
このパンフレットは「早期支援サービスの質の向上を目指した障害児支援者コンピテンシーモデルの開発」（科学研究費助成事業、2016年
度～2018年度、基盤研究C）として実施した研究成果の一部を纏めたものです。パンフレットを手にとっていただいた方と共に幼児期の障害
児支援に携わる支援者の専門性及び人材育成について共有・議論することができれば幸いです。
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児童発達支援の支援者は
サービスを利用する子どもの発達支援だけでなく、

子どもを育てる家族の支援、子どもと家族が住み慣れた地域で
安心して生活していくことができるように地域支援を行っています。

子ども最善の利益を保障するために日々、
支援に奮闘している支援者の声に耳を傾けると、

いろいろな思いが聴かれます。
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児童発達支援に携わる支援者の声
短大の時、保育実習で障害児支
援に興味を持って児童発達支援
に就職しました。日々、悩みなが
らですが、子どもとともに成長し
たいとがんばっています。保育士
の知識・技術も必要ですが、いろ
いろな特性をもった子どもたちの
支援のために専門性を高めてい
きたいです。

（２０代、保育士）

子どもの支援にかかわりながら、
私の支援が役に立っているか不
安になることがあります。様々な
職種の方と一緒に支援にかかわ
る中で、私のもっている資格や専
門性をどのように発揮すればよ
いか悩むことがあります。

（３０代、社会福祉士）

児童発達支援に携わる職員の専門
性については、これまでも議論され
てきたところです。多様な障害のあ
る子どもたちの発達支援と家族支
援を丁寧に行っていくことができる
支援者を育てていくことができれ
ばと思っています。

（５０代、施設長）

障害の診断をうけたばかりの家族
に寄り添った支援をしたいと考えて
いますが、私自身が家族支援の知
識・技術が不足しているように感じ
ています。このような技術を身に付
けて、家族がもっと笑顔で子育てで
きるように支援していきたいです。

（２０代、保育士）「障害のある子どもの支援をしたい」という熱
い思いはありますが、日々、支援に奮闘しなが
ら力不足を感じています。そんな中で、管理者
として働くことを通して人材育成の重要性も感
じています。管理者もスタッフと一緒に学び成
長していけるようになればよいと思います。
（３０代、児童発達管理責任者、作業療法士）

障害者福祉施設で支援をしていたことが
きっかけで障害児の施設で働いています。
子どもの発達や障害特性に即した支援の大
切さと難しさを感じながら日々働いていま
す。若い支援者とともに学びながらスキル
を高めていきたいと思っています。
（４０代、児童指導員（教員免許保持者））

研 究 の 概 要
　幼児期の子育て支援システムに包含される障害児支援の場として児童発達支援センター（以下、児発）の役割が明確になっているが、児発の支
援者の専門性の確立が不十分であることが指摘されています。一方、支援者の声からは、日々子どもと家族の支援に奮闘しながら専門性を高め
ることの必要性を感じている声が聴かれます。このような現状をふまえ、障害児の早期支援サービスに携わる支援者の専門性を確立するための
研究の必要性があると考えました。専門性を明確にするためにコンピテンシーは有効であると捉えられ、専門分野においての知識・技能、資質・能
力、行動や特性等、具体的な指標が示されるため、専門性について明確に示すことができます。福祉・保育分・看護・医療おいても開発され、養成
教育や就労後のキャリアアップに活用できる可能性も示されています。研究では、児童発達支援に携わるたくさんの支援者の協力を得ることがで
き、コンピテンシーの領域・概念、コンピテンシーアセスメント項目の検討を行うことができました。アンケート調査では、支援者の自己評価から役
職や経験年数とコンピテンシー獲得度の関連をみていきました。これらの研究から児童発達支援に携わるコンピテンシーモデルを提案しました。



コンピテンシーモデルの開発
～コンピテンシーの概念・項目などの検討～

コンピテンシーの分類・概念・項目数 コンピテンシーアセスメント
シート作成及び検討

質的研究による検討－児童発達支援の支援者の姿からの探求

コンピテンシー項目作成のためのキーワード抽出

児童発達支援に携わる支援者を対象としたアンケート調査の実施

知　識

技　術

実践と省察

社会人基礎力

関心意欲態度

領　域 概　念

障害児の発達支援、家族支援、地域支援に関心や意欲を持ち、支援に臨む態度が備わっている。

社会人としての基礎的な能力及びコミュニケーション力、ストレス対処能力が備わっている。

児童発達支援を利用する幼児期の障害児の発達支援、家族支援、地域支援の知識を持っている。
子ども一人一人の障害の特性や発達の状態を理解した上で、発達支援、家族支援、地域支援を
行っていくための知識を持っている。

日々の実践を通して、障害のある子ども一人一人の理解、家族の理解を深める努力をし、よりよ
い支援を創り出していく実践ができる。
記録を書くことやスタッフミーティング及び研修等で自己の実践をふりかえり、ふりかえった内容
を実践に生かす努力ができる。

児童発達支援を利用する障害のある子ども本人の最善の利益を保障する支援を行う技術を兼ね
備えている。
障害児の発達支援、家族支援、地域支援を行うためのアセスメントの技術、児童発達支援計画、評
価を行う技術を兼ね備えている。
家族、障害児の利用する他機関、関係機関と連携できる力を持っている。

調査対象者は、A地方（8県）の児童発達支援センター、児童発達支援事業に勤務する
職員である。回答者は611名であった。コンピテンシーアセスメント項目として5領域「関
心意欲態度24問、社会人基礎力33問、知識27問、技術36問、実践と省察22問」の145
問を構成し、4択（思わない、あまり思わない、まあまあ思う、思う）で回答を求めた。回答
が得られた支援者の所有している資格は保育士が60％と一番多く、次に教員免許保持
者が44％、社会福祉士8％、介護福祉士6％であった。その他は、心理職（臨床心理士、臨
床発達心理士等）、療法士（作業療法士、理学療法士、言語聴覚士）であった。職位別は左
図に示した。

作成したコンピテンシー項目を児童発達支
援管理責任者４名から意見をいただき、項目
や内容を検討した。

※日本保育学会第７０回大会ポスター発表（平成29年５月）
　藤田久美「幼児期の障害児支援に携わる支援者の
　　 　　　コンピテンシーモデルの開発（１）」

児童発達支援に携わる支援者の専門性を探求するた
めに、児童発達の支援者を対象としたフォーカスグルー
プディスカッションを援用したグループワーク方式によ
る調査と参与観察研究を実施した。保育学研究、社会福
祉学、看護学等対人援助を専門とする学問のコンピテン
シー研究のレビュー、保育学研究における障害児保育の
理念、方法論を取り入れ、コンピテンシー項目の検討や
概念作成を試みた。

質的研究による検討－児童発達支援の支援者の姿からの探求
児童発達支援に携わる支援者の専門性を探求するた

めに、児童発達の支援者を対象としたフォーカスグルー
プディスカッションを援用したグループワーク方式によ
る調査と参与観察研究を実施した。保育学研究、社会福
祉学、看護学等対人援助を専門とする学問のコンピテン

「幼児期の障害児支援者の専門性」をテーマにグループ討議
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対象：児発4か所、支援者34名
① 支援者になった動機・きっかけ
② 支援にかかわる中での喜び・やりがい
③ 支援にかかわる中での困難・戸惑い
④ あなたが考える児発支援者の資質・能力
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参与観察では、支援環境に身を置
くことで、グループ討議の結果から
抽出したコンピテンシーが支援の
場に溶け込んでいることを体感で
きた。支援者の専門性が利用する
児童や家族と支援者の関係を創り
だしていくのではないかと考えた。

祉学、看護学等対人援助を専門とする学問のコンピテン
シー研究のレビュー、保育学研究における障害児保育の
理念、方法論を取り入れ、コンピテンシー項目の検討や
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③ 支援にかかわる中での困難・戸惑い
④ あなたが考える児発支援者の資質・能力

参与観察－支援者の子どもや家族へのかかわりを中心に－

児童発達支援センター３か所
子どもや家族への支援（かかわり）に着目し、
エピソード記録をもとに分析
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アンケート調査結果と考察
－コンピテンシー項目の信頼性と
　支援者の自己評価をもとにしたコンピテンシー獲得度より－

分 析 ① 分 析 ②
４択で求めた回答を「思わない、思う」の2カテゴリーに分類して分析を行った。信頼性を検討するた
めに、各領域別にクロンバックα係数を算出した。また、各領域の総合的評価を行うために、各領域別
に主成分分析を行い、尺度の統合を図った。その結果、5領域すべてで、各項目における第一成分の
主成分負荷量が0.3を超えており、第一主成分得点は、各領域を反映する総合評価（コンピテンシー
獲得度）として利用可能であると判断された。解釈を容易にするために、各領域のコンピテンシー獲
得度は50を平均とした偏差値に換算して示すこととした。職位、経験年数とコンピテンシーの獲得と
の関連をみるために、年齢と性を調整した共分散分析を用い、一次線形trend検定を行った。

作成したコンピテンシーアセスメント項
目についてα係数を求めたところ、「関心
意欲態度（24項目）」は0,932、「社会人
基礎力（33項目）は0,952、「知識（27項
目）」0,945「技術（36項目）」は0,969、
「実践と省察（22項目）」は0,943と高値
が得られ、高い信頼性が確認された。

職位別では、職員、児童発達支援管理責任者、管理者と職位が高
い者ほど、高いコンピテンシーを有している傾向にあったが、この線
形関係は有意ではなかった。一方、経験年数の長短とコンピテン
シー獲得度との間には、有意な線形関係が認められ、経験年数が長
い者ほど、高いコンピテンシーを有していた。

職位の高低および経験年数の長短とコンピテンシー獲得度と
の間に、有意な線形関係は認められなかった。

職位別では、職位の高低とコンピテンシー獲得度との間に有意な
線形関係が認められ、職員、児童発達支援管理責任者、管理者と職
位が高い者ほど、高いコンピテンシーを有していた。また、経験年数
の長短とコンピテンシー獲得度との間に有意な線形関係が認めら
れ、経験年数が長い者ほど、高いコンピテンシーを有していた。

職位別では、職位の高低とコンピテンシー獲得度との間に有意な
線形関係が認められ、職員、児童発達支援管理責任者、管理者と職
位が高い者ほど、高いコンピテンシーを有していた。また、経験年数
の長短とコンピテンシー獲得度との間に有意な線形関係が認めら
れ、経験年数が長い者ほど、高いコンピテンシーを有していた。

職位別では、職員、児童発達支援管理責任者、管理者と職位が高
い者ほど、高いコンピテンシーを有している傾向にあったが、この線
形関係は有意ではなかった。一方、経験年数の長短とコンピテン
シー獲得度との間には、有意な線形関係が認められ、経験年数が長
い者ほど、高いコンピテンシーを有していた。
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厚生労働省が児童発達支援ガイドラインの策定と評価システムの導入を開
始し1年が経過しようとしている。児童発達支援における評価システムは、
サービスを利用している障害児の家族からの評価と事業所の自己評価で行う
ことになっている。今後の課題としては、障害児支援に意欲を持った者が職に
就いた後、その職場でキャリアを積みながら専門性を向上させていくための
人材育成システムの構築が必要となると考える。具体的なキャリアデザイン
を描くことができる指標としてコンピテンシーモデルを提示することは有効で
あろう。今後の研究課題としては、本研究で作成したコンピテンシーモデルと
コンピテンシーアセスメント項目を、人材育成システムの観点から再整理し、
実用性をふまえたツールとして作成したい。

おわりに  ～今後の課題～
研究に協力していただいた児童発達支援に
携わる支援者の皆様に深く感謝いたします。
研究成果の一部を「第５６回　全国知的障
害福祉関係職員研究大会（山口大会）」第1分
科会「未来を育む－障害児支援の未来を語ろ
う－」（平成３０年11月）で報告する機会をいた
だいたことにも重ねて感謝いたします。今後
も現場の支援者と共に障害のある子どもの最
善の利益を保障するための支援のあり方を探
求していきたいと思います。

初期キャリアをおおむね３年以内とした「初期キャリア形成期
のコンピテンシーモデル」である。コンピテンシーの基盤となる
能力・資質として、「関心・意欲・態度」「社会人基礎力」を置い
た。その能力・資質を土台として、児童発達支援の３つの柱とな
る「発達支援」「家族支援」「地域支援」を行うための「知識」と
「技術」が必要となる。「知識」と「技術」においては、養成校等で
保有する資格を取得するために獲得した知識・技術を中心とし
た能力が想定されるが、児童発達支援に従事するための実践
能力として十分に備わっていない場合もあるため、児童発達支
援に携わる日々の「実践と省察」の積み重ねの中で培かわれる
ことを想定した。「知識」「技術」「実践と省察」の３つのコンピテ
ンシーの重なりの部分を「実践能力の形成」とした。

初期キャリアで獲得したコンピテンシーを総括した実践能力
をもとに、さらにキャリアを積みながら自己を成長させていく力
が必要となる。キャリアを積んでいく過程においては、支援の
場で出会う障害のある子どもと家族から学ぶ姿勢を忘れず、常
に「実践と省察」を通して、高次な「知識」
「技術」を習得していきながらキャリアアッ
プしていくことが必要になる。児童発達支
援においては３年以上のキャリアで児童発
達支援管理責任者になるための研修が受
けられるため「管理・運営能力」を備えてい
くことが求められる。

本研究では、職位や経験により「知識」「技
術」のコンピテンシー獲得度が高くなることが
明らかになったことに加え、「実践と省察」にお
いても、経験年数が関連することが明らかに
なった。経験を積み重ねる過程で、一人ひとり
の支援者が、障害児支援に携わる専門家とし
て意識を持ち、確実に成長していく姿を想像
することができる。個々の能力が発揮される
こと、つまり、従事する者が獲得したコンピテ
ンシーが組織全体としての支援の質を向上さ
せることにつながるのではないだろうか。

※藤田 久美 「幼児期の障害児通所支援に携わる支援者の専門性向上のためのコンピテンシーモデルの検討」（山口県立大学社会福祉学部紀要25号、2019年3月）の一部を抜粋しています。
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障害児支援に
携わる支援者
一人ひとりの
力・専門性
の発揮

児童発達支援に携わる支援者の
コンピテンシーモデルの提案

実施したすべての研究をふまえ、幼児期の障害児通所支援に携わる支援者のコンピテン
シーモデルとして、初期キャリアを形成するおおむね3年以内のモデルと、３年以上のキャリア
を持つ支援者のモデルを２つ提案する。

謝 辞


