
 
１ 目  的 

行動障害を有する者のうち、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すいわゆる 
｢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でき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、適切な支援計画の作成ができる職員の人材
育成を目的とする強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を実施することとする。 

２ 主  催 石川県 

３ 実施機関 社会福祉法人石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 

４ 期日・プログラム 
令和４年９月１２日（月）・１３日（火）〔２日間〕 
※ 内容は別紙「プログラム」を参照 

５ 開催方法  ＷＥＢ（ＺＯＯＭ）を使用したオンライン研修 

６ 受講費用 ３,０００円（資料代、消耗品費含む） 
※ 受講費用は、事前振込になります。振込方法は、受講者の承認通知とと

もにご案内いたします。 

７ 対 象 者 
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者のうち、以下のいずれかの
要件を満たす者 

（１） 障害福祉サービスに従事している者で、知的障害者及び精神障害者の支援を
行う者 

（２） 今後支援を行う可能性のある者、従事する予定のある者 

８ 定  員 ８０名 
※ 定員を超過した場合には、申し込み状況等により、受講者を選定させていただき

ます。あらかじめご了承ください。基礎研修においてファシリテーターとして 
協力いただいた事業所については申込みの備考欄にその旨ご記載ください。 

令和４年度 石川県強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 
開 催 要 綱 

 



９ 申込方法 
石川県社会福祉協議会ホームページから、下記期日までにお申込みください。 
なお、ホームページから申込みできない場合は、当センターまでご連絡ください。 
※ 申込期限   ８月２４日（水）  

【申込手順】 

１０ 「研修申し込み」画面に入力する際の注意事項 
（１） 「推薦順位」欄は、受講希望者が同一施設内で複数いる場合にご入力ください。 

※ 選考基準の参考とさせていただきます。 
（２） 「生年月日」欄はお間違えのないよう必ずご入力ください。修了証書に記載

します。 
（３） 「基礎研修修了年度」欄は、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の修

了年度をご入力ください。（記入例：Ｒ３） 
（４） 「保有している資格」欄には保有している資格をご入力ください。 

資格がない場合は「なし」とご入力ください。 
（記入例：看護師、介護福祉士、保育士、訪問介護員２級以上等） 

（５） 「受講理由」欄には、今回の研修を受講する理由や事情をご入力ください。 
※ 選考基準の参考とさせていただきます。 

（６） 「緊急連絡先」欄には、当日オンライン環境等に不具合が生じた際に、受講
者本人と連絡のとれる番号をご入力ください。 

（７） 「資料等送付先」欄には、資料の送付希望先をご入力ください。また、その
他の場合は新たな送付先住所をご入力ください。 
（例：申込者住所、受講者勤務先、その他） 

（８） 研修でパソコンの操作をします。「PC 操作について」欄で、ZOOM 操作や
EXCEL 操作に慣れているかをご記入ください。 

１１ 受講者の承認 
定員の範囲で受講者を承認し、結果は ８月３１日（水）頃に、研修申込時に入力
されたメールアドレスへ通知します。 

① 石川県社会福祉協議会ホームページ（URL：http://www.isk-shakyo.or.jp/）の上部メニュー 
  福祉の研修  をクリックします。 

② 「研修新着情報」から受講希望の研修名をクリックすると、「検索結果」が画面の下方に表示さ
れます。 

③ 受講希望の研修であることを確認の上、右欄の  申込  をクリックすると、「研修申し込み」
が表示されます。 

④ 必要事項（※印は必須項目）を入力後、 申込確認画面へ  をクリックし、入力内容を確認の
上、 申し込む  をクリックして、申し込み完了です。 

⑤ 申し込み後、すぐに「受付確認書」がメールで送信されます。 
メールが届かない場合は、メールアドレスが正しく入力されていない可能性がありますので、
福祉総合研修センターまでご連絡ください。なお、「受付確認書」は受講を承認するものでは  
ありません。後日、「受講選考結果」がメールで送信されます。 



※ 開催要綱と併せて、必ず受講者にお渡しください。 
※ 受講承認の日が過ぎても通知が届かない場合は当センターまでご連絡ください。 

１２ 修了証書の交付等 
研修を全課程（２日間）修了した者には、後日、修了証書を郵送します。 

注１）原則として、３０分以上の遅刻、不在、早退等の場合は、欠席とみなします。 
ただし、天候や交通機関の遅れ等によりやむをえない事情がある場合は、  
この限りではありません。 

注２）受講態度が著しく不良である場合（居眠りや受講中の携帯電話の使用等） は、
修了証書を交付できない場合があります。 

注３)修了証書には、ご入力いただいた生年月日・受講者氏名が記載されます。 
必ずお間違えのないようご留意ください。 

１３ オンライン研修の受講にあたって 
 本研修では研修中にグループワークを行います。ご使用されるＰＣ等は、必ずカ
メラ・マイク付きのものをご準備ください。また、可能な限り、外部の音が入ら
ない静かな環境でのご参加をお願いいたします。受講場所は問いません（自宅
可）。ただし、「緊急連絡先」欄には、当日オンライン環境等に不具合が生じた際
に、受講者本人と連絡のとれる番号をご入力ください 

 パソコンやタブレットの使用を推奨します。（iPhone や Android の場合、一画
面の最大表示人数が４人のため。） 

 視聴にはイヤホンの使用を推奨します。（同じ部屋に複数台パソコンを置いて視
聴する場合は、ハウリングを起こす可能性がありますので必ずイヤホンをご使
用ください。） 

 受講中、ご自身の画面背景に個人情報などの映り込みがないようご注意ください。  
 インターネット利用にかかる通信料は受講者の負担となります。 
 研修前に、http://zoom.us/testより端末カメラ、マイクの確認をお願いいたします。 
なお、事前テストを実施いたします。実施日等は承認通知でご案内いたします。 

１４ 個人情報の取り扱い 
本研修において知り得た個人情報については、本研修の運営に係る目的のみに使用
し、他の目的には使用いたしません。 

１５ 申込・問合せ先 
石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 研修課  担当：蚊戸、向 
〒920-0964 金沢市本多町 3-2-15 福祉総合研修センター 
TEL 076(221)1833 FAX 076(221)1834 



＜別紙＞ 

 

【１日目：９月１２日（月）】
（分） 区分 プログラム 科　　目　　名 内　容

9:00 ～ 9:30 30 ZOOM入室

9:30 ～ 9:40 10 オリエンテーション

9:40 ～ 9:50 10 講義 プログラム０ 研修のねらい

9:50 ～ 11:50 120 講義 プログラム１ 支援を組み立てるための基本 強度行動障害の支援に必要な知識

12:40 ～ 13:40 60 演習 プログラム２ アセスメントの方法 具体的なアセスメントの方法

13:50 ～ 15:50 120 演習 プログラム３ アセスメントの方法 障害特性に基づくアセスメント

16:00 ～ 17:00 60 演習 プログラム４ 手順書の作成 アセスメントに基づく支援手順書の作成（1）

【２日目：９月１３日（火）】
（分） 区分 プログラム 科　　目　　名 内　容

9:00 ～ 9:30 30 ZOOM入室

9:30 ～ 9:35 05 オリエンテーション

9:35 ～ 11:35 120 演習 プログラム５ 手順書の作成 アセスメントに基づく支援手順書の作成（2）

11:45 ～ 13:15 90 演習 プログラム６ 記録の分析と支援手順書の修正
・記録の方法
・記録の分析と支援手順書の修正

14:05 ～ 15:05 60 講義 プログラム７ 組織的なアプローチ 組織的なアプローチの重要性

15:10 ～ 15:40 30 講義 プログラム８ 実践報告 チームによる支援の実際

15:50 ～ 16:50 60 講義 プログラム９ 関係機関との連携 関係機関（医療機関等）との連携の方法

16:50 ～ 17:00 10 まとめ

※　進行によっては、プログラム時間が前後することがあります。予めご了承ください。

休憩(1０分）

昼食休憩(５０分）

休憩(５分）

休憩(１０分）
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時　間
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休憩(１０分）

休憩(１０分）

時　間


