
（別添２－２） 

令和２年３月２３日現在 

講師一覧表 

講師氏名 担当 科目番号、科目名 

資格(取得年月) 

略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

尾崎 俊文 

(1) 障がい者（児）福祉制度と移動支援事業 

(2) 移動支援従業者の業務 

(3) 移動支援従業者の職業倫理 

(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

介護福祉士 

平成２３年４月 

全身性障害者移動支援 

平成１６年４月 

 

障害者施設サービス 

平成１９年８月～平成２０年１１月 

生活支援員兼介護職員 

１年３ケ月 

 

生活介護事業所 

平成２１年３月～平成２３年７月 

生活支援員 

２年３ケ月 

 

生活介護事業所 

平成２３年８月～平成２６年３月 

サービス管理責任者兼生活支援員兼介護職員  

２年７ケ月 

生活介護事業所・障がい福祉サービス事業所 

平成２６年４月～平成２８年７月 

管理者兼生活支援員兼ホームヘルパー 

２年４ケ月 

 

訪問介護事業所 



平成２６年８月～現在 

管理者兼生活支援員兼ホームペルパー 

５年８ケ月 

橋村 ちづる 

(1) 障がい者（児）福祉制度と移動支援事業 

(2) 移動支援従業者の業務 

(3) 移動支援従業者の職業倫理 

(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

介護福祉士 

平成９年５月 

行動援護従業者養成研修 

平成３０年７月 

 

障がい者支援施設 

平成４年４月～平成６年８月 

平成７年３月～平成１３年１０月 

生活支援員 

９年１ケ月 

 

生活介護事業所 

平成１９年５月～平成２７年３月 

生活支援員 

７年１１ケ月 

 

相談支援事業所 

相談支援専門員兼生活支援員 

平成２７年４月～平成２８年３月 

１年 

相談支援専門員 

平成２８年４月～平成３０年１２月 

２年９ケ月 

 

研修講師業 

講師 

平成３１年１月～現在 

１年２ケ月 



榎本 友子 

(2)移動支援従業者の業務 

(3)移動支援従業者の職業倫理 

(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

介護福祉士 

平成20年4月14日 

全身性障害者移動介護従事者養成研修 

平成16年7月18日 

視覚障害者移動支援従事者養成研修 

平成16年9月25日 

訪問介護事業所 

平成１６年３月～平成１８年３月 

ホームヘルパー 

２年１ケ月 

 

障がい福祉サービス事業所・訪問介護事業所 

平成１９年２月～平成２５年４月 

ホームヘルパー 

６年２ケ月 

 

通所介護事業所 

平成２５年５月～平成２７年４月 

生活支援員 

２年 

 

障がい福祉サービス事業所・訪問介護事業所 

平成２８年８月～令和２年３月 

ホームヘルパー 

３年８ケ月 

 

青柳 美喜 

(4)障がい者の人権 大阪府人権擁護士 

平成２２年３月 

人権協会 

平成１９年３月～現在 

人権相談員 

１３年１ケ月 

石田 龍慈 
(2)移動支援従業者の業務 

(3)移動支援従業者の職業倫理 

全身性ガイドヘルパー 

平成２２年７月 

介護福祉士 



(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい）  

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

平成２６年６月 

介護付有料老人ホーム 

平成２２年８月～平成２４ねん６月 

介護職員  

１年１０ケ月 

 

居宅介護事業所 

平成２４年７月～平成２７年３月 

ホームヘルパー 

２年８ケ月 

 

居宅介護事業所 

平成２７年４月～現在 

管理者兼ホームヘルパー 

５年 

麻生 敏和 

(1)障がい者（児）福祉制度と移動支援事業 

(2)移動支援従業者の業務 

(3)移動支援従業者の職業倫理 

(5B)障がい者の理解(全身性障がい) 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

全身性ガイドヘルパー 

平成２０年１２月 

介護福祉士 

平成２３年４月 

 

訪問介護・生活介護事業所 

平成２０年５月～平成２３年６月 

ホームヘルパー兼生活支援員 

３年４ケ月 

 

訪問介護・居宅介護事業所 

平成２３年７月～平成２４年１０月 

管理者兼サービス提供責任者兼ホームヘルパ

ー兼生活支援員 

１年４ケ月 

 

訪問介護・居宅介護事業所 

平成２４年１０月～平成２６年４月 

管理者兼サービス提供責任者兼ホームヘルパ

ー 

１年６ケ月 

 



相談支援事業所 

平成２６年５月～平成２７年２月 

相談支援専門員 

９ケ月 

 

相談支援事業所 

平成２７年３月～平成２８年４月 

管理者兼相談支援専門員兼ホームヘルパー 

１年１ケ月 

 

障害福祉サービス事業所 

平成２８年４月～平成３０年３月 

管理者兼相談支援専門員兼ホームヘルパー 

２年 

コンサルティング会社 

平成３０年４月～現在 

代表取締役 

２年 

 

武田 雅代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 障がい者（児）福祉制度と移動支援事業 

(2)移動支援従業者の業務 

(3)移動支援従業者の職業倫理 

(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

 

介護福祉士 

平成２３年４月 

全身性ガイドヘルパー 

平成１７年４月 

視覚移動支援従業者養成研修 

平成１７年４月 

 

訪問介護事業所 

平成１６年２月～平成１８年２月 

ホームヘルパー兼ガイドヘルパー 

２年１ケ月 

 

居宅介護・訪問介護事業所 

平成１８年３月～平成１８年９月 

ホームヘルパー兼ガイドヘルパー 

７ケ月 

 

居宅介護・訪問介護事業所 

平成１８年１０月～平成２３年８月 



サービス提供責任者兼ホームヘルパー兼ガイ

ドヘルパー 

４年１１ケ月 

 

居宅介護・訪問介護事業所 

平成２３年９月～平成２６年３月 

サービス提供責任者兼ホームヘルパー兼ガイ

ドヘルパー 

２年７ケ月 

 

居宅介護・訪問介護事業所・放課後等デイサー

ビス 

平成２６年４月～現在 

サービス提供責任者兼ホームヘルパー兼ガイ

ドヘルパー、放課後等デイサービス管理者 

６年 

 

高橋 八寿代 (5B)障がい者の理解(全身性障がい)  

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

 

看護師 

昭和５１年５月 

介護保健施設 

平成５年４月～平成８年８月 

看護師 

３年５ケ月 

 

病院（訪問看護・療養病棟） 

平成８年９月～平成１０年２月 

看護師 

１年６ケ月 

 

病院（介護療養型病棟） 

平成１０年１０月～平成１６年８月 

看護師 

５年１１ケ月 

 

介護保健施設 

平成１６年９月～平成１９年８月 

看護師 



３年 

研修講師業 

平成１３年１月～現在 

講師 

１９年３ケ月 

速水 大樹 

(4)障がい者の人権 大阪府人権擁護士 
平成３０年３月 

特定非営利活動法人 
平成２５年５月～現在 
人権相談・人権擁護 
６年１１ケ月 
 

近藤 恵二 

(1)障がい者（児）福祉制度と移動支援事業 

(2)移動支援従業者の業務 

(3)移動支援従業者の職業倫理 

(4)障がい者の人権 

(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

介護福祉士 
平成１３年４月 
相談支援専門員 
平成２３年９月 
大阪府人権擁護士 
令和２年３月 

障がい者福祉サービス会社 
平成２３年１１月～平成２８年１２月 
相談支援専門員兼ホームヘルパー 
５年２ケ月 
 
障がい者福祉サービス事業所 
平成２９年１月～平成３０年１月 
相談支援専門員兼ホームヘルパー兼人権相談 
１年１ケ月 
 

障がい者福祉サービス事業所 
平成３０年４月～現在 
相談支援専門員兼ホームヘルパー兼人権相談 
２年 

山室 尚子 

(1)障がい者（児）福祉制度と移動支援事業 

(2)移動支援従業者の業務 

介護福祉士 
平成１１年３月 

障がい者支援施設 
平成７年３月～平成３０年９月 



 

(3)移動支援従業者の職業倫理 

(5B)障がいの理解（全身性障がい） 

(6B)障がい者（児）の心理（全身性障がい） 

(7B)移動介助の基礎知識（全身性障がい） 

① 姿勢保持について 

② コミュニケーションについて 

③ 事故防止に関する心がけと対策 

(8B)移動介助の基本技術（全身性障がい） 

① 抱きかかえ方及び移乗の方法 

② 生活行為の介助 

③ 介助に関わる車いすの理解 

(9B)交通機関利用の介助演習（全身性障がい） 

生活支援員兼介護職員 
２３年７ケ月 
 

研修講師業 
令和２年３月～現在） 
講師 
１ケ月 


