令和４ 年８ 月１ 日
指定特 定相 談支 援事 業所
指定一 般相 談支 援事 業所

御中
一般社 団法 人東 京精 神保 健福 祉士 協会
代表理 事 松永 実 千代 （公 印省 略）

令和４ 年度 精神 障害 計画 相談 支援 従事 者等 養成 研修 事業
研修会 の開 催に つい て（ 依頼 ）
時下、 貴事 業所 の皆 様に おか れま して は益 々ご 精鋭 のこ とと 拝察 申し 上 げます 。
この 度は 、 東京 都か ら の委 託に より 標 題研 修会 を 開催 する こ とと なり ま した ので 、 開催 案内 を
お送り させ てい ただ きま す。
今年 度は 、 新型 コロ ナ ウィ ルス 感染 防 止対 策の 観 点か ら、 オ ンデ マン ド 配信 によ る 事前 学習 と
ライブ 配信 （ズ ーム ）に よる 受講 を組 み合 わせ て開 催 す るこ とと なり ま した。
つき まし て は、 御所 属 の職 員の 皆様 の 受講 に際 し まし て御 高 配を 賜り ま すよ う、 よ ろし くお 願
い申し 上げ ます 。
記
１ 研 修概 要
【Ａ日 程】
オンデ マン ド配 信に よる 事前 学習 ：令 和４ 年９ 月２ ６日 （月 ）か ら令 和 ４年１ ０月 ４日 （火 ）
ライブ 配信 （ズ ーム ）に よる 研修 ：令 和４ 年１ ０月 ５日 （水 ）13 時 00 分から 16 時 40 分
【Ｂ日 程】
オンデ マン ド配 信に よる 事前 学習 ：令 和５ 年１ 月６ 日（ 金） から 令和 ５ 年 1 月１７ 日（ 火）
ライブ 配信 （ズ ーム ）に よる 研修 ：令 和５ 年１ 月１ ８日 （水 ）13 時 00 分から 16 時 40 分
２

対 象者
令和３ 年度 まで に相 談支 援従 事者 初任 者研 修を 受講 して おり 、精 神障 害 者の地 域移 行・ 地域
定着に 関す る活 動を 行う 者で 、次 の① から ③ま での いず れか に該 当す る 方
①東京 都内 に所 在す る指 定特 定相 談支 援事 業所 の相 談支 援専 門員
②東京 都内 に所 在す る指 定一 般相 談支 援事 業所 の相 談支 援専 門員
③その 他地 域移 行・ 地域 定着 に関 わる 関係 機関 に従 事す る者 等

３

定員
Ａ・Ｂ 両日 程と もに 100 名
＊申し 込み が定 員を 超え た場 合は 、受 講者 を調 整さ せて いた だく 場合 が ござい ます 。

４

申 込み 方法
同封の 「令 和４ 年度 研 修会 のご 案内 」の 「４
８月 31 日（ 水） まで にお 申し 込み くだ さい 。
５

申 し込 み方 法」 を参 照 し、Ａ ・Ｂ 両日 程と も

そ の他
本研修 は、 計画 相談 支援 精神 障害 者支 援体 制加 算 の 算定 要件 とな る研 修 です。
【ご連絡 ・お問 い合わ せ先】
〒169－0072

東京都新宿 区大久保 1－1－2 富士 一ビル 4 階
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