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令和４年度東京都強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）募集要項 

 

１ 目的 

行動障害の状態にある者のうち、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」の状態にある者は、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す。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ます。 

このため、公益財団法人東京都福祉保健財団では、東京都から委託を受け、強度行動障害

の状態にある者（児）に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を目的として、強度行動障害支

援者養成研修（基礎研修）を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修対象者 

（１）東京都内の障害福祉サービス事業所等において、現に強度行動障害の状態にある

者（児）（知的障害、精神障害のある者（児））を支援対象にした業務に従事している

者若しくは今後従事する予定のある者（サービス提供責任者・サービス管理責任者・

支援員・児童指導員等）、東京都内の障害福祉サービス事業所等の連携医療機関等に

おいて治療に当たる医療従事者 

（２）研修の全課程に参加可能な方 

 

３ 研修日程等   

 （１）日程 

    別紙１「研修日程一覧」のとおり 

（２）研修カリキュラム 

各期とも講義（６時間３０分）、演習（５時間３０分）、合計１２時間の同一研修カ

リキュラム（別紙２「カリキュラム」参照）となっていますので、どの日程でも選択・

受講を希望できます（カリキュラムは、一部変更となる場合があります。）。 

強度行動障害の状態にある者（児）とは（目安） 

（１）強度行動障害の状態にある者 

平成１８年９月２９日付厚生労働省告示第５４３号別表第二に定める行動関連項目（１２項目）

により算出される点数が１０点以上の者 

 ※別紙「参考①」参照 

（２）強度行動障害の状態にある障害児 

平成２７年４月１４日付障発０４１４第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「強

度行動障害児特別支援加算費について」別紙１「強度行動障害判定基準表」により算出される

点数が、２０点以上となる児 

 ※別紙「参考②」参照 
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 （３）実施方法 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全課程をオンラインで実施し、講義はオ

ンデマンド配信（約１週間）、演習は Zoom（２日間）で開催します。 

受講に必要な視聴推奨環境（別紙３「オンライン研修受講で推奨するシステム要件」）

をご確認のうえ、第１期から第３期までの間でお申込みください。 

なお、全課程の視聴を当財団から確認できない場合（途中離席を含む）は、いかな

る理由でも修了と認められませんのでご注意ください。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日程等を変更して実施する場

合がありますので、ご了承ください。 

 （４）研修参加費用 

    本研修の受講料は徴収しません。ただし、オンライン研修の視聴環境の確保等は、 

自己負担とします。 

 （５）実施主体 

東京都 

※公益財団法人東京都福祉保健財団が東京都より委託を受けて研修を実施します。 

 

４ 受講申込 

（１） 東京都内の障害福祉サービス事業所等から推薦を受けた方のお申込み 

事業所単位で取りまとめのうえ、財団ホームページから申込フォーム（外部サイ

ト）にアクセスし、必要事項を入力してお申込みください。また、同一事業所内に

複数の申込者がいる場合は、推薦順位順に受講者情報を入力してください。 

 申込フォームにアクセスするためのパスワードは、東京都福祉保健局障害者施策

推進部から送信されるメールに記載しています。また、相談支援事業所・障害児計

画相談には、当財団が郵送した募集要項に記載していますので、ご確認ください。 

入力方法は、別紙４「ウェブ研修申込方法について」をご覧ください。 

（２）事業所から推薦がない個人の方の申込み 

 本研修申込時点で事業所に所属していない方、もしくは事業所の推薦がない方

は、申込み締切り後、定員に余裕があった場合にのみ申込みを受け付けます。お申

込みの場合は、申込期間内に下記①、②を【個人・医療従事者申込先】まで郵送し

てください。 

※電話及びファクシミリ、ウェブ受付システムによるお申込みは無効となりますの

でご注意ください。 

① 令和４年度東京都強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）申込書（個人用） 

※当財団ホームページからダウンロードしてご記入ください。 

② 返信用封筒（長３サイズ） 

※申込者１名につき各１枚用意し、宛名には受講申込者名を明記し、８４円切

手を貼ってください。 
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（３）医療従事者 

 東京都内の障害福祉サービス事業所等の連携医療機関等において治療に当たる医

療従事者がお申込みする場合は、ご所属の研修担当者が取りまとめのうえ、申込期

間内に下記①、②を【個人・医療従事者申込先】まで郵送してください。 

※電話及びファクシミリ、ウェブ受付システムによるお申込みは無効となりますの 

でご注意ください。 

① 令和４年度東京都強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）申込書（医療従事者

用） 

※当財団ホームページからダウンロードしてご記入ください。 

② 返信用封筒（長３サイズ） 

※申込者１名につき各１枚用意し、宛名には受講希望者名を明記し、 

８４円切手を貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 申込期間 

  令和４年４月４日（月）～ 令和４年４月２２日（金）午後５時まで  

※早期に受講決定を行い計画的に受講していただくため、今回の申込みで第１期か 

ら第３期までの受講者を決定します。 

 

６ 留意事項 

 （１）希望する日程について 

受講可能な日程欄に第１希望から（最大）第３希望まで選択してください。 

※全体の申込状況を考慮して各回の受講者を決定させていただきます。 

 （２）研修当日の受講体制の確認 

受講者を推薦する事業者は、業務等の理由で途中離席がないよう、当日の受講体制

を確保のうえ、お申込みください。また、同一事業所から複数名の申込みをされる場

合は、研修日が重なって欠席することのないよう、受講者間の調整をお願いします。 

（３）オンライン講義の視聴環境について 

推薦する事業者が責任をもってご確認のうえ、お申込みください。受講に必要な視

聴推奨環境は、別紙３「オンライン研修受講で推奨するシステム要件」をご確認くだ

さい。使用するデバイス（端末）は、受講者ごとに要件を満たしたパソコンをご用意

ください。タブレット・スマートフォンは処理能力が劣り、研修の進行に支障が出ま

【個人・医療従事者申込先】 

〒１６３－０７１９ 

東京都新宿区西新宿二丁目７番１号小田急第一生命ビル１９階 

公益財団法人 東京都福祉保健財団 人材養成部福祉人材養成室 

障害者支援研修担当 宛 
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すのでお避け下さい。 

  なお、当財団の責による事由以外で視聴できない場合は、いかなる理由でも修了は

認められませんので、ご了承ください。 

（４）申込時の氏名及び生年月日について 

修了証書に記載しますので、正確にお申込みください。 

（５）強度行動障害支援者養成研修（実践研修）について 

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が対象となります。実践研修の受

講を希望される場合は必ず基礎研修もお申込みください。 

 なお、今年度の実践研修は令和４年１０月から令和５年２月までの間で実施する

予定です。詳細は、６月頃に当財団ホームページで公表します。 

 （６）受講に際して配慮すべき事項（手話通訳等）がある場合 

申込フォームの記載欄に記載してください。 

 

７ 受講者の決定及び通知 

  事業所の研修担当者様宛てに郵送で通知しますので、受講者へのご連絡をお願いしま

す。また、不決定の場合も通知いたします。 

  なお、受講決定及び通知時期は、６月初旬を予定しております。 

 

８ 修了証書 

  基礎研修の全課程を修了した方へ修了証書を交付します。 

  なお、１０分以上の遅刻や早退、途中離席など受講状況を確認できない場合は、欠席

とみなし、修了証書は交付できませんのでご注意ください。 

  

９ 研修開催を中止する場合について 

研修開催時の新型コロナウイルス感染状況により、開催を中止もしくは変更する場合

がありますのでご了承ください。その場合は、事前にホームページ等でお知らせいたし

ます。 

 

１０ 個人情報の取扱いにつて 

受講申込書に記載された個人情報については、当財団個人情報の保護に関する要綱

に基づき適正管理を行い、当該研修業務管理及び同修了者名簿の登載業務以外の目的

で利用することはありません。 

 

１１ 問合せ先 

   公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室 障害者支援研修担当 

 （電話）０３－３３４４－８５５１（ダイヤルイン） 

（ファクシミリ）０３－３３４４－８５９３ 









別紙１

講義

オンデマンド配信 １日目 ２日目

令和４年７月２７日(水)

14:00 ～ 16:55

令和４年７月２８日(木)

9:25 ～ 12:20

令和４年７月２８日(木)

13:30 ～ 16:25

令和４年８月２日(火)

14:00 ～ 16:55

令和４年８月３日(水)

9:25 ～ 12:20

令和４年８月３日(水)

13:30 ～ 16:25

令和４年９月３０日(金)

14:00 ～ 16:55

令和４年９月３０日(金) 令和４年１０月４日(火)

9:25 ～ 12:20

令和４年１０月４日(火)

13:30 ～ 16:25

令和４年１０月５日(水)

14:00 ～ 16:55

令和４年１０月５日(水) 令和４年１０月６日(木)

9:25 ～ 12:20

令和４年１０月６日(木)

13:30 ～ 16:25

令和４年１１月１８日(金)

14:00 ～ 16:55

令和４年１１月２１日(月)

9:25 ～ 12:20

令和４年１１月２１日(月)

13:30 ～ 16:25

令和４年１１月２４日(木)

14:00 ～ 16:55

令和４年１１月２５日(金)

9:25 ～ 12:20

令和４年１１月２５日(金)

13:30 ～ 16:25

＜注意事項＞ 1,080人

　・全ての日程を受講できるコースを選択してください。

　・応募者多数の場合は、日程を調整して受講決定する場合がありますのでご了承ください。

　・カリキュラム変更の影響により、開催時間が変更になる場合があります。

9:25 ～ 12:55

令和４年１１月１８日(金)

9:25 ～ 12:55

令和４年１１月２４日(木)

60人

60人

60人

60人

60人

第

２

期

第

１

期

9:25 ～ 12:55

令和４年８月２日(火)

令和４年７月１９日（火）

　　　～７月２５日（月）

１Ｃ

9:25 ～ 12:55

令和４年７月２７日(水)

令和４年度東京都強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）　研修日程一覧

演習
コース

１Ｂ

１A

定員

60人

60人

60人

9:25 ～ 12:55

9:25 ～ 12:55

令和４年１１月１０日（木）

　　　～１１月１６日（水）

期

１Ｆ

１Ｅ

１Ｄ

２F

２Ｄ

２Ｃ

２Ｂ

２Ａ

２Ｅ

第

３

期

３Ｆ

３Ｅ

60人

60人

60人

60人

60人

60人

60人

60人

60人

60人

３Ｄ

３Ｃ

３Ｂ

３Ａ

令和４年９月２１日（水）

　　　～９月２８日（水）



別紙２

【講義】 ※オンデマンド配信（該当コース：全コース）

種別 内容

講義

１

強度行動障害の理解Ⅰ

　「強度行動障害の状態」「行動障害が起きる理由」

　「支援の基本的考え方」

講義

２

強度行動障害の理解Ⅱ

　「障害特性の理解」

講義

３

支援のアイディア

　「障害特性に基づいた支援」

講義

４

チームプレイの基本Ⅰ

　「チームプレイの必要性」

講義

５
強度行動障害と虐待防止

講義

６
実践報告

講義

７
家族の気持ち

※Zoom（該当コース：全コース）

種別 内容

9:25 ～ 9:40 15 分 オリエンテーション

9:40 ～ 11:40 120 分
演習

１

強度行動障害の理解Ⅲ

　「困っていることの体験」

11:40 ～ 11:50 10 分

11:50 ～ 12:50 60 分
演習

２

基本的な情報収集Ⅰ

　「行動を見る視点」

12:50 ～

※Zoom　午前開催（該当コース：1B、1E、2B、2E、3B、3E）

種別 内容

9:25 ～ 9:35 10 分 オリエンテーション

9:35 ～ 11:05 90 分
演習

３

特性の分析

　「特性の把握と適切な対応」

11:05 ～ 11:15 10 分

11:15 ～ 12:15 60 分
演習

４

チームプレイの基本Ⅱ

　「支援手順書に基づく支援の体験」

12:15 ～

30 分

　　休　憩

事務連絡

　　休　憩

事務連絡

【２日目演習】

時間

（案）

60 分

60 分

45 分

90 分

60 分

令和４年度東京都強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）カリキュラム

時間

【１日目演習】

時間

45 分
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※Zoom　午後開催（該当コース：1A、1D、2A、2D、3A、3D）

種別 内容

14:00 ～ 14:10 10 分

14:10 ～ 15:40 90 分
演習

３

特性の分析

　「特性の把握と適切な対応」

15:40 ～ 15:50 10 分

15:50 ～ 16:50 60 分
演習

４

チームプレイの基本Ⅱ

　「支援手順書に基づく支援と記録の体験」

16:50 ～

※Zoom　午後開催（該当コース：1C、1F、2C、2F、3C、3F）

種別 内容

13:30 ～ 13:40 10 分

13:40 ～ 15:10 90 分
演習

３

特性の分析

　「特性の把握と適切な対応」

15:10 ～ 15:20 10 分

15:20 ～ 16:20 60 分
演習

４

チームプレイの基本Ⅱ

　「支援手順書に基づく支援と記録の体験」

16:20 ～

＜注意事項＞

・カリキュラム変更により、開催時間が変更になる可能性があります。

・２日目演習は、コースにより開催時間が異なりますのでご注意ください。

【２日目演習】

時間

・オンライン研修のため、機材トラブル等により予定終了時間が延長する場合がありますので、

　時間に余裕をもって受講してください。

　　休　憩

事務連絡

オリエンテーション

オリエンテーション

【２日目演習】

時間

　　休　憩

事務連絡



別紙３ 

オンライン研修受講で推奨するシステム要件 

 

オンライン研修として講義では、研修ポータルサイトにおいてオンデマンド配信で実施

し、演習では Zoom を使用して実施します。具体的な受講手順については、講義開催前に

オンライン視聴ガイドをお送りしますので、そちらをご覧ください。 

オンライン講義の視聴環境は、推薦する事業者が責任をもって確保のうえ、お申込みくだ

さい。当財団の責による事由以外で視聴できない場合は、いかなる理由でも修了は認められ

ませんので、ご了承ください。 

円滑な受講のため、事前に推奨環境の確認をよろしくお願いします。 

 

 

１ システム要件 

【必須環境】 

• インターネット接続：有線または無線ブロードバンド（3G・4G・5 G /LTE） 

• スピーカーとマイク－内蔵 USB プラグイン、またはワイヤレス Bluetooth 

• ウェブカメラ、または HD ウェブカメラ－内蔵、または USB プラグイン 

• 講義はオンデマンド配信で実施しますが、演習はグループワークや複数名に発表し

ていただく予定ですので、演習の受講時までに必ずカメラ機能・マイク機能をご用

意ください。 

 

２ サポートされるオペレーティングシステム（OS）等 

MacOS 10.7 以降を搭載の Mac OS X 

Windows 8（8.1）またはそれ以降 

Ubuntu 12.04 またはそれ以降 

Mint 17.1 またはそれ以降 

Red Hat Enterprise Linux 6.4 またはそれ以降   他 

  受講の際には、受講者ごとにパソコンをご用意ください。タブレット・スマート

フォンは処理能力が劣り、研修の進行に支障が出ますのでお避け下さい。パソコン以

外のデバイス（端末）で受講される場合は、不具合のお問合せに対応できません。 

 

３ サポートされるブラウザ 

• Windows： Firefox、 Chrome、 

• Mac：Safari5+、 Firefox、 Chrome 

• Linux：Firefox、Chrome 

【補足】 

  Windows Edge を経由した視聴の場合、画像・音声の一部が制限される場合があ

ります。なお、Google Chrome は無料でダウンロードできますので、必要に応じて

ご準備ください。 



 

  演習時に Google ドライブを使用します。Windows Internet explorer（IE）は

Google におけるブラウザのサポートが終了したため、使用しないでください。 

 

４ プロセッサおよびRAMの要件 

最低 推奨 

プロセッサ 
シングルコア

1Ghz 以上 
デュアルコア 2Ghz 以上（i3/i5/i7 または AMD 相当） 

ＲＡＭ 該当なし 8Gb 以上 

注意：Linux は、OpenGL 2.0 以上をサポートできるプロセッサまたはグラフィック

スカード必要とします。 

 

 

 

 

 

５ 帯域幅・通信量の目安 

オンライン研修で使用する帯域幅は、視聴者のネットワークが 3G、Wi-Fi、または有線

環境に応じて自動的に調整されますが、通信環境により音声・画像の質が影響（タイムラ

グ・カクツキ・フリーズ等）します。できる限り有線 LAN を準備してください。 

受講に推奨される帯域幅： 20Mbps/20Mbps（上り/下り） 

 

 

 

 

6 受講確認方法について 

  講義は、研修ポータルサイトにおいてオンデマンド配信で実施し、受講確認を行います。

演習は、当日の参加者名（受講番号 7 桁＋名字）で受講確認を行いますので、正しく設定

されているか確認し、設定されていない場合には後日送付する「オンライン視聴ガイド」

を確認して設定してください。 

また、事業所内で複数の受講者が同一日程で受講する場合は、必ず 1 人 1 端末ご用意

ください。受講者ごとのログインがないと受講確認ができません。受講番号は、受講決定

通知でお知らせします。 

【参考】CPU と RAM の確認方法 

Windows の場合 ：スタートボタン（Windows マーク） > 設定 > システム  

 > バージョン情報   で確認できます。 

Mac の場合 ：アップルマーク > この Mac について > 概要   で確認できます。 

【参考】通信速度の確認方法 

研修を開催する時間帯に合わせて、通信環境の計測サイトで実計測してみてください。 

（参考サイト）インターネット回線の速度テスト Fast.com   https://fast.com/ja/ 



別紙４ 

ウェブ研修申込方法について 

 

公益財団法人東京都福祉保健財団 

 

東京都内の障害福祉サービス事業所等からの推薦によるお申込みについては、ウェブ受

付システムで行います。 

 お申込みにあたっては、東京都福祉保健局障害者施策推進部から送付されるメール「令和

４年度東京都強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）募集要項の送付について」の本文に

パスワードが記載※されていますので、お手元にご用意ください。 

※相談支援・障害児計画相談事業所は、当財団が郵送した募集要項に同封しています。 

ご入力の際は、下記注意事項をよくお読みのうえ、お間違えのないようにお願いいたしま

す。 

 

１ 申込フォームへのアクセス 

当財団ホームページ「強度行動障害支援者養成研修 １基礎研修」の「（５）受講申込」

にアクセスしてください。 

https://www.fukushizaidan.jp/116shougai/kyoudokoudou/ 

 

 

２ パスワードの入力 

リンクを開くと、パスワードの入力画面が開きますので、申込フォームにアクセスして

ください。パスワードは、募集要項をご案内したメールの本文に記載しています（相談支

援・障害児計画相談事業所は、当財団が郵送した募集要項に同封しています。）。 

 

３ 申込入力時の注意事項 

（１） 事業所が提供しているサービスの事業種別は、該当のものを全て選択してくださ

い。 

（２） 「同一事業所内での強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）必要修了者数」は、

加算の届出に最低限必要な人数を入力してください。 

（３） 「加算の算定の基礎となる対象利用者数」は、行動関連項目（別紙「参考①」）

１０点以上（成人が対象）もしくは強度行動障害児特別支援加算の判定基準表（別紙

「参考②」）２０点以上（児童が対象）で強行に該当する場合は、区市町村から出され

る受給者証にこの事についての記載がありますので、ご確認ください。 



（４） １事業所から申込できる人数は、20 人までです。 

（５） メールアドレスは、研修担当者の方が使用されているものをご登録ください。申込

後、受付確認メールが自動送付されます。 

なお、ウェブ申し込み（送信）後、１日以上経過しても受付確認メールが届かない

場合は、下記担当まで電話にてお問合せください。 

（６） 同一の事業所から複数回の申込があった場合、重複申込となり無効になります。申

込内容を修正またはキャンセルする場合には、受付確認メール本文の中にある「詳細

はこちら」のアドレスをクリックして修正してください。 

 

 

 

【担当】 

公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 

福祉人材養成室 障害者支援研修担当 

〒163-0719  東京都新宿区西新宿２－７－１ 

小田急第一生命ビル 19 階 

℡ 03-3344-8551 ／ Fax 03-3344-8593 


