第 10 章

１

人材の養成・確保と資質の向上等

基本的な考え方
福祉サービスは対人サービスであり、サービスは人が支えているという基本的な考
え方の下、質の 高いサービスが充分提供されるよう、ホームヘルパーや手話通訳者等
の障害福祉サー ビスや市町村地域生活支援事業等を支える人材を必要かつ十分に養成
・確保するとともに、その資質の向上を推進していきます。
質の高い福祉 サービスの提供を促進するとともに、障害のある人の適切なサービス
選択にも資するため、福祉サービス第三者評価事業を推進していきます。

２

人材の確保等について
必要なサービス量が十分に充足されることを目指し、障害福祉サービ スや市町村地
域生活支援事業 等を支える様々な人材の養成確保を進めていきます。特に、行動障害
を有する者の特 性に応じた支援を一貫して実施できるよう、施設職員や居宅介護職員
等を対象に、強度行動障害支援者養成研修の実施に努めます。
養成後におい ても、研修の修了者に岡山県社会福祉 協議会が運営する岡山県福祉人
材センターへの 登録について周知を図るともに、サービス提供に従事してもらうよう
働きかけるなど、人材の確保に努めます。
※

３

各種人材養成の目標については、「第 11 章
章を参照してください。

岡山県地域生活支援事業の実施」の

サービスの質の向上について
福祉サービス の質の向上を図るとともに、障害のある人の適切なサービス選択にも
資するため、福祉サービス第三者評価事業を推進していきます。（参考資料 10－１）

４

障害のある人に対する虐待の防止について
障害福祉サー ビス等の利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、事業者への指導
・監査等を通じ て指導を徹底するとともに、事業所における必要な体制整備や従業員
等に対して研修を実施する等の措置を講じます。
また、市町村が設置する地域自立 支援協議会の活用等により、市町村をはじめ関係
機関と連携し、 虐待の未然防止、早期発見、適切な対応等が図られるよう虐待防止に
向けたシステムの機能向上に努めます。
障害者虐待防止法の施行（平成 24 年 10 月 1 日）に伴い、県において設置した県障
害者権利擁護センターと、各市町村が設置する「障害者虐 待防止センター」が連携し
ながら、障害のある人の権利擁護を図るため、適正な運営に努めるとともに、高齢者
や児童虐待の防止に対する取組とも連携しながら、効果的な体制の構築を図っていき
ます。

９２

また虐待防止に向けた各種研修 会の実施や一般県民を対象としたシンポジウムの開
催、権利擁護と して、障害者への成年後見制度の利用支援や後見等の業務を適正に行
うことができる 人材育成・活用の研修を行い、成年後見制度の利用を促進するなどの
取組を推進していきます。（参考資料 10－２）

５

障害者差別解消法の施行について
障害者基本法における差別禁止の基本原則を具体化するため、障害の有無によって、
分け隔てられる ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、「障害を 理由とする差別の
解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）」（略称：障害者差別解消法）が、
平成 25 年６月に公布され、平成 28 年４月から施行されることとなりました。本県に
おいても、法施行に向けて、国が策定する基本方針に即した対応要領の策定や相談・
紛争解決の体制整備、障害者差別解消支援地域協議会の設置について検討し、差別を
解消するための体制の整備を図っていきます。

９３

参考資料 10－１

＜ 福 祉サ ー ビ ス 第 三 者 評 価事 業 ＞

岡

山

県

認証

（福祉サービス第三者評価推進委員会）

第三者評価機関
基準策定

・評価機関認証要件の策定
・評価基準等の策定
・評価調査者研修の実施
・評価機関の認証
・第三者評価事業の普及啓発
・第三者評価事業に関する苦情等への
対応

研修実施

評
評価機関の

価

評価申込

評価結果の公表

情報提供
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福祉サービス事業者
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第三者評価事業に関する情報掲載

サービス提供

情報の利用

利

用

者

・ 家

族

サービス事業者の評価項目例
・利用者本位の福祉サービス
・サービスの質の確保
・日常生活支援サービス
・生活環境の整備
等

９４

利用申込

参考資料 10－２

障害者虐待防止法の制定

平成 23 年６月 24 日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律（平成 23 年法律第 79 号）」が公布されました。（平成 24 年 10 月１日施行）
この法律の概要は次のとおりです。
目

的

○障 害者 虐待 の防 止、 養護 者 に 対す る支 援等 に関 する 施策 を促 進し 、障 害者 の権 利利 益の 養護 に資 す
るこ とを 目的 とす る。
定

義

○障 害者 とは ：身 体・ 知的 ・精 神 障 害そ の他 の心 身の 機能 の障 害が ある 者で あっ て、 障害 及び 社会 的
障壁 によ り継 続的 に日 常生 活・ 社会 生活 に相 当な 制限 を受 ける 状態 にあ る者
○障 害者 虐待 とは ：① 養護 者に よる 障害 者虐 待 、 ②障 害者 福祉 施設 従事 者等 によ る障 害者 虐待
③使 用者 によ る障 害者 虐待
虐待防止策（障害者虐待防止のスキーム）

養 護 者に よる 障 害者 虐待
[市町 村の 責務 ]
虐待 発見

相談 等、 居室 確保 、連 携確 保

通報

市町 村
①事 実確 認（ 立入 調査 等）
②措 置（ 一時 保護 、後 見審 判請 求）

障 害 者福 祉施 設 従事 者等 によ る 障害 者虐 待
[設置 者等 の責 務]

当 該施 設等 にお ける 障害 者に 対す る虐 待防 止等 のた めの 措置 を実 施
市町 村

虐待 発見

通報

報告

都道 府県
①監 督権 限等 の適 切な 行使
②措 置等 の公 表

使 用 者に よる 障 害者 虐待
[事業 主の 責務 ]
虐待 発見

当該 事業 所に おけ る障 害者 に対 する 虐待 防止 等の ため の措 置を 実施

通報

都道 府県
市町 村

報告
通知

労働 局
①監 督権 限等 の適 切な 行使
②措 置等 の公 表

※就 学す る障 害者 、保 育 所 等に 通う 障害 者及 び医 療機 関を 利用 する 障害 者に 対す る虐 待へ の対 応に
つい て、 その 防止 等の ため の措 置の 実施 を学 校の 長、 保育 所等 の長 及び 医療 機関 の管 理者 に義 務
付け る。
その 他
１

市 町村・都 道府 県の 部局 又は 施設 に、障害 者虐 待対 応の 窓口 等と なる「市 町村 障害 者虐 待防 止セ ン
ター 」・ 「都 道府 県障 害者 権利 擁護 セン ター 」と して の機 能を 果た させ る。

２

政 府は 、障 害者 虐待 の防 止等 に関 する 制度 につ いて 、こ の法 律の 施行 後３ 年を 目途 に検 討を 加え 、
必要 な措 置を 講ず るも のと する 。

※

虐 待防 止ス キー ムに つい ては 、家 庭の 障害 児に は児 童虐 待防 止法 を、施設 入所 等障 害者 には 施設 等
の種 類（ 障害 者施 設等 、児 童養 護施 設等 、養 介護 施設 等）に応 じて 、こ の法 律、児童 福祉 法又 は高
齢者 虐待 防止 法を 、家 庭の 高齢 障害 者に はこ の法 律又 は高 齢者 虐待 防止 法を 、そ れぞ れ適 用 。

９５

