
 
 

 
平成 2９年度 北海道強度行動障がい支援者養成研修 

＊実践研修＊ 
旭川会場 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                                              

     社会福祉法人旭川旭親会 社会福祉法人侑愛会 社会福祉法人帯広福祉協会 （北海道より事業指定を受けて実施） 
 

３ 開催日程                                  
     平成２９年１０月５日（木）～１０月６日（金） （２日間） 
      ＊全日参加された方には、修了証書を交付致します。 
 

４ 場所                                                
     旭川市障害福祉センター おぴった 会議室１  （旭川市宮前 1条 3丁目 3番 7号） 

 
  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。 
● 北海道強度行動障がい支援者養成研修基礎研修を修了している者。 
※１ 本研修は、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」、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 
「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（希望者のみ）、フォローアップを実施する都合により、所
属事業所の所在地が、開催会場に近いところを優先させていただく場合があります。 

     ※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。 
 
  ６ 募集定員                                              

95 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（1名分） ※テキスト代を含む 

 
  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  
きたのまちホームページにある申込フォームを使用し、お申し込みください。 

きたのまちホームページ URL ： http://kitano-machi.com/ 
 

（２） 申込先・問い合わせ先 
 

社会福祉法人旭川旭親会 発達障害者支援センターきたのまち 内 
北海道強度行動障がい支援者養成研修旭川会場 実行委員会事務局 

TEL. 0166-38-1001  FAX. 0166-38-1002   
Mail. hattatsu@kitano-machi.com 
〒078-8391 北海道旭川市宮前 1条 3丁目 3番 7号 

 
  10 募集期間                                              

平成２９年８月１５日（火）～９月４日（月） ＊募集期間を延長しました 
 
  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９月１２日までにメールにて通知致します。 
受講決定後、所属長の推薦書及び基礎研修修了証書写しの提出、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、早めに事務局まで
ご連絡ください。受講料の返金（口座振り込み）を要する場合は、銀行口座情報を合わせてお知らせください。 

 
  12 修了証の交付について                                        
      本研修の全日程（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。 

 
  13 その他                                               

（１） 旅費等につきましては、すべて各所属、または受講者のご負担になります。また、宿泊施設等のご案内はしてお
りませんので、各自で手配をお願いします。 

（２） 会場には、広い駐車スペースがありますが、別の企画や団体等と施設利用日が重なる可能性もございます。なる
べく乗り合わせや公共交通機関の利用をお願いします。 

（３） 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 受付   
9:00～9:15 オリエンテーション  田中 

9:15～11:15 講義 1 「強度行動障がい支援の原則」 
■チームによる支援の重要性 
■支援の 6つの原則 
■地域で強度行動障がいの人を支える 

丸山 

11:15～11:30 休憩   

11:30～12:30 演習１ 「障がい特性とアセスメント」 
■障がい特性の理解 
■行動障がい特性に基づくアセスメント 
■行動の意味を理解する 
■グループ討議／まとめ 

高野 

12:30～13:30 昼休み   
13:30～15:00 演習１ 続き  

 高野 
15:00～15:15 休憩   

15:15~17:15 
 

講義２ 「行動障がいのある人の生活と支援
の実際」 

「家族の想い」 
 

■日中活動場面における支援 
■夕方から朝にかけての支援 
■外出場面における支援 
■行動障がいのある人の家族の想い 
 

片山 
桑原 
池田 
三瓶 

 
【２日目】 

時間 内容 概要 担当 

 9:00～ 11:00 演習２  「構造化の考え方と方法」 

■強みや好みを活かす視点 
■構造化の考え方 

■構造化の方法 

■グループ討議／まとめ 

片山 

11:00~11:15 休憩   
11:15~12:15 演習 2  続き  片山 
12:15~13:15 昼休み 

  

13:15～14:15 演習３ 「支援の手順書の作成」 
 

■日中場面における支援の手順書 
■外出場面における支援の手順書 
■グループ討議／まとめ 

片山 

14:15～14:30 休憩 
  

14:30～15:30 
 
演習 4 「記録の収集と分析」 
 

■行動記録の方法 
■記録の整理と分析 
■再アセスメントと手順書の修正 

■グループ討議／まとめ 
高野 

15:30～16:30 演習 5 「危機対応と虐待防止」 
 

■危機対応の方法 
■虐待防止と身体拘束 

■グループ討議／まとめ 
今野 

16:30～17:00 修了式  田中 

 
 



別紙２） 
 

講師紹介             （敬称略） 
片山 智博 

Tomohiro Katayama    
社会福祉法人侑愛会 北海道発達障害者支援センターあおいそら 

チーフコーディネーター●●  

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 ／ 養護学校教員第一種 
第 25回社会福祉法人清水基金海外助成事業海外研修 

 
丸山 芳孝 

Yoshitaka Maruyama    
社会福祉法人帯広福祉協会 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 

 
 今野 正孝 
          Masataka Konno 

 社会福祉法人旭川旭親会北海道発達障害者支援道北地域センターきたのまち 
                                                               センター長 

略  歴 東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 社会福祉学 修了 
社会福祉法人旭川旭親会 旭川福祉園 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 社会福祉士 ／ 臨床発達心理士 

 
桑原 一樹 

kazuki  kuwahara    
社会福祉法人北海道療育園 つつじの里            

●                          支援員 ●  

略  歴 北海道立旭川高等技術専門学院 自動車整備科 卒業 
北海道キャタピラー三菱 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 介護福祉士 

 
 池田 幸男 

Sachio  Ikeda   
社会福祉法人新生会 希望学園                

●                             支援員 ●  

略  歴 北海道理工福祉専門学校 社会福祉学科 卒業 
社会福祉法人新生会 知的障害者更生施設第二希望学園 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 社会福祉主事任用資格 / ホームヘルパー1級 / 介護福祉士 

 
三瓶 章史 

Akihumi  Sanpei    
社会福祉法人鷹栖共生会 旭川ヒューマンサービスセンター            

●                         ●      支援課長 

略  歴 
旭川大学 経済学部 経済学科 卒業 
社会福祉法人旭川盲人福祉センター 旭川市神居デイサービスセンター 勤務 
社会福祉法人鷹栖共生会 大雪の園 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 社会福祉主事任用資格 / 訪問介護員 

 

髙野 祐子 
Yuko Takano    

社会福祉法人旭川旭親会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 
北海道教育大学旭川校養護学校教員養成課程 卒業  国立秩父学園保護指導職員養成所 児童指導員科 修了  
社会福祉法人槙の里 いすみ学園 勤務 
社会福祉法人鷹栖共生会 柏の里デイセンター 勤務 
社会福祉法人旭川旭親会 地域活動支援センター 勤務 

専門分野 自閉症支援 

業績・資格等 臨床発達心理士 ／ 社会福祉士 ／ 第 1号職場適応援助者 ／ 介護福祉士 ／ 養護教諭一種免許 


