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1 開講の目的

2 研修事業の名称及び課程

強度行動障害支援者養成研修実践研修　

3 実施場所

講　義 ・演　習     東海市立市民活動センター　会議室 (東海市大田町後田20-1）

メディアス体育館ちた　２階　大会議室（〒478-0047　愛知県知多市緑町5）               　  

4 研修期間

令和3年12月5日（日）、12日（日）

5 カリキュラム及び使用する教材

カリキュラム（別添1）

教材テキスト・・・　行動障害のある人の「暮らし」を支える（2020年11月20日発行　新刊）

　　　　　（特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク監修）中央法規出版

6 講師氏名及び職名

別添2の通り

7 実習施設

なし

8 研修修了の認定方法及び免除科目

講義 （全出席と感想レポートの提出）

演習 （全出席と感想レポートの提出）

上記の講義、演習をみたした者については、修了証書及び修了証明書（携帯用）を交付する。

科目の免除　なし

9 募集時期

令和3年10月25日～令和3年11月19日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　　　則

行動障害を有する者のうち、いわゆる「強度行動障害」を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行
動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じているため、現状では事業所での受け入れが消極
的であったり、身体拘束や行動制限などの虐待につながる可能性も懸念されるところである。一方、障害特
性の理解に基づく適切な支援を行うことにより、強度行動障害が低減し、安定した日常生活を送ることが出
来ることが知られている。このため強度行動障害を有する者に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を目
的とする。
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10 受講資格

11 受講定員

強度行動障害支援者養成研修実践研修　　　　　　40名

12 受講手続

①受講申込書と強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了証の写し1部を郵送にて提出

（電話・ＦＡＸでの受付は致しませんので、ご了承下さい。）　提出期限：令和3年11月19日（金）必着

13 授業料、実習費など受講者が負担すべき費用

授業料 20,900円（税込み）（テキスト代は別途3,520円）

当日会場にてお支払いいただきます。お釣りのないようご準備下さい。

開講日以降、やむを得ず欠席した場合でも授業料の返金は致しません。

14 研修欠席者に対する補講の方法及び補講に係わる費用などの取扱い

原則として補講は行わない。

15 研修の延期・中止等の不慮の事態における養成研修の継続及び苦情等に対する対応等

・申込状況によっては不開講又は延期になる場合があり、不開講の場合は全額返金、延期の場合は受講生の

申し出によって受講料を全額返金するものとする。その際の振込手数料はサポートちたが負担する。

この講座に対する苦情等は、特定非営利活動法人地域福祉サポートちたで対応いたします。

連 絡 先　　　

　　　　　

担 当 者　　

営業時間　　

台風及び雪等による警報が発令されたる場合

7時に警報が出ている場合　　午前中の講義は中止

10時に警報解除された場合  　午後の講義を開始

☆講座中止になった場合は、別日程で開催

16 研修修了者名簿は、「特定非営利活動法人地域福祉サポートちた」において原本は管理され、

その写しを、愛知県知事に提出される。

E-mail：spchita@ams.odn.ne.jp

月～金　9：00～18：00　

①　強度行動障害支援者養成研修基礎研修修了者

②　知的障害者、精神障害者、障害児の直接支援業務に「3年以上」従事した者であり、かつ指導的立場に

ある者

TEL：0562-33-1631　FAX：0562-33-1743

高熊　仁美
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第８回強度行動障害支援者養成研修（実践研修）日程表 様式２
別添１

日程 時間 科目名 科目番号 時間 講師氏名

9：10～ 受付　オリエンテーション 事務局

3

年

12

月
13：40～14：
10

強度行動障害と生活の組み立て（講義）
チームによる支援の実際

12112 0.5
　坂本ちひろ

（ＮＰＯ法人ゆめじろう）

5

日

(日)

3

年

12

月

12

日

（日）

12

39:30～12：40

神田健司
（ＮＰＯ法人あい）

出口晋
（ＮＰＯ法人ゆめじろう）

1
小濱　麻美（一般社団法

人みずなぎ）
奥山善仁

令
和

強度行動障害がある者へのチーム支援（講
義）支援を組み立てるための基本、組織的

なアプローチ    休憩10分含む
12111

危機対応と虐待防止（演習） 12214

令
和

環境調整による強度行動障害の支援（演
習)休憩10分含む

12212

～15：30

12213
13：40～
15：10

まとめ　修了式

記録に基づく支援の評価(演習）

土肥克也
（ＮＰＯ法人ＰａｋａＰａｋａ）

籾山えり
（（一社）NEWS）

林　大輔
（（社福）大府福祉会

たくと大府）
奥山善仁（（株）あいぽ）

3

1.5

昼　休　憩（60分）

休　憩（10分）

受　　付

昼休憩（60分）

9：30～
12：40

15：20～
18：30

障害特性の理解とアセスメント（演習）休憩
10分含む

12211 3

豊田和浩
（ＮＰＯ法人ゆう）

神田健司
（ＮＰＯ法人あい）

14：10～15：
10
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講師一覧 様式4　別添２

講師氏名 　        現職、保有資格、実務経験
林　大輔 現職 （社福）大府福祉会たくと大府 12112 強度行動障害の生活の組み立て

資格 社会福祉士　介護福祉士　介護支援専門員 12214 危機対応と虐待防止
強度行動障害支援者養成研修（指導者研修） 12213 記録に基づく支援の評価

経験 １４年３か月
（専任・兼任）

出口　晋 現職 （特）ゆめじろう　理事長 12212 環境調整による強度行動障害の支援
資格 介護福祉士　介護支援専門員　 12213 記録に基づく支援の評価

相談支援専門員 12214 危機対応と虐待防止
経験  ２８ 年７か月 12111 強度行動障害がある者へのチーム支援

（専任・兼任）

神田健司 現職 (特）あい 12111 強度行動障害がある者へのチーム支援

資格 ホームヘルパー２級 12211 障害特性の理解とアセスメント

強度行動障害支援者養成研修（指導者研修） 12212 環境調整による強度行動障害の支援

経験 １１ 年　５か月 12214 危機対応と虐待防止

（専任・兼任)

豊田和浩 現職 （特）ゆう　理事長 12212 環境調整による強度行動障害の支援

資格 社会福祉主事ホームヘルパー2級 12213 記録に基づく支援の評価

強度行動障害支援者養成研修（指導者研修） 12211 障害特性の理解とアセスメント

経験 １８年5か月
（専任・兼任）

土肥克也 現職 （特）ＰａｋａＰａｋａ　理事長 12212 環境調整による強度行動障害の支援
資格 社会福祉士　介護福祉士 12213 記録に基づく支援の評価
経験 14年 12211 障害特性の理解とアセスメント

12111 強度行動障害がある者へのチーム支援
（専任・兼任)

奥山善仁 現職 （株）あいぽ 12213 記録に基づく支援の評価
生活介護サービス管理責任者 12214 危機対応と虐待防止
放課後等デイサービス支援員

資格 精神保健福祉士、介護福祉士
経験 15年

（専任・兼任）

坂本ちひろ 現職 知多南部相談支援センターゆめじろう 12112 強度行動障害の生活の組み立て
相談支援専門員

資格 介護福祉士、社会福祉士
経験 17年

（専任・兼任)

小濱麻美 現職 （一社）みずなぎ 12214 危機対応と虐待防止
看護職員、介護職員

資格 介護福祉士、看護師
経験 11年

（専任・兼任)

籾山えり 現職 （一社）NEWS 12212 環境調整による強度行動障害の支援

児童発達管理責任者
資格 強度行動障害支援者養成研修（指導者研修）

経験 10年
（専任・兼任)

担当番号、担当科目名
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令和３年１０月吉日 

受講生の皆様へ 

特定非営利活動法人地域福祉サポートちた 

担当：山森英津子 

強度行動障害支援者養成研修講座（実践研修）課題提出について 

このたびは強度行動障害支援者養成研修実践研修にお申込みいただきましてありがとう

ございます。実践研修においては、支援現場の経験をふまえて、障害のある人への支援内

容を自ら組み立て、チームに指示を出す人たちを想定しています。受講要件として、強度

行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者並びに、知的障害、精神障害のある児者を支

援対象にした業務に 3 年以上従事し、かつ、指導者的立場にある者とさせていただいてお

ります。強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）で学んだ内容を確認するため、下記の

課題を提出していただきます。 

記 

〇研修初日に匿名化した障害児者の事例（１事例）を氷山モデルに落とし込み、持参して

ください。同事業所からの参加に関わらず、１人１事例提出してください。 

※氷山モデルとは、障害のある人の課題となっている行動を氷山の一角として捉え、氷山

の一角に注目するのではなく、その水面下の要因に着目して支援の方法を考えること。 

〇添付の氷山モデル記入例を参考に、白紙のワークシートをご使用ください。 

〇課題は初日（令和３年１２月５日（日））の受付時に提出してください。 

以 上 

〈お問い合わせ先〉 

特定非営利活動法人地域福祉サポートちた 担当 山森 英津子 

〒478-0047 知多市緑町 12-1  TEL：0562-33-1631 

FAX：0562-33-1743 
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ワークシート（氷山モデル）記入例

【本人の特性】

• 言葉で思いを表現することが難し
い

• 相手の気持ちを察することが苦手
• 「あとで」のイメージができない
• 人の使っている物と相手の使って
いる物の区別が苦手

• 言葉より先に手が出てしまう

【環境・状況】

• 「あとで」について本人が理解でき
る形の提示がなかった

• 自分の使っているもの、友達の
使っているものに区別のない環境

• 「あとで」ではなく、支援者が具体的にいつになったら借りられるのかを目で見
てわかる形で提示する。

• 自分の使っているもの、相手の使っているものの境界を明確にする。

行動支援計画

●課題となっている行動を書きます。

例）人を叩く
Aさんが「後で貸してあげる」とはさみを先に使ったら
突然BさんがAさんを叩いた。
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