
社会福祉法人侑愛会 
 

令和 3 年度 北海道強度行動障がい支援者養成研修 

＊基礎研修＊ 

募集要項 
 

１ 目的                                                

      強度行動障がいを有する方は、自傷や他害行為など危険を伴う行動を頻回に示すことを特徴としており、事業所の

受け入れが困難である場合や、受け入れ後の利用者に対する虐待の発生に繋がる可能性も懸念されている。一方で、

適切な支援を行うことにより危険を伴う行動が減少するなどの支援の有効性も報告されていることから、日常生活に

困難が生じている強度行動障がいを有する方に対し、適切な支援を行える人材の育成を目的とする。 

 

２ 実施主体                                              

     社会福祉法人侑愛会 （北海道より事業指定を受けて実施） 

 

３ 開催日程                                              

     ２０２１年１０月１４日（木）～１０月１５日（金） （２日間） 

      ＊全日参加された方には、修了証を交付致します。 

 

【事前ガイダンス日程】  9月 22日（水）10:00～11:00、 9月 25日（土）10:00～11:00 

※どちらかご都合の良い方に必ず参加してください。 

 

４ 受講形態                                                

     オンライン ※ZOOM（オンラインミーティングアプリ）を使用します 
       

★ 演習等実施の都合により、原則として、受講者 1名につき 1端末で、必ず PCで受講して下さい。 

★ インターネット環境及び、関連設備（PC、WEBカメラ、マイク等）は各自でご用意ください。 

★ 事前ガイダンス（ZOOM操作ガイド、接続環境テスト等）には、必ず参加していただきます。 
 

  ５ 受講対象者                                             

● 道内の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所（一般・

特定）、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設、または指定障害児通所支援事業所に従事している者で、特に「知

的障がい」や「精神障がい」のある方への支援を行っている者（予定の者も含む）。 

● 開催日程の全てに出席が可能な者。 

 

※１ 本研修は、生活介護における「重度障害者支援加算」、施設入所支援における「重度障害者支援加算（Ⅱ）」並びに 

短期入所における「重度障害者支援加算」、共同生活援助における「重度障害者支援加算」及び「強度行動障害者地域 

移行特別加算」、重度障害者等包括支援における「強度行動障害者地域移行特別加算」、自立訓練（生活訓練）におけ 

る「強度行動障害者地域移行特別加算」、計画相談支援及び障害児相談支援における「行動障害支援体制加算」、福祉 

型・医療型障害児入所施設における「重度障害児支援加算」、福祉型障害児入所施設における「強度行動障害児特別支 

援加算」、児童発達支援・放課後等デイサービスにおける「強度行動障害児支援加算」、「児童指導員等配置加算」（＊）、 

「指導員加配加算」（＊）の算定要件に必要な研修です。（＊児童指導員、保育士でも算定可） 

※２ 定員を超える申し込みがあった場合は、支援の困難性が高く、専門的な支援方法を学ぶ必要性の高い事業所等の職 

員を優先させていただきます。 

※３ 研修修了後の受講者やその所属事業所等に対してフォローアップ（希望者のみ）を実施する都合により、各発達障 

害者支援センターの管轄地域に所在する事業所の受講を優先する場合があります。 

 
あおいそら（函館会場）管轄地域： 渡島、檜山、胆振、後志、日高、空知、石狩（札幌市を除く） 
きたのまち（旭川会場）管轄地域： 宗谷、留萌、上川 
きら星  （帯広会場）管轄地域： オホーツク、釧路、根室、十勝 

 

※４ 原則として、受講については、所属長（新規開設予定の場合はその代表者）の推薦がある者に限ります。推薦書は、 

受講決定の通知に合わせて様式をお送りします。 

 

 

オンライン開催 



  ６ 募集定員                                              

５０名 

※ 申込者数が定員を超過した場合については、上記、５の記載内容、及び申込フォームにてお知らせいただいた内 

容等を考慮し、総合的に判断して選考させていただきます。 

   

７ 受講料                                               

３０，０００円 ※テキスト代等を含みます。テキストは事前に郵送します。 

 

  ８ 研修プログラム及び講師                                          

     別紙１）、２）をご参照ください 

 

  ９ 申込方法、申込先及び問い合わせ先                                  

（１） 申込方法  

社会福祉法人侑愛会ホームページにある申込フォーム（Word）を使用し、 

メールでお申し込みください。 

 

侑愛会 HP イベント情報 URL ： https://www.yuai.jp/info/event 

 

（２） 申込先・問い合わせ先 
 

発達障害者支援センターあおいそら（担当：片山） 
 

メール aoisora@yuai.jp TEL. 0138-46-0851 FAX. 0138-46-0857 

〒041-0802 北海道函館市石川町 90-7 

 

  10 募集期間                                              

２０２１年８月１６日（月）～８月２6日（木） 

 

  11 受講決定手続                                            

受講の決定については、申込フォームにご記入いただいた情報と、本研修事業の目的、受講対象等を考慮し、事務局

にて選考の上、受講の可否を決定し通知致します。 

受講決定後、所属長の推薦書の提出、受講料の振り込みを行っていただきます。推薦書様式や振り込み等の手続きに

ついては、受講決定通知と合わせてお知らせ致します。 
 

※選考基準や、選考結果等に関するお問い合わせには、一切お応えできませんのでご了承ください。 

※受講決定後は、キャンセルの無いようにお願いします。やむを得ずキャンセルとなる場合は、事務局までご連絡く

ださい。尚、9 月 30日（木）までのキャンセルにつきましては、お振り込みいただいた受講料の返金を致します。

その際は、銀行口座情報を合わせてお知らせください。期限以降にキャンセルされた場合には、受講料の返金は出

来ませんのでご了承下さい。 

 

  12 修了証の交付について                                        

      全日程（2日間・全カリキュラム）を修了された方には、「修了証書」を交付致します。尚、研修期間中における遅

刻・早退・欠席・中抜けにつきましては欠席の扱いとみなし、修了証書の交付ができませんので、ご注意願います。

研修終了後、受講後アンケートの提出と引き換えに、修了証を郵送します。 

 

  13 その他                                               

（１） 安定したインターネット環境での受講をお勧めします。通信環境の不具合等により、長時間通信が途絶える等し

た場合、修了証を交付できないことがあります。事前のガイダンス（必須）で接続のテストを行います。 

（２） 昼食は各自で手配をお願いします。 

 

 



別紙１） 

研修内容 
 

国立のぞみの園の実施した強度行動障がい支援者養成研修及び、北海道強度行動障がい支援者養成研修事業のカリキュラムに

沿ってプログラムを作成しています。また、北海道強度行動障がい支援者養成研修テキストを主に使用します。 
 

【1日目】 

時間 内容 概要 担当 

8:30～9:00 30 
ZOOM ミーティング入室   
出欠確認、動作チェック等   

9:30～9:50 20 オリエンテーション   

9:50～10:30 40 講義 1 「研修の意義 1」 ■行動障がいと虐待防止 富士本 

10:30～10:35 5 休憩   

10:35～11:15 40 講義 2 「研修の意義 2」 ■家族の気持ち 片山 

11:15～11:20 5 休憩   

11:20～12:00 40 講義 3 「強度行動障がいの理解」 
■支援の基本的考え方 ■強度行動障がいの状態 
■行動障がいが起きる理由 ■障がい特性の理解 丸山 

12:00～12:50 50 休憩   

12:50～13:50 60 講義 3 「強度行動障がいの理解」続き  丸山 

13:50～14:00 10 休憩   

14:00～15:30 90 演習 1 「基本的な情報収集」 ■行動を見る視点 片山 

15:30～15:40 10 休憩   

15:40～17:00 80 演習 2 「強度行動障がいの理解」 ■困っていることの体験 
丸山 
片山 

17:00～17:05 5 事務連絡等   

 

【２日目】 

時間 内容 概要 担当 

8:30～9:00 30 
ZOOM ミーティング入室   
出欠確認、動作チェック等   

9:00～ 9:10 10 オリエンテーション   

9:10～10:40 90 演習 3 「特性の分析」 
■特性の把握と適切な対応 

■氷山モデルで整理する 
丸山 

10:40～10:50 10 休憩   

10:50～11:40 50 講義 4 「支援のアイデア」 ■障がい特性に基づいた支援 片山 

11:40～12:30 50 休憩   

12:30～13:10 40 講義 4 「支援のアイデア」続き  片山 

13:10～13:15 5 休憩   

13:15～14:25 70 講義 5 「チームプレイの基本」 ■チームプレイの必要性 富士本 

14:25～14:30 5 休憩   

14:30～16:10 100 演習 4 「チームプレイの基本」 ■支援手順書に基づく支援の体験 片山 

16:10～16:20 10 休憩   

16:20～17:20 60 講義 6 「実践報告」 ■児童期及び成人期における支援の実際 
福山 
上川 

17:20～17:30 10 修了式   
 

【 時間は多少前後する可能性があります 】 



別紙２） 

 
講師紹介 

 

（五十音順・敬称略） 

片山 智博 
Tomohiro Katayama    

北海道発達障害者支援センターあおいそら 
センター長●●  

略  歴 
北海道教育大学函館校 養護学校教員養成課程 障害児教育専攻 卒業 
北海道七飯養護学校おしま学園分校 勤務 
社会福祉法人侑愛会 第 2 種自閉症児施設 第二おしま学園 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 
臨床発達心理士 ／ TEACCHⓇ自閉症プログラム公認臨床家 ／ 特別支援学校教員 1 種免許 
第 25 回社会福祉法人清水基金海外助成事業海外研修 3 か月 

 

上川 孝一 
Koichi Kamikawa    

社会福祉法人侑愛会 ねお・はろう 
課長●●  

略  歴 
社会福祉法人侑愛会 第 2 種自閉症児施設 第二おしま学園 勤務 
社会福祉法人侑愛会 ねお・はろう 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 社会福祉士 ／ 中学校・高校教員 1 種免許 

 

福山 康隆 
Yasutaka Fukuyama    

社会福祉法人侑愛会 おしま学園 
課長●●  

略  歴 社会福祉法人侑愛会おしま学園勤務 ／ ねお・はろう勤務 

専門分野 児童発達支援 

業績・資格等 保育士 ／ 介護支援専門員 

 

富士本 百合子 
Yuriko Fujimoto 

北海道発達障害者支援道北地域センターきたのまち 
  コーディネーター   

略  歴 
北海道大学 教育学部 卒業 
北海道大学大学院教育学院 臨床心理学講座 卒業 
上川中南部障害者就業・生活支援センターきたのまち 勤務 

専門分野 障がい者ケアマネジメント 

業績・資格等 高等学校教諭 1 種免許状 ／ 特別支援学校教諭専修免許状 ／ 日本臨床心理士資格認定協会認定臨床心理士 

 

丸山 芳孝 
Yoshitaka Maruyama    

北海道発達障害者支援道東地域センターきら星 
センター長●●  

略  歴 

国士舘大学 体育学部体育学科 卒業 
伊達高等学校 勤務 
有珠小学校情緒障害児学級 勤務 
社会福祉法人帯広福祉協会 知的障害児施設つつじヶ丘学園 勤務 
社会福祉法人帯広福祉協会 地域療育センター 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 社会教育主事任用資格 ／ 保健体育教員免許 

 


