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平成２７年４⽉から原則として全ての障害児者に専門的な相談⽀援を実施することとされている中、障害児者の相談⽀援の質の向上を図るため、有識者
や関係団体で構成する「相談⽀援の質の向上に向けた検討会」において相談⽀援専門員の資質の向上や相談⽀援体制の在り⽅について幅広く議論を⾏い、
今後目指すべき⽅向性をとりまとめた。（平成２８年３⽉から７⽉まで計５回開催）

趣 旨

「相談⽀援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめ（概要）

① 基本的な考え方について
・ 相談⽀援専門員は、障害児者の⾃⽴の促進と共⽣社会の実現に向けた⽀援を実施することが望まれている。そのためには、ソーシャルワークの担い⼿とし
てスキル・知識を⾼めつつ、インフォーマルサービスを含めた社会資源の改善及び開発、地域のつながりや⽀援者・住⺠等との関係構築、⽣きがいや希望を⾒
出す等の⽀援を⾏うことが求められている。また将来的には、社会経済や雇⽤情勢なども含め、幅広い⾒識を有する地域を基盤としたソーシャルワーカーとし
ての活躍が期待される。

② 人材育成の方策について
・ 相談⽀援専門員の要件である研修制度や実務経験年数などの⾒直しを⾏うとともに、キャリアパスの⼀環として指定特定相談⽀援事業だけでなく、サービ
ス管理責任者や基幹相談⽀援センターの業務を担うなど、幅広い活躍の場が得られる仕組みを検討するべき。
・ 研修カリキュラムの⾒直しについては、「初任者研修」及び「現任研修」の更なる充実に加え、指導的役割を担う「主任相談⽀援専門員（仮称）」の育成
に必要な研修プログラムを新たに設けるとともに、より効果的な実地研修（OJT）を組み込むべき。

③ 指導的役割を担う「主任相談⽀援専門員（仮称）」について
・ 相談⽀援専門員の⽀援スキルやサービス等利⽤計画について適切に評価・助⾔を⾏い、相談 ⽀援の質の確保を図る役割が期待されており、基幹相談
⽀援センター等に計画的に配置されるべき。また、更新研修等も導⼊すべき。
・ 指導的役割を果たすため、適切な指導や助⾔を⾏う技術を習得する機会が確保されるよう、都道府県等が⼈材育成に関するビジョンを策定するなど、地
域における相談⽀援従事者の段階的な⼈材育成に取り組むべき。

④ 相談⽀援専門員と介護⽀援専門員について
・ 障害者の⾼齢化や「親亡き後」へのより適切な⽀援を⾏うため、両者の合同での研修会等の実施や⽇々の業務で⽀援⽅針等について連携を図るとともに、
両⽅の資格を有する者を拡大することも⼀案と考えられる。

⑤ 障害児⽀援利⽤計画について
・ 障害児⽀援利⽤計画については、いわゆるセルフプランの割合が⾼いが、障害児についての⼗分な知識や経験を有する相談⽀援専門員が少ないことが原
因の⼀つと考えられる。これまでの専門コース別研修に加え、障害児⽀援に関する実地研修などを設けるべき。
・ 市町村においても、障害児を取り巻く状況を⼗分把握し、評価を加えた上で適切な関係機関につなぐなど⼗分配慮し、そのために必要な知⾒の習得に努
めるべき。

とりまとめのポイントⅠ 〜相談⽀援専門員の資質の向上について〜
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鳥取県自立支援協議会 人材育成部会の設置

〇 サービス管理責任者・児童発達管理責任者・相談支援
専門員の人材育成ビジョンの策定を行う。

※平成２９年度自立支援協議会資料より

【取組方針】
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人材育成ビジョン策定の工程表

第１回（今回）
・人材育成ビジョンの大項目についての検討
・大項目ごとの記載事項の方向性
・次回以降の進め方について

第２回以降
・記載事項についての検討

⇒人材育成ビジョンの策定（令和２年度を目標）

適宜ビジョンの見直し、研修体系の見直し
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人材育成に関する都道府県の状況等①
※令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会事前調査結果より

（１）人材育成に関する協議の場の設置
・４７都道府県すべてに設置済
・都道府県（自立支援）協議会への位置づけ 39道府県

（２）「人材育成ビジョン」の策定
・策定済 ３５都府県（※策定中も含む）

（３）講師選定・養成の仕組みづくり
・講師養成の実施 ３１都府県

（４）市町村等の相談支援実施地域との人材育成の協働の検討
協議題例 ・実習について

・都道府県研修と地域での実地教育（OJT）の
有機的連動に向けた体制整備について
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人材育成に関する都道府県の状況等②
※令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会事前調査結果より

〇相談支援専門員のみを対象・・・２３都府県

〇相談支援専門員以外も対象・・・１２県

福島県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県、山口県、熊本県、宮崎県、鹿児島県



人材育成ビジョンの大項目
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※令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会事前調査結果より

県名 項目

福島県 ・県が目指す人材育成体系 ・障がい福祉従事者に必要な資質
・相談支援従事者に求められているもの
・県における相談支援従事者研修体系

石川県 ・障害福祉サービス事業所従事者のスキルアップイメージと必要な知識、スキル、姿勢

山梨県 ・ソーシャルワークとは ・人材育成システムについて
・求める障害福祉従事者像

長野県 ・障害福祉サービス事業者の責務 ・人材育成ビジョンの理念
・本人中心の支援について ・行動指針、研修スタッフの養成
・地域生活（移行）支援及び地域資源の創出 ・研修体系図

岐阜県 ・基本理念等（①基本理念 ②人材育成の基本的な考え方 ③地域のリーダーの育成
（定義・必要な条件・役割・人材育成の体制図）
・これまでの取り組み ・現状と課題 ・これからの取り組み

静岡県 障害福祉従事者のキャリア形成の姿（イメージ）やキャリア形成のための研修体系、障
害福祉従事者をささえる行政や民間における取組内容など



人材育成ビジョンの大項目
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※令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会事前調査結果より

県名 項目

愛知県 ・障害福祉従事者に必要な基本姿勢 ・人材育成体制の現状
・課題 ・今後の人材育成体制 ・人材育成体制の検証・見直し

三重県 ・人材育成システム ・人材育成ビジョンの目標設定

山口県 ・県が実施する各研修においてどのような人材を育成することを目的としているのか
・目的を達成するために必要な支援力とはどのようなものか

熊本県 ・障害福祉サービス等従事者の人材育成の基本方針
・障害福祉サービス等従事者に必要な資質
・県が実施する研修体系 ・各種研修の目的 ・各種研修の対象者
・具体的研修内容 ・障害福祉サービス従事者等関連研修一覧

宮崎県 ＜人材育成の三層構造＞
・MSR（県全体）としてリーダー養成を行う
・MSR（県全体）として地域（圏域）研修へとおろしていく中で、サブリーダー的な存在を
育成する。
・地域の中で、実践や実務的研修（サビ管との連携研修等）を積んでいく。

鹿児島県 ・障害福祉従事者に求められる資質 ・人材育成プロセス



人材育成ビジョンの構成（長野県）
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※長野県障害福祉サービス事業者等人材育成ビジョン（Ver.1）より

〇 障害福祉サービス等事業者の責務
〇 本人中心の支援について
〇 地域生活（移行）支援及び地域資源の創出について
〇 相談支援（ケアマネジメント）との連携について
・サービス等利用計画と個別支援計画が必要となった背景
・サービス等利用計画と個別支援計画の関係性
・計画相談（サービス等利用計画）支援からサービス利用までの流れ
・連携の必要性
・連携の効果

〇 サービス管理責任者の責務
・「個別支援専門員」「管理者」「サービス管理責任者等」の比較
・サービス提供の流れとポイント
・サービス提供事業所マネジメント
・サービス提供従事者に対するスーパービジョン
・虐待防止
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人材育成ビジョンの構成（岐阜県）

１ 背景
２ 基本理念等
（１）基本理念 （２）人材育成の基本的考え方 （３）地域のリーダーの育成

３ これまでの取り組み状況
（１）研修の実績 （２）法定研修における振り返りテストの導入
（３）市町村職員の相談支援従事者初任者研修の聴講
（４）サービス管理責任者等のフォローアップ研修
（５）岐阜県相談支援事業者連絡協議会の圏域研修の実施
（６）演習講師のSV（スーパーバイズ）制度の導入
（７）ファシリテーター候補者による研修検討委員会等の設置

４ 現状と課題
（１）相談支援 （２）サービス管理責任者等
（３）地域リーダーの育成 （４）支援員（従事者）の技術向上

５ これからの取り組み
（１）研修体制の強化 （２）相談支援体制の強化 （３）サービス提供体制の強化

※岐阜県障がい福祉人材育成ビジョン（平成２９年度～平成３１年度）より
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人材育成ビジョンの構成（愛知県）

１ 障害福祉従事者に必要な基本姿勢

（１）障害者福祉の現状 （２）障害福祉従事者に必要な基本姿勢

２ 人材育成体制の現状
３ 課題
（１）地域によって、人材育成の体制にばらつきがある
（２）人材育成を担う人材の発掘及び育成の仕組みが整っていない

４ 今後の人材育成体制（目指す姿）
５ 人材育成体制の検証・見直し

※愛知県障害福祉従事者人材育成ビジョンより



人材育成ビジョンの構成（埼玉県）
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※埼玉県人材育成ガイドブックより

第１章 障害福祉サービスの現状

１ 障害福祉の現状 ２ 法に基づくサービス ３法定外のサービス
４ サービスの提供状況 ５ サービスの利用状況

第２章 研修の体系
１ 障害福祉の専門職に求められる資質 ２ 権利擁護と虐待防止

第３章 障害福祉サービスと資格
１ 国家資格と障害福祉サービス専門職の関係
２ 障害者総合支援法に関連する研修と専門職との関係
３ 専門職の連携
４ サービス種別（事業所別）で必要とされる研修

第４章 障害福祉に係る研修
１ 障害者総合支援法に関連する研修
２ その他の研修



人材育成ビジョンの構成（神奈川県）
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※神奈川県相談支援専門員人材育成ビジョンより

１ はじめに
２ 相談支援専門員人材育成ビジョン策定の目的
①日々の実践の中で振り返る際の拠り所となる基盤（軸）となるものを提示
②養成研修の目指すべき方向性の明確化、共有化

③市町村域で相談支援専門員の資質向上に向けた研修等を実施する際の方向性を
示唆

３ 神奈川県で求められる相談支援専門員像
４ 相談支援専門員に必要な力
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〇 基本理念

〇 人材育成体制の現状

〇 人材育成体制の課題

〇 今後の人材育成体制の方針

鳥取県人材育成ビジョンの構成（案）鳥取県人材育成ビジョンの構成（案）



鳥取県実施の研修一覧（１）（法定研修）

研修名 対象者 期間 目的
相談支援従事者研修
（初任者）

相談支援事業に従事しようとする
者

５日 地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するた
めに必要な保健、医療、福祉、就労、教育などの各種サー
ビスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の修得

相談支援従事者研修
（現任）

相談支援従事者初任者研修を修
了している者

３日 障がいのある方の意向に基づく地域生活を実現するため、
サービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習
得すること及び困難事例に対する支援方法について助言を
受けるなど、日常の相談支援業務の検証を行うことにより
相談支援に従事する者の資質の向上

相談支援従事者研修
（専門コース別）

相談支援従事者初任者研修を修
了している者で、実際に生活支援
業務に携わっている者

各１日 障がい福祉の最新動向の把握や、初任者・現任研修で不
足しているスーパービジョン、家族支援などの専門的技術
等の習得を行うとともに、日常の相談支援業務の検証を行
うことにより相談支援に従事する者の資質の向上

障害支援区分認定調査
員等研修（養成）

障害支援区分認定に係る調査に
従事しようとする者

１日 全国一律の基準に基づき客観的かつ公平・公正に障害者
給付等の支給決定事務を執行するための基礎となる、障害
支援区分の認定を行うために必要な知識等の習得

障害支援区分認定調査
員等研修（現任）

養成研修修了者で現に障害支援
区分認定調査業務に従事してい
る者

１日 障害支援区分の認定を行うために必要な知識等の再確認
及び判断基準の平準化と判定技術の向上

同行援護従事者養成研
修

同行援護事業所のサービス提供
責任者及び同行援護業務に従事
しようとする方

５日 視覚障がい者が外出する際に必要な援助に関する一般的
な知識及び技術を有する同行援護従業者の養成

行動援護従事者養成研 行動援護事業所のサービス提供
責任者及び行動援護業務に従事
しようとする方

５日 知的障がい者や精神障がい者が行動する際に生じ得る危
険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の
介護その他の便宜に関する知識及び技術の修得
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鳥取県実施の研修一覧（２）（法定研修）

研修名 対象者 期間 目的
サービス管理責任者等
基礎研修
※令和元年度から開始

サービス管理責任者又は児童発達
支援管理責任者として配置される
方

２日 サービスの質の確保に必要な知識及び技能等の基礎を
押さえ、個別支援計画を作成・修正を実施できる

サービス管理責任者等
実践研修
※令和３年度から開始
予定

基礎研修終了後、一定期間相談支
援の業務又は直接支援の業務に
従事した者 等

― 支援会議の運営、サービス（支援）提供職員への助言・指
導、個別支援計画、人材育成によるサービス（支援）の質
の向上を図る

サービス管理責任者等
更新研修
※令和元年度から開始

実践研修修了後翌年度から起算し
て5年以内の者

３日 施策の最新の動向、自己検証、スーパーバイズを通し、
人材育成によるサービス（支援）の質の向上を図る

強度行動障がい者支援
研修（基礎）

障がい福祉サービス全般に従事し
ている者で強度行動障がい等を示
す知的障がい者に接した経験のあ
る者

３日 強度行動障がいの特性や制度の理解、基本的な支援技
術を修得

強度行動障がい者支援
研修（実践）

強度行動障がい支援者養成研修
（基礎）修了者

２日 適切な障がい特性の評価及び支援手順書（＝支援計画
シート）の作成ができる職員の人材育成促進

精神障がい関係従事者
養成研修事業（地域移
行支援従事者及び精神
科訪問看護従事者）

相談支援事業所、障害者支援施設
（施設入所支援）、宿泊型自立支援
施設、共同生活援助事業所、訪問
看護ステーション等の職員、精神科
医療機関の職員、県・市町村等職
員で地域移行・地域定着支援に関
係する者

３日 長期入院等の精神障がい者の地域生活への移行・地域
定着を促進するために、精神障がいや精神疾患に関する
知識や対応についての基礎的事項を学ぶとともに、地域
移行事業を利用するなど各機関が連携をとりながら行う
支援のあり方について理解する
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鳥取県実施の研修一覧（３）（県独自研修）

研修名 対象者 期間 目的
サービス提供責任者
研修

指定居宅介護事業所においてサービ
ス提供責任者として配置される方

３日 障がい者福祉に求められている様々なサービスや社会
資源を組み合わせて作成するケア計画の作成及び技能
向上等、サービスの質の確保に必要な知識及び技能を
有するサービス提供責任者の養成を図る

障がい福祉サービス
従業者研修

主に資格の取得又は研修の修了が要
件とされている職種以外の職務に従
事している者

２日 講義、グループワークを通して、個別支援計画作成スキ
ルの修得、知識の向上

障がい分野別基礎研
修

通常業務に携わっていない障がい分
野に係る知識の習得を希望する方

各１日 身体・知的・精神の３つの障がい分野別の基礎的な知識
の習得

サービス管理責任者
等フォローアップ研修

実際にサービス管理責任者等として配
置されてる者

１日 マネジメントやスーパービジョン、個別支援計画の作成
など専門的技術の向上を図る

相談支援業務初任者
向けフォローアップ研
修

相談支援専門員の資格を有している
が業務に従事提しない者や実務経験
の浅い者

１日 サービス等利用計画の作成など専門的技術の向上を図
る

強度行動障がい者支
援研修（専門）

強度行動障がい支援者養成研修（基
礎）修了者

７日 支援現場でのリーダーの養成、支援ツールの効果的な
活用、PDCAサイクル（実践と振返り）の理解と習得

医療的ケア児等コー
ディネーター養成研
修

相談支援専門員、保健師、訪問看護
師等

４日 医療的ケア児等の地域での生活に必要な支援を総合調
整する人材を養成する。

障がい児者事業所職
員等研修

児童発達支援事業所、放課後等デイ
サービス事業所、生活介護事業所 等

各１日 重症心身障がい児者、医療的ケア児への支援者及びリ
ハビリテーション関連事業所職員のスキルアップを図る。

発達障がい者相談支
援人材養成研修

相談支援機関、就労移行支援事業所、
障害者就業・生活支援センター 等

５日 思春期、青年期の発達障がい者の相談支援が適切にで
きる人材を養成する。
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