
（別添２－２） 

 
令和3年4月11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) 

松浦 登 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

 

大阪市身体障がい者団体協議会  ・理事兼視覚障がい者相談員（11年7ヶ月） 

大阪市視覚障がい者福祉協議会  ・副会長兼移動支援従業者指導員（7年5ヶ月） 

介護員養成校  ・非常勤講師（移動支援・同行援護）（12年1ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・代表理事（14年2ヶ月） 

大阪市身体障がい者団体協議会  ・理事兼視覚障がい者相談員（11年7ヶ月） 

大阪市視覚障がい者福祉協議会  ・副会長兼移動支援従業者指導員（7年5ヶ月） 

介護員養成校  ・非常勤講師（移動支援・同行援護）（12年1ヶ月） 

山本 美恵子 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(6) 障がい者の人権 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

 

大阪市身体障がい者団体協議会  ・視覚障がい者相談員（12年1ヶ月） 

西淀川区身体障がい者団体協議会  ・幹事兼移動支援従業者指導員（6年3ヶ月） 

介護員養成校  ・非常勤講師（移動支援・同行援護）（14年9ヶ月） 

福祉専門学校  ・非常勤教員（人権）（10年1ヶ月） 

小・中・高等学校、企業  ・人権学習講師および盲導犬・障がい者スポーツ啓発活動（35年11ヶ月） 

大阪市身体障がい者団体協議会  ・視覚障がい者相談員（12年1ヶ月） 

西淀川区身体障がい者団体協議会  ・幹事兼移動支援従業者指導員（6年3ヶ月） 

介護員養成校  ・非常勤講師（移動支援・同行援護）（14年9ヶ月） 

福祉専門学校  ・非常勤教員（人権）（10年1ヶ月） 

雑賀 利幸 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(6) 障がい者の人権 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

 

専門学校  ・非常勤講教員（形態別介護技術）（16年） 

短期大学  ・非常勤教員（社会福祉）（14年5ヶ月） 

小学校  ・非常勤教員（総合学習・人権）（11年10ヶ月） 

東大阪市民ボランティア集中講座 ・非常勤講師（9年4ヶ月） 

専門学校  ・非常勤教員（形態別介護技術）（16年） 

短期大学  ・非常勤教員（社会福祉）（14年5ヶ月） 

小学校  ・非常勤教員（総合学習・人権）（11年10ヶ月） 

小室 八千代 

(1) 視覚障がい者(児)福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

看護師（S48/10） 

社会福祉士（H10/5） 

保健所  ・訪問看護指導員（視覚障がい者の支援を含む）兼看護師（13年1ヶ月） 

専門学校  ・教員（介護福祉士に関する科目全般）（5年6ヶ月） 

大学  ・教員（3年2ヶ月） 

大学  ・教員（3年2ヶ月） 



(15) 交通機関の利用 

河野 佐和子 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従事者養成研修課程（H8/10） 

吹田市役所  ・移動支援員（1年） 

吹田市社会福祉協議会  ・移動支援員（7年） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（12年7ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（12年7ヶ月） 

岡崎 裕 (6) 障がい者の人権 

高等学校教諭１種免許（福祉）（H15/2） 

高等学校  ・教員（人権）（9年） 

大学  ・准教授（人権教育）（11年7ヶ月） 

大学  ・准教授（人権教育）（11年7ヶ月） 

池田 浩子 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従事者養成研修課程（H10/8） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24/7） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（13年5ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（13年5ヶ月） 

藤原 薫 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従事者養成研修課程（H21/1） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24/3） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（8年7ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（8年7ヶ月） 

持田 善三 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従業者養成研修課程（H16/7） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24/3） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（13年1ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（13年1ヶ月） 

東田 美穂 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従事者養成研修課程（H19/3） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（13年3ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（13年3ヶ月） 

渡部 篤子 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従事者養成研修課程（H17/10） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24/5） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（22年1ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（22年1ヶ月） 

泰山 佳美 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従業者養成研修課程（H18/1） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（Ｈ24/3） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（11年10ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（11年10ヶ月） 



 

桑波田 和子 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従業者養成研修課程（H18/1） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24/3） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（11年10ヶ月） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（11年10ヶ月） 

鹿沼 秀夫 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動介護従業者養成研修課程（H17/5） 

知的障害者移動支援従業者養成研修課程（H17/5） 

訪問介護員2級養成研修課程（H18/12） 

サービス提供責任者研修課程（H24/12） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員及びサービス提供責任者(9年7か月) 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員及びサービス提供責任者（4年10か月） 

加藤 喜代美 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 (H13.9) 

介護福祉士(H25.4) 

相談支援従業者初任者研修（H26.12） 

訪問介護事業所  ・訪問介護員（5年） 

移動支援事業所  ・移動支援員(15年5ヶ月)  ・サービス提供責任者（4年2ヶ月） 

         ・生活支援員（4年2ヶ月） ・相談支援専門員（3年2ヶ月） 

移動支援事業所  ・移動支援員及び相談支援専門員（2年9ヶ月） 

川村 才子 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

視覚障害者移動支援従業者養成研修課程（H22/9） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24/3） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（5年） 

訪問介護・移動支援事業所  ・相談専門員（1年7ヶ月） 

山口 芳久 (6)障がい者の人権 

産業カウンセラー（Ｈ8/1） 

大阪府人権擁護士（Ｈ27/3） 

キャリアコンサルタント（Ｈ27/9） 

 

特定非営利活動法人 福祉活動と福祉教育の推進協会 あすなろ 代表理事  ・就職支援（14年9ヶ月） 

佐川 信之 

（9）基本技能（助手） 

（10）応用技能（助手） 

（13）場面別基本技能（助手） 

（14）場面別応用技能（助手） 

（15）交通機関の利用（助手） 

同行援護従業者養成研修（一般課程）（H24.1） 

同行援護従業者養成研修（応用課程）（H24.1） 

居宅介護・移動支援事業所  ・サービス提供責任者及び移動支援員（5年9か月） 

居宅介護・移動支援事業所  ・サービス提供責任者及び移動支援員（5年9か月） 



澤井 弘子 

（4）障がい者（児）の心理① 

（5）情報支援と情報提供 

（7）代筆・代読の基礎知識 

（8）同行援護の基礎知識 

（9）基本技能 

（10）応用技能 

（12）障がい者（児）の心理② 

（13）場面別基本技能 

（14）場面別応用技能 

（15）交通機関の利用 

全身性障害者移動介護従事者養成研修課程（Ｈ18/6） 

介護福祉士（Ｈ24/4） 

同行援護従事者資質向上研修 指導者コース（全日）（Ｈ28/10） 

訪問介護・移動支援事業所  ・移動支援員（11年） 

訪問介護・移動支援事業所  ・管理者兼移動支援員（1年8ヶ月） 

村重 雅美 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10) 応用技能 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13) 場面別基本技能 

(14) 場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

介護福祉士(H24/4) 

同行援護従業者養成課程（一般課程）(H27/7) 

介護老人福祉施設  ・介護職員(4年) 

訪問介護  ・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（5年4ヶ月） 

・高齢福祉 訪問介護員（2年6ヶ月） 

介護員育成校  ・講師（5年4ヶ月） 

訪問介護 勤務  ・障害および高齢福祉 訪問介護員（5年4ヶ月） 

介護員育成校 勤務  ・講師（4ヶ月） 

小原 佳子 

（9）基本技能（助手） 

（10）応用技能（助手） 

（13）場面別基本技能（助手） 

（14）場面別応用技能（助手） 

（15）交通機関の利用（助手） 

同行援護従業者養成研修一般課程（H26.4） 

同行援護従業者養成研修応用課程（H26.4） 

居宅介護・重度訪問介護・移動支援・行動援護事業所  ・移動支援員（3年7か月） 

居宅介護・重度訪問介護・移動支援・行動援護事業所  ・移動支援員（3年7か月） 

椎名 保友 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(6) 障がい者の人権 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

介護福祉士(H23.4) 

同行援護従業者初任者研修（H25.2） 

居宅・移動支援事業所  ・居宅・移動支援従事者（19年7ヶ月） 

            ・生活介護管理者（6年11ヶ月） 

居宅・移動支援事業所  ・居宅・移動支援従事者（19年7ヶ月） 

            ・生活介護管理者（6年11ヶ月） 

寺田 賢 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

介護福祉士（2014.4） 

移動支援従業者養成研修 知的課程（2006.10） 

移動支援従業者養成研修 全身性課程（2007.6） 

移動支援従業者養成研修 精神課程（2012.1） 

 

居宅・移動支援事業   介護職員（14年8ヶ月） 

介護員養成研修事業所  講師（9年4ヶ月） 

   （同行援護・ガイドヘルパー） 

児童デイサービス、移動支援事業所  支援員（6ヶ月） 

奥田 宏美 

(9) 基本技能（助手） 

(10)応用技能（助手） 

(13)場面別基本技能（助手） 

(14)場面別応用技能（助手） 

(15) 交通機関の利用（助手） 

介護福祉士（H18/4） 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修（H16/12） 

同行援護従業者養成研修応用課程（H26/6） 

特別養護老人ホーム        介護職員（5年11ヶ月） 

障がい者支援施設・病院      障がい者支援業務 

 （全身性・知的・精神）         （3年4ヶ月） 

講師業              介護講師（6年1ヶ月 



瀬山 亜貴子 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

介護福祉士（H19/4） 

全身性障がい者移動介護従業者養成研修（H16/3） 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修（H16/4） 

居宅介護・訪問介護・移動支援    サービス提供責任者兼介護職員（2年2ヶ月） 

（知的、精神、全身性、視覚障がい）      

居宅介護・訪問介護・移動支援     管理者兼介護職員（4年2ヶ月） 

（知的、精神、全身性、視覚障がい）      

居宅介護   管理者（4年7ヶ月）     

塩野 浩二 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

介護福祉士（H18/4） 

移動支援従業者養成研修（H16/8） 

同行援護従業者養成研修（H25/7） 

相談支援従事者（H21/11） 

居宅介護・移動支援 ヘルパー （知的、精神、全身性、視覚障がい）  （11年9ヶ月） 

相談支援専門員（7年7ヶ月） 

NPO法人 管理者（5年3ヶ月） 

山室 尚子 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

介護福祉士（H22.4） 

障がい者支援施設（全身性・知的・精神・視覚障がい）（２３年５ヶ月） 

 

松浦 博也 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

ヘルパー2級（ H14.11）） 

居宅介護従業者 （ H15.3） 

相談支援従事者 初任者（ H18.10） 

相談支援現任者（ H23.2） 

サービス管理責任者（ H22.11） 

主任相談支援専門員研修（ R1.11） 

障がい者支援施設（全身性・知的・精神・視覚障がい）（8年1ヶ月） 

NPO法人 管理者、障がい者支援相談員（全身性・知的・精神・視覚障がい）（8年1ヶ月） 



 

松尾 憲治 

(1) 視覚障がい者（児）福祉サービス 

(2) 同行援護の制度と従業者の業務 

(3) 障がい・疾病の理解① 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(11) 障がい・疾病の理解② 

(12) 障がい者(児)の心理② 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

社会福祉士（H24.3） 

精神保健福祉士（H30.3） 

介護福祉士（H14.4） 

障がい者支援施設職員（視覚障害）（3年） 

障がい者通所授産施設職員（視覚障害）(15年8ヶ月) 

障がい者支援施設職員（視覚障害）（１年5ヶ月） 

 

前西 由幹 

 

(4) 障がい者(児)の心理① 

(5) 情報支援と情報提供 

(7) 代筆・代読の基礎知識 

(8) 同行援護の基礎知識 

(9) 基本技能 

(10)応用技能 

(13)場面別基本技能 

(14)場面別応用技能 

(15) 交通機関の利用 

 

介護福祉士（H23/4） 

全身性障がい者移動介護従業者養成研修（H30/3） 

同行援護従業者養成研修（H31/10） 

有料老人ホーム        介護職員（3年） 

 

訪問介護・居宅介護（全身性・知的・精神・視覚障害）（5年1ヶ月） 

重度訪問（5年1ヶ月） 

移動支援（全身性）（5年1ヶ月） 

 

訪問介護・居宅介護（全身性・知的・精神・視覚障害）（5年1ヶ月） 

重度訪問介護（5年1ヶ月） 

移動支援（全身性）（5年1ヶ月） 


