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ア 研修事業者の名称、指定番号、所在地及び電話番号

特定非営利活動法人地域福祉サポートちた（愛障127号）

愛知県知多市緑町12-1　TEL：0562-33-1631

イ 研修の種類 強度行動障害支援者養成研修基礎研修

ウ 研修の目的

エ 研修の実施方法 対面

オ 実施場所 講　義 ・演　習   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）

カ 実習施設 なし

キ 募集期間 2022年5月9日(月)～2022年5月20日(金)まで

ク 研修実施日及び修業期間

実施日　2022年5月28日（土）、29日（日）　　修業期間　１ヶ月以内　

ケ 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・・・　行動障害のある人の「暮らし」を支える

　　　　　（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

コ 講師氏名及び担当科目

別添1の通り

サ 研修修了の認定方法

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。

シ 免除科目　なし

ス 受講資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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しておこなわれ
るもの

①　知的障害者、精神障害者又は障害児の直接支援業務に従事し、受講を希望するもの

②　強度行動障害がある人の基本的理解、支援技術の基礎の学習を希望するもの
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セ 受講定員

強度行動障害支援者養成研修基礎研修　40名　

ソ 受講手続

①受講申込書を郵送にて提出　提出期限（2022年5月20日（金）必着）

　（電話・FAXでの受付は行っておりません。ご了承ください。）

②受講が可能になった方へ入金先をメールまたはＦＡＸにてご連絡いたします。

③受講料の入金確認後、受講確定となります。

タ 受講料、実習費など受講者が負担すべき費用及び徴収方法

受講料 19,800円（税込み、テキスト代は含む。）

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。

チ 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。但し、やむを得ない事情と認めた場合はサポートちた主催で

修業年限内に開催する講座で補講ができるものとする。

ツ 修了証明書を紛失・毀損した場合の再発行の取扱い

紛失・毀損した時点で、サポートちたへご連絡ください。賞状型修了証、カード型修了証それぞれ

各1通につき、1,000円(税込み）の再発行手数料をいただきます。

テ 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。

ト 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

E-mail：spchita@ams.odn.ne.jp

月～金　9：00～18：00　

TEL：0562-33-1631　FAX：0562-33-1743

高熊　仁美
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別添様式1

日付 時刻 科目名 時間数 科目番号 講師氏名

9:30～ オリエンテーション 事務局

9:45～

1日目 11:25
2022年

5月28日(土） 11:25～

11:55

12:55～

15:05

15:05～

16:05

受付

9:30～

2日目 13:10

2022年

5月29日(日)

メディアス体
育館ちた2階

大会議室

14:10～
15:20

強度行動障害に関する制度
及び支援技術の基礎的な知
識【講義】休憩10分含む

1 11112 土肥克也

15:20～
17:00

行動障害の背景にある特性
の理解【演習】（特性の分析）
休憩10分含む

1.5 11213

17:00～
18:00

行動障害がある者の固有の
コミュ二ケーションの理解【演
習】(チームプレイの基本)

1 11212

　～18:10 事務局

3.5 11112 土肥克也
( ＮＰＯ法人ＰａｋａＰａｋａ)

行動障害がある者の固有の
コミュ二ケーションの理解【演
習】(困っていることの体験)休

憩10分含む

2 11212
稲生直幸

(知多地域障害者生
活支援センターらい

ふ)
長谷川陽一

（(社福）西春日井福
祉会尾張中部福祉

の杜 )

基本的な情報収集と記録等
の共有【演習】

　　　　　　　　　　　　　　　　昼休憩60分

修了式

　

奥山善仁
((株)あいぽ)

籾山えり
(（一社）ＮＥＷＳ)

第37回強度行動障害支援者養成研修基礎研修日程表

メディアス体
育館ちた2階

大会議室

強度行動障害がある者の基
本的理解【講義】休憩10分含

む

強度行動障害に関する制度
及び支援技術の基礎的な知

識【講義】家族の気持ち

昼休憩　60分

11111

111120.5

1.5

1 11211

林大輔
（(社福）大府福祉会

たくと大府)

強度行動障害に関する制度
及び支援技術の基礎的な知

識【講義】休憩10分含む
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講師一覧 　別添 様式3

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 11111 強度行動障害がある者の基本的理解

資格 社会福祉士　介護福祉士　介護支援専門員 11211 基本的な情報収集記録等の共有
経験 １４年３ケ月 11212 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解

（専任・兼任） 11112 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識
契約期間
定めなし
稲生直幸 現職 （社福）愛光知多地域障害者支援 11211 基本的な情報収集記録等の共有

センターらいふ 11212 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解
資格 介護福祉士 11213 行動障害の背景にある特性の理解

（専任・兼任） 経験 8年８か月
契約期間
定めなし
奥山　善仁 現職 株式会社あいぽ　代表取締役 11213 行動障害の背景にある特性の理解

11212 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解

（専任・兼任） 資格 精神保健福祉士,介護福祉士
契約期間 経験 15年
定めなし
長谷川陽一 現職 （社福）西春日井福祉会 11211 基本的な情報収集記録等の共有

尾張中部福祉の杜 11212 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解
（専任・兼任） 資格 介護福祉士 11213 行動障害の背景にある特性の理解
契約期間 経験 17年8か月
定めなし
土肥克也 現職 （Ｎ）ＰａｋａＰａｋａ理事長 11111 強度行動障害がある者の基本的理解

11112 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識

（専任・兼任） 資格 介護福祉士 11212 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解

契約期間 経験 14年 11211 基本的な情報収集記録等の共有

定めなし 11213 行動障害の背景にある特性の理解
籾山えり 現職 一般社団法人NEWS代表理事 11211 基本的な情報収集記録等の共有

資格 強度行動障害支援者養成研修 11212 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解
（専任・兼任） 基礎・実践指導者研修 11213 行動障害の背景にある特性の理解
契約期間 経験 11年11ヶ月
定めなし

担当番号、担当科目名
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