
令和２年度 第２回神奈川県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）延期の御案内 

 

標記研修につきまして、緊急事態宣言下であるため下記要領にて延期を決定致しましたので、ご理解のほどお

願い申し上げます。 

 

１ 日程 

  令和３年３月２３日（火）～令和３年３月２４日（水） 

   

２ カリキュラム 

  別紙「令和２年度神奈川県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）日程」参照 

  ※ カリキュラムの変更はありません。受講決定の際に、御案内しているカリキュラムと同様になります。 

 

３ 会場 

  ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター（まなびかん）２階市民ホール 

  〒２３８－００４６ 横須賀市西逸見町１－３８－１１ 

  ＪＲ横須賀駅または京浜急行逸見（へみ）駅から徒歩５分 

※京浜急行ご利用の際は、普通電車（特急・急行は止まりません） 

 

４ 受講対象者 

  当初予定の第２回強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の受講決定者 

  ※ 日程の変更に伴っての当初の受講決定者の御参加が難しい場合に限り、法人内での受講者の変更を認め

ます。その場合は、別紙の「令和２年度第２回強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）受講者の変更届」

を２月末日までに必ず送付して下さい。 

送付先 

〒２３９-０８４２ 神奈川県横須賀市長沢４－１３－１ 

   社会福祉法人清和会 三浦しらとり園 地域支援課 研修事務局  

（封筒表面余白に「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）申込書在中」と記載してください。） 

  ※ 先の電話連絡では、受講者変更の有無に関わらず、皆様に申込書の再送付をお願いしましたが、受講者

の変更がある場合のみ届け出の送付をお願い致します。 

 

５ その他 

  ・ 研修当日の１４日前から健康状態を別紙「健康チェックシート」に記録し、当日必ず持参してください。

事前の健康観察において、体調に不安がある場合は、感染症拡大予防を優先し、無理をせず研修参加を自

粛してくださいますようお願い致します。 

  ・ 別紙「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）理解度チェックリスト」 

 ・ 体調不良、その他の理由により研修参加を見合わせる場合には、必ず事務局まで御連絡下さい。 

  ・ 受講決定通知の際に送付している「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）理解度チェックリスト」

の提出や「新型コロナウイルス感染症予防対策について 留意事項」等、受講者に再度の周知をお願いし

ます。 

 

６ 問合せ 

  社会福祉法人清和会 三浦しらとり園 地域支援課 研修事務局 

  電話：０４６－８４８－６３４６ 

 

 



 

日程 時間 配分 種別 講義名

9:10～9:30 20分 受付

9:30～9:45 15分 開会・ガイダンス

9:45～10:15 30分 講義
「プロローグ～行動障害のある人についての基本的な理解～」
強度行動障害とは（１）

10:15～11:15 60分 講義
「私たちのことを知ってほしい～強度行動障害に関係する障害について～」
強度行動障害とは（２）

11:15～11:25 10分 休憩

11:25～12:15 50分 講義
「支える仕組み～制度理解のヒント～」
強度行動障害と制度

12:15～13:15 60分 休憩

13:15～13:55 40分 講義
「みんなでやろうよ～支援のプロセスとチームプレイの大切さ～」
支援の基本的な枠組みと記録

13:55～14:25 30分 演習
「お互いに共有しよう～記録と情報共有～」
情報収集とチームプレイの基礎（１）

14:25～14:35 10分 休憩

14:35～15:35 60分 演習
「私たちが困っていること～感覚の違いを体験しよう～」
行動障害の背景にあるもの（１）

15:35～16:35 60分 演習
「わかりにくいんです。～伝わりにくさを体験しよう～」
固有のコミュニケーション（１）

16:35～16:45 10分 休憩

16:45～17:45 60分 講義
「ボク等の世界とのつながり方～環境を整えることの大切さ～」
構造化

17:45～17:55 10分 事務連絡

日程 時間 配分 種別 講義名

9:00～9:10 10分 受付

9:10～9:15 ５分 ガイダンス

９:15～9:45 30分 講義
「その時あなたはどうしますか ～虐待・身体拘束・行動制限の予防は支援の質の向上から～」

虐待防止と身体拘束

9:45～10:30 45分 講義 「意思決定支援」

10:30～10:40 10分 休憩

10:40～11:10 30分 演習
「知ることから始めよう～根拠を持って支援する～」
情報収集とチームプレイの基本（２）

11:10～12:40 90分 演習
「本当の理由を考えよう～氷山モデルで考える～」
行動障害の背景にあるもの（２）

12:40～13:40 60分 休憩

13:40～15:10 90分 演習
「本人に分かりやすい活動と環境～支援手順書を使って～」
固有のコミュニケーション（２）

15:10～15:20 10分 休憩

15:20～16:20 60分 講義
「医療と一緒に～福祉と医療の連携～」
強度行動障害と医療

16:20～16:30 10分 休憩

16:30～17:00 30分 講義
「支援の現場から～事例紹介～」
実践報告（１）

17:00～17:30 30分 講義
「支援の現場から～事例紹介～」
実践報告（２）

17:30～17:40 10分 チェックシート・アンケート記入

17:40～17:50 10分 チェックシート解説

17:50～18:00 10分 証書授与・閉会

令和２年度 神奈川県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）日程

1日目

２日目



 

令和２年度 第 2 回神奈川県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

受講者の変更届 

 

次の者を受講者として推薦します。 

令和３年  月  日 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課長 殿 

 
法人等の名称 

代表者職・氏名                      ○印     

 

 

＜受講変更者＞  

 

 

< 取

り ま

と め

担 当

者> 

法人名  

法人住所  

（決定通知等送付先） 

および 連絡先 

〒   － 

 

ＴＥＬ :   （    ） 

取りまとめ 

担当者名 

 

 

 

 

 

 

ふりがな  性別 生 年 月 日 

受講者氏名   昭和・平成  年  月  日 

所
属
機
関
名
・
連
絡
先 

法人名 

または市町村名 
 

事業所名  

事業所の 

サービス種類 
 

事業所所在地 

〒   - 

 

連絡先電話番号／ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 
TEL FAX 

実務経験年数と種別（障

害のある方の支援に従事

した期間） 

※通算・重複可 

年   ヵ月 （令和２年４月 1 日時点） 

知的障害   身体障害   精神障害   児童 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の受講を希望する場合は、 
○を付けて下さい。 

 

受講に際して配慮する必

要のある事項 

（○をつけてください） 

 車椅子の使用  介助犬の同伴  点字教材 

 拡大文字使用  手話通訳者  要約筆記者 

 身障者用駐車場   



ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター 

まなびかん２階 市民ホール 

会場案内図 

■ 住所    〒238-0046  

神奈川県横須賀市西逸見町 1-38-11  

■交通機関  JR 横須賀駅・京浜急行逸見（へみ）駅から徒歩 5 分 

※京浜急行ご利用の際は、普通電車（特急・急行は止まりません） 

■地図 

 

 


