
平成 30 年度 広島県障害者自立支援協議会 相談支援・研修部会について  １ 平成 30 年度協議事項（案） ⑴ 市町における相談支援体制整備について ア 県内の相談支援体制及び市町協議会に対する支援 イ 地域生活支援システムの構築に対する支援 ウ 計画相談支援等の実施に対する支援 エ 基幹相談支援センターの設置及び機能の充実・強化に供する支援 オ 地域相談支援の拡大に向けた支援 カ 市町協議会事務局連絡会議の開催 キ 部会通信の発行 ⑵ 相談支援等にかかわる人材育成について  ア 広島県における相談支援等にかかわる人材育成の実施  イ 相談支援従事者研修等の見直しに向けた広島県研修の方向性について  ２ 相談支援・研修部会委員（案） 所属・職名 氏名 備考 地域生活支援センターまほろば 管理者 金子 百合子 部会長 （協議会委員） 障害者支援施設寿波苑 生活支援総合アドバイザー 鐙本 智昭  障害者相談支援事業所 リガーレ 所長 一丸 善樹  障害福祉サービス事業所 Bee-Hive 課長 上田 睦寛 新任 柏学園障害者相談支援事業所 相談支援専門員 金丸 博一  広島県高次脳機能センター コーディネーター  永谷 由美  広島県発達障害者支援センター センター長 西村 浩二  府中地域障害者生活支援センターはーと＆はーと 相談支援専門員 平岡 辰士 （協議会委員） 白木の郷 管理者 平田 和也  竹原市福祉部健康福祉課 課長 塚原 一俊  廿日市市福祉保健部障害福祉課 課長 寺岡 慶治郎  広島県教育委員会事務局教育部特別支援教育課 課長 西岡 律子 （協議会委員） 広島県健康福祉局障害者支援課 課長 岩崎 和浩 （協議会委員） 広島県健康福祉局障害者支援課 自立支援担当監 村上 誠二 新任  ３ 平成 30 年度開催予定回数   ２回   

資料１－２ 



４ 平成 30 年度相談支援アドバイザー名簿 所属・職名 氏名 専門分野 相扶の郷 居宅介護支援事業所 相談支援事業所 管理者 荒木 和美 介護 相談支援事業所「ゼノ」からっと 管理者 石原 郁朗 身体・知的 相談支援事業所もやい 相談支援専門員 岡﨑 慎治 介護・知的・精神 地域生活支援センターまほろば 管理者 金子 百合子 精神 柏学園障害者相談支援事業所 相談支援専門員 金丸 博一 児童・知的 井野口病院地域医療連携室 参与 隅原 聖子 高次脳機能 社会福祉法人尾道のぞみ会 （尾道市こころサポート事業担当）相談支援専門員 西川 浩司 精神 相談支援事業所くさのみ 相談支援事業部長 西村 英子 児童・知的 地域生活支援センターふれあい 管理者 原田 葉子 精神 障害福祉サービス事業所 Bee-Works 施設長 森木 聡人 身体                        



推薦団体 所属 氏　名広島県障害者相談支援事業連絡協議会 障害福祉サービス事業所　Bee-Works 森　木　聡　人広島県障害者相談支援事業連絡協議会 障害福祉サービス事業所　Bee-Hｉｖｅ 上　田　睦　寛広島県身体障害者施設協議会 地域生活支援センター松賀苑 尾　原　佑　思広島県知的障害者福祉協会 障害者相談支援事業所　リガーレ 一　丸　善　樹広島県知的障害者福祉協会 相談支援事業所光清学園   中　島　和　久　広島県相談支援体制整備事業アドバイザー連絡会 相談支援事業所「ゼノ」からっと 石　原　郁　朗広島県精神障害者支援事業所連絡会 さくら相談支援事業所廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ 今　田　　聡広島県精神障害者支援事業所連絡会 社会福祉法人尾道のぞみ会（尾道市こころサポート事業担当） 西　川　浩　司広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 瀬野川学園障害者相談支援事業所 次郎垣内　友成広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 相談支援センターあいあい 小　川　恵　美広島県精神障害者支援事業所連絡会 さくら相談支援事業所廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ 今　田　　聡広島県身体障害者施設協議会 地域生活支援センター松賀苑 尾　原　佑　思広島県知的障害者福祉協会広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 幼児発達支援センター柏学園 白　井　　賢公益社団法人広島県就労振興センター 松永作業所 森　迫　一　成広島県障害者相談支援事業連絡協議会 障害福祉サービス事業所　Bee-Hｉｖｅ 小　田　　卓広島県精神障害者支援事業所連絡会 ふたばの丘 新　本　祐　子公益社団法人広島県就労振興センター 東広島市子育て・障害総合支援センター　はあとふる 三　永　真　悟広島県知的障害者福祉協会広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 草笛学園 長谷川　貴一広島県立リハビリテーションセンター 広島県高次脳機能センター 山　下　留　美広島県発達障害者支援センター 東広島市子育て・障害総合支援センター　はあとふる 三　永　真　悟広島県障害者自立支援協議会相談支援・研修部会 障害者支援施設寿波苑 鐙　本　智　昭広島県障害者自立支援協議会相談支援・研修部会 地域生活支援センターまほろば 金子　百合子広島県障害者自立支援協議会相談支援・研修部会 柏学園障害者相談支援事業所 金　丸　博　一広島県障害者自立支援協議会相談支援・研修部会 府中地域障害者生活支援センターはーと＆はーと 平　岡　辰　士広島県身体障害者施設協議会 地域生活支援センター松賀苑 尾　原　佑　思広島県障害者相談支援事業連絡協議会 障がい者基幹相談支援センター　クローバー 津　組　英　嘉広島県知的障害者福祉協会 相談支援事業所「ゼノ」からっと 清　水　理　絵広島県精神障害者支援事業所連絡会 さくら相談支援事業所廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ 今　田　　聡広島県知的障害者福祉協会広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 六方学園相談支援事業 中　島　　武実施機関 社会福祉法人尾道のぞみ会

５　平成30年度広島県相談支援従事者研修等ワーキンググループ委員等名簿メンバー区分

委員

相談支援従事者
身体障害
知的障害精神障害児童

H29年度国研修修了者
相談支援
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者（介護）ｻｰﾋﾞｽ管理責任者（地域生活（知的・精神））ｻｰﾋﾞｽ管理責任者（就労）児童発達支援管理責任者高次脳機能障害発達障害オブザーバー

H30年度相談支援従事者指導者養成研修受講者 身体知的障害
専門分野

児童知的障害精神障害



６ 平成 30 年度広島県相談支援従事者研修等開催日程について 
 (1) ファシリテーター養成研修（H30 年度予算化） 期   間 会   場 定員（人） ※７月 5 日からの豪雨災害により延期。次回開催日は未定 広島工業大学専門学校 （広島市西区福島町二丁目 1-1） 150  (2) 相談支援従事者研修   種類 期   間 会   場 定員（人） 初任者研修 （5日間） 

前 半 ９月５日（水），６日（木） アステールプラザ大ホール （広島市中区加古町 4-17） 399 後 半  広島会場Ａ 広島国際会議場コスモス （広島市中区中島町 1-5） 133(19G) 10 月３日（水）～５日（金） 広島会場Ｂ 広島工業大学専門学校 （広島市西区福島町二丁目 1-1） 133(19G) 10 月 16 日（火）～18 日（木） 福山会場Ｃ 広島県立ふくやま産業交流会館 ビッグローズ（福山市御幸町大字上岩成字正戸 476-5） 133(19G) 10 月 29 日（月）～31 日（水） 初任者研修 （２日間） 初任者研修前半日程を参照 初任者研修前半日程を参照 300 現任 研修 ７月３日（火）～５日（木） 広島マリーナホップマーメイドスペース(広島市西区観音新町四丁目 14-35) 210(30G)  (3) サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修   日程等 会場 分野 定員(人) 
共通講義 

11 月 14 日（水） 安芸区民文化センターホール（広島市安芸区船 越 南3-2-16） 定員 440 人 
分野別演習 

12 月６日（木），７日（金） 広島県立ふくやま産業交流会館ビッグローズ（福山市御幸町大字上岩成字正戸 476-5） 児童① 112(16G) 介護① 77(11G) 12月12日（水），13日（木） 広島市まちづくり市民交流プラザ(広島市中区袋町 6-36) 介護② 70(10G) 12月18日（火），19日（水） 広島県庁講堂 (広島市中区基町 10-52） 児童② 105(15G) 広島県庁 601 会議室 (広島市中区基町 10-52) 地域生活 (身体) 14(2G) 1 月 16 日（水），17 日（木） 広島市まちづくり市民交流プラザ(広島市中区袋町 6-36) 地域生活 (知的・精神) 84(12G) 1 月 23 日（水），24 日（木） 広島市まちづくり市民交流プラザ(広島市中区袋町 6-36) 就労① 91(13G) １月29日（火），30日（水） 福山市生涯学習プラザ (福山市霞町 1-10-1) 就労② 98(14G)  (4) サービス管理責任者等フォローアップ研修 日程 会場 定員（人） 9 月 19 日（水），20 日（木） 広島工業大学専門学校 （広島市西区福島町二丁目 1-1） 250  


