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別添資料 



１ 基本理念 

 

（１） ビジョン策定の目的 

 

〇相談支援専門員、サービス管理責任者等をはじめ、障がい福祉に関わる従業者及び

管理者（以下、「障がい福祉従事者」という）の質の向上にあたり、目指すべき方向

性を明確化し、関係者が共有していく取り組みが必要であるため。 

〇障がい福祉に携わる従業者が、どの研修をうけて自らのスキルアップを図っていく

かの道しるべを提示するため。 

 

    背景等 

・障害者総合支援法制定、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法制定 

・障がい福祉に関わる従業者の質の向上の必要性 

・ニーズに対応できる人材確保の必要性と地域資源の不足 

 

（２） 障がい福祉従事者に求められる人材像 

 

〇価値観 

・利用者の立場に立った本人中心の支援、社会モデルの支援、エンパワメントやス

トレングスの視点・権利擁護・虐待防止の重要性を理解している。 

・利用者のプライバシー保護や人権を尊重している。 

・ソーシャルワーカーとしての職業倫理を持っている。 

・自己啓発、自己研鑽の意識を持っている。 

・法人や事業所の枠を越え、連携・協働して支援する重要性を理解している。 

・コンプライアンス（法令遵守）の重要性を理解している。 

 

〇知識 

・障害者権利条約の理念や基本的な内容を理解している。 

・障がい者福祉の歴史やその背景を理解している。 

・障がいの概念、特性、児童発達に関する知識がある。 

 ・障がい者の社会政策、関連法制度、鳥取県・市町村の取組に関する知識がある。 

 ・援助の目的や方法に関する基礎的な理解がある。 

  ・個々の目標を達成するための実践的な知識・情報を有している。 

〇技術 

・常に安定して支援を提供できる技術がある。 

・情報収集や分析、調整を行う技術がある。 

  ・利用者・関係者と信頼関係を構築する形成力、説明、交渉の技術がある。 

・障がい当事者や家族との信頼関係を構築する技術がある。 

・障がい当事者や家族の思い、希望を尊重し、計画的に支援する技術がある。 

・自らの支援を振り返り（自己評価を行い）、必要な見直しを行う技術がある。 

 

（３） 人材育成の基本的考え方 

 

    〇県実施の研修を体系的に整理し、各事業所、各地域（市町村、圏域など）における

取り組みと連動させ、サービス提供者のスキルアップを積極的に実施 

    〇研修や支援の経験を積み重ねた人材が、次の人材育成に関わる循環を実現 



 

（４） 地域との連携・協働 

 

    〇県の研修以外でも、身近な地域で職場を超えたスーパーバイズの機会や自立支援協

議会を通じた関係機関のネットワークによる学び合う体制づくりを構築するため、

県アドバイザー制度等を積極的に活用 

〇地域で核となる人材に、事業所の理解と協力を得て各種研修の運営への参画をお願

いするとともに人材育成の中心となる指導者を養成 

 

２ 人材育成体制の現状 

 

（１） 研修の実績 

 

       〇県において実施した研修の修了者数（R2.2 末時点）        （名） 

研修名 実施方法 H30 R1 

サービス提供責任者研修 委託 23 17 

障害福祉サービス従業者研修 委託 61 36 

障害福祉サービス従業者分野別基礎研修 委託 274 119 

相談支援従事者初任者研修 委託 47 54 

相談支援従事者現任研修 委託 46 32 

相談支援従事者専門コース別研修 委託 45 未 

同行援護従業者養成研修 委託 50 － 

行動援護従業者養成研修 委託 78 64 

サービス管理責任者等基礎研修 委託 100 198 

サービス管理責任者等更新研修 委託 － 199 

強度行動障がい支援者養成研修（基礎） 委託 141 145 

強度行動障がい支援者養成研修（実践） 委託 96 75 

精神障がい関係従事者養成研修（地域移行支

援従事者及び精神科訪問看護従事者） 

委託 73 32 

サービス管理責任者等フォローアップ研修 委託 41 47 

相談支援業務初任者向けフォローアップ研修 委託 17 14 

強度行動障がい支援者養成研修（専門） 委託 11 11 

障がい者グループホーム世話人等研修 委託 160 174 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修 直営 37 22 

障がい児者事業所職員等研修 直営 465 未 

発達障がい者相談支援員等研修 直営 100 103 

障がい者虐待防止等研修 委託 473 455 

※強度行動障がい支援者養成研修（基礎）・（実践）は、行動援護従事者養成研修修了者を含む。 

※発達障がい者相談支援員等研修及び障がい者虐待防止等研修については、受講者の人数。 

※医療的ケア児等コーディネーター養成研修は、令和２年度より委託実施予定。 

 

 

 



（２） 講師等の養成 

 

県が行う各種研修、地域での研修、国指導者養成研修等への派遣等により養成を行

っている。 

 

【国指導者養成研修等への派遣】 

国指導者養成研修等名 H30 派遣人数 R１派遣人数 

相談支援従事者指導者養成研修 ３名 ３名 

主任相談支援専門員養成研修 ３名 ３名 

サービス管理責任者指導者養成研修 ４名 ３名 

強度行動障害指導者養成研修（基礎） ２名 ２名 

強度行動障害指導者養成研修（実践） ２名 ３名 

障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 １名 １名 

 

研修講師については、直接実施している研修については県が決定した者を、委託実

施の研修については研修業務受託者からの推薦を受け県が承認した者を研修講師等と

しており、主な研修についての講師等を担う目安となる要件は次のとおり。 

 

   【講師等を担う目安となる要件】 

   〇相談支援従事者研修講師等 

     ・現に相談支援事業に従事する者 

・実務経験が３年以上、また現任研修の修了者 

・相談支援従事者指導者養成研修等の国研修を修了した者 

     ・相談支援事業に高い知見を有する者 

・鳥取県相談支援専門員協会・現講師から推薦を受けた者 

    〇サービス管理責任者・児童発達管理責任者講師等 

・現にサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に従事する者 

・サービス管理責任者指導者養成研修等の国研修を修了した者 

     ・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の業務に精通している者 

・鳥取県サービス管理責任者等連絡会・現講師から推薦を受けた者 

       ○サービス提供責任者研修講師等 

     ・居宅介護･行動援護･重度訪問介護･移動支援等で、優れた実践力と高い知見を有す 

      る者 

    ○障害福祉サービス従業者研修講師等 

     ・障害福祉サービスにおける就労分野･介護分野･知的精神分野･身体分野･児童分野 

において、それぞれ優れた実践力と高い知見を有する者 

    ○障害福祉サービス従業者障がい分野別基礎研修講師等 

     ・身体･知的･精神の各分野において、それぞれ優れた実践力と高い知見を有する者 

 

（３） 圏域・市町村等における取組 

項目 具体的内容 実施市町村数 

事業所の定期的な集まり（自立支

援協議会、連絡会 等） 

地域課題の把握検討・情報共有、

事例検討、制度等の情報交換 等 

１９ 

研修（OJT 含む） 資質向上を目的とした研修の実施 ４ 

 

 



〇事業所における取組への県の支援（障がい福祉サービス質の向上支援） 

    障害福祉サービス等の質の向上のため、法人・事業所等が自ら企画する研修会や、国

立のぞみの園等が主催する研修会への参加、事例検討・事例研究等に必要な経費（アド

バイザ―招致に係る費用等）に対し、補助金を交付。 

 

 

３ 人材育成体制の課題 

 

（１） 相談支援 

 

〇相談支援専門員の不足、初任者研修を受けた者の実践現場への非配置 

〇単なるサービス調整に留まらず、暮らし全体を支える視点でインテーク・アセスメ

ントを行う体制の充実 

〇本人中心の視点に立った、支援の質の向上 

〇サービス管理責任者等との相互連携の不足 

    〇基本相談を怠らずに実施し、ソーシャルワークによる社会資源の開発、改善につな

げる力の向上 

〇支援のネットワークを構築し、様々な関係機関と連携しつつ支援を行う力の向上 

 

（２） サービス管理責任者等 

 

〇新規の事業所が増え続けていること等による、研修希望者数の増加への対応 

〇制度理解などの知識や基礎的技術などが体系的に周知されていないことによる研修

受講生のレベルの偏在 

○研修体系の変更に伴う管理責任者に共通する知識や技術の伝達と、それぞれの分野

ごとに必要な知識や技術の整理と伝達 

〇本人中心の視点に立った、支援の質の向上 

〇相談支援専門員との相互連携の不足 

〇支援のネットワークを構築し、様々な関係機関と連携しつつ支援を行う力の向上 

 

（３） 地域リーダーの育成 

 

〇地域において学び合う体制づくりの不足 

〇行政職員も含めたネットワーク形成の場である自立支援協議会の活性化 

〇地域で指導的役割を担う人材の不足 

〇地域で指導的役割を担う人材の発掘･確保、育成ビジョンが不明確 

 

（４） 支援員（従事者）の技術向上 

 

〇人材育成の長期ビジョンの明示、職員の研修参加、地域や職場での OJT に対する事

業所の意識差 

〇関連法の知識、基本的な面接技術、本人や家族の思いや生活に対する想像力の不足 

〇虐待案件（H30：２件）をゼロにするための取組 

 

 



（５） 人材確保 

 

〇利用者が増え続ける中で、精神科病院、入所施設等からの地域移行や利用者の多様

なニーズに対応するための障害福祉サービス等従業者の深刻な人手不足 

    〇研修を受講した者（有資格者）の定着 

 

４ 今後の人材育成体制の方針 

（１） 人材育成プロセス 

〇県、市町村、各障害福祉サービス事業所において、以下のとおり役割を整理 

実施者 実施内容 

各事業所 OJT,Off-JT の実施、外部研修に参加しやすい環境づくり 

市町村 

（圏域） 

協議会や基幹相談支援センターを中心にした 

 ・基礎的な研修（OJT 含む） 

 ・事例検討会 

 ・地域（圏域）の課題に対応した研修 

 ・地域の障がい福祉を担う人材の発掘、養成 

鳥取県 協議会人材育成部会での議論を中心とした 

・法定研修、任意研修の在り方検討 

・専門アドバイザーの派遣 

・国研修派遣等による人材養成を担う人材の育成 

・法人代表者、事業所経営者・管理者向けの研修やセミナー 

・人材育成ビジョンの推進とブラッシュアップ 

 

〇現状の取り組みを基本に、経験年数に応じたキャリアビジョンの提示 

 

 

 

 

    

 

 

    〇国が開催する指導者養成研修への派遣推薦者については、各圏域でのバランス調整

を行いながら推薦。人材育成部会において報告・共有し、地域における指導者の養

成・育成に努める。 

 

（２） 人材育成体制の検証・見直し 

 

    〇本ビジョンは、研修体系の変更や県内の人材育成体制状況を踏まえ、毎年度人材育

成部会で見直しを行う。 

    〇各研修について、毎年度人材育成部会での評価を実施し、改善につなげる。 

    〇人材確保・定着について人材育成部会での継続課題として施策を協議する。 

 

別添参照 



相談支援従事者現任研修

相談支援従事者初任者研修（５日間）

相談支援従事者専門コース別研修

強度行動障がい支援者養成研修（基礎）

サービス管理責任者等基礎研修

サービス管理責任者等実践研修

サービス管理責任者等更新研修

サービス提供責任者研修

障害福祉サービス従業者研修

障害福祉サービス従業者 障がい分野別基礎研修

サービス管理責任者等フォローアップ研修

相談支援業務初任者向けフォローアップ研修

医療的ケア児等
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修

障がい児者事業所
職員等研修

発達障がい者相談支援員等研修

精神障がい関係従事者養成研修

障がい者グループホーム
世話人等研修

同行援護従業者養成研修

国指導者養成研修

地域リーダー、相談支援アドバイザー

初任者

熟練者

障がい者虐待防止等研修（共通）

主任相談支援専門員研修

O
J
T

地
域
で
の
研
修

・県研修等における研修企画及びファシリテーター
・地域における人材育成の企画、講師
・県内事業所におけるOJT等の指導者

障がい者虐待防止等
研修（専門）

相談支援専門員 サービス管理責任者等・従事者

相談支援従事者初任者研修（２日間）

強度行動障がい支援者養成研修（実践）

強度行動障がい支援者
養成研修（専門）

役
割



相談支援従事者初任者研修（２日間）

相談支援従事者現任研修

相談支援従事者初任者研修（５日間）

相談支援従事者専門コース別研修

強度行動障がい支援者養成研修

サービス管理責任者等基礎研修

サービス管理責任
者等実践研修

サービス管理責任者等更新研修

サービス提供責任者研修

障害福祉サービス従業者研修
障害福祉サービス従業者
障がい分野別基礎研修

サービス管理責任者等
フォローアップ研修

相談支援業務初任者向けフォローアップ研修

医療的ケア児等
コーディネーター
養成研修

障がい児者事業所職員等研修

発達障がい者相談支援員等研修

精神障がい関係従事者養成研修

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ世話
人等研修 同行援護従業者養成研修

障がい者虐待防止等研修（共通）

主任相談支援専門員研修

障がい者虐待防止等研修（専門）

１
～

５
年
目

５
年
目
以
上

7
年
目
以
上

１
０
年
目
以
上

研修受講目安 求められる役割

・自身の専門性を高
め、事業所内での困
難事例等に対応でき
るようになる

・専門知識の獲得を高め、事
業所内でのOJTやSVができる
ようになる

・事業所内の運営体制や、人事を含
めて事業所としての方針や支援に対す
る考え方を示すことができるようになる
・自法人のみならず、地域全体の障が
い福祉サービスの向上に関与すること
ができるようになる


