
社会福祉法人はるにれの里　STP事業部　「みらくる実践セミナー」 

みらくるを使って 
効果的なコミュニケーション支援を考える

２０２２年 
❶　5月21日（土） 
❷　6月   4日（土） 
❸　6月18日（土） 

１０：００ー１１：３０ 

ZOOMにて開催 
料金：６０００円 
（各種割引があります）

お申し込み 
https://forms.gle/LXRWztBuXsv8Bn4G7

問い合わせ 
社会福祉法人はるにれの里STP事業部 

Tel: 070-1543-5471 
Mail: stpharunire@gmail.com

この研修は、知的障がいと自閉症のある方の表出コミュニケーションの支援を中心に考え、目標設定から、支援の検討、
地域に般化していく支援サイクルについて学ぶことができます。コミュニケーション支援の見直しを考えている方、コ
ミュニケーション支援を地域に般化させることに課題を感じている方にぴったりの内容となっています。

mailto:stpharunire@gmail.com
https://forms.gle/LXRWztBuXsv8Bn4G7


❶　５月２１日（土） 
１０：００ー１１：３０ 

テーマ：コミュニケーション支援の必要性を
感じ、チームでの支援の導入を考える 

■講義ポイント 
・コミュニケーション支援の必要性 
・コミュニケーションの違い 
・コミュニケーション支援のポイント 
 
■演習ポイント 
・コミュニケーションの違いに気が付く 
・現場のコミュニケーション支援の課題を共有する 
・コミュニケーションが生まれる活動を考える

❷ 　６月４日（土） 
　　　１０：００ー１１：３０ 
テーマ：コミュニケーションの支援サイクル
を考える（アセスメントー目標編） 

■講義ポイント 
・支援に必要なアセスメント 
・目標を考える 
・チームでの支援を考える 
 
■演習ポイント 
・アセスメントから目標を選択する 
・現場の支援目標を確認してみる 

❸　６月１８日（土） 
１０：００ー１１：３０ 

テーマ：コミュニケーションの支援サイクル
を考える（目標編ー支援編） 

■講義ポイント 
・特性や本人のQOLを考えた支援 
・チームでの支援を考える 
 
■演習ポイント 
・目標が実行できる環境や活動を考える 
・必要な支援を検討する 
・現場の支援目標の改善点を考える

ワークショップは３回受講していただきます。どの回も講義＋個人の演習で構成されています

参加費用：６０００円　（STP研修参加者/コンサルテーション等の利用者は１０００円の割引になります。１枚目の申し込みからお申し込みください。） 

講師：西尾大輔  /  坂井翔一　 
　　　社会福祉法人はるにれの里STP事業部 

申し込み詳細： 
●定員：限定５０名 
●締め切り：５月９日（月）申し込み後受講審査をいたします。審査終了後、事務局から連絡させていただきます。定
員に達した場合は締め切りより早く受付を終了する場合があります。



主催：社会福祉法人はるにれの里　 
　　　STP事業部

S T P
特別な配慮を必要とする人たちに対するプロジェクト

社会福祉法人　はるにれの里

強度行動障害 支援の 
新しい時代

１人の支援者や１つの事業所で抱えない！

～コンサルテーションとマネジメントサイクル～

　　　参加費 
半日　3000円 
１日   5000円 
   ＊STP会員は１０００円引き 

　　　 定員 80名（先着）

｛ 2022年 5 月 14 日 (土)   　
10:00　～　15:00　

 ZOOM開催　 ｝
１ ２基調講演　10:00～12:00 STPの活動  13:00～15:00

社会福祉法人 横浜やまびこの里 
相談支援部長 
志賀　利一 氏 
全日本自閉症支援者協会　研究事業担当

コンサルテーションを活用した 
強度行動障害支援の可能性

社会福祉法人はるにれの里　　　 
STP事業部　　　　   
中野　喜恵 氏　 坂井　翔一　氏 
強度行動障害                     公認心理師 
支援者養成研修 指導者 

STPのコンサルテーション実際　
「みらくる」を使った支援

をプレゼン
ト！！

研修にご参加いただいたみなさまに 
みらくるの様式データをお渡しします

【お申込み・お問い合わせ】 
　お申込みURL  →    https://www.harunire.or.jp/entry/training3/　 
　　　　　　　　　（定員になり次第、締切とさせていただきます） 
　お問い合わせ先　社会福祉法人はるにれの里　STP事業部　 
    TEL  070-1543-5471         Mail  stpharunire@gmail.com 

＊ネット環境はご自身でご準備ください

https://www.harunire.or.jp/entry/training3/


ྫ � ೧ౕ� քಕߨಊԋޤॊंۂݜर� ูॄགྷ 
 

 ʥंۂࣆरݜఈࢨ๑ਕ�ͺΖͶΗ�ʤքಕࢳकର  ऀճෳࢬࣰ
 ϋρφϭʖέޤಊԋߨΈΘͮ͠  ྙڢरݜ

 

̏ɿద 
ଶ͖͗͜ΔΗͱغ͵୴͑ༀׄͶͺ͗͘ंۂॊޤಊԋߨͶ͕͏ͱɼಊ্͗͏͍Ζ๏ஏҮਫ਼ߨ  
͏ΉͤɽຌݜरͲͺɼߨಊԋޤͶ͖͖ΚΖેخదஎࣟɼ্͗͏ಝཀྵմɼ͠ΔͶͺેخཀྵմΝϗʖ
ηͳࣰͪ͢ભԍसΝ͑͞ߨͳͶΓΕɼߨಊԋޤΝࣰભ͢ͱ͏͚ͪΌϗʖηΝਐͶͯ͜ͱ͏ͪͫ͘Ή
ͤɽຌݜरर྅ͺ͍͚ΉͲߨಊԋޤॊंۂͳ͢ͱηνʖφϧϱͲ͍ΕɼΓΕ॑གྷ͵͞ͳͺೖʓ
ࣰભΊ॑Ͳ͍ΕΉͤɽͨͪΌɼسंͶͺݜरࢥߪΝणंߪࣰભݳͶഁݥΝ͢ɼγʖ
ϑηಋߨɼঁݶΝ͑ߨϓΧϫʖΠρϕݜर͑͞ߨͳͲɼߨಊԋޤࣰભྙɼࣰભՊΝ਼ଡ
͚͢ɼքಕસରߨಊԋخޤ൭ରΝ͓ͱ͏͚͞ͳΝ͢ࢨΉͤɽ 

 
ˠߨಊԋޤϖϩϏʖߨ;ٶಊԋޤγʖϑηڛंགྷ݇Ͷͱɼߨಊԋޤॊंۂݜरर྅

͗චਤԿ͠ΗΉͪ͗͢ɼर྅ͪ͢ͳΊ͵ͤܨգીͶͯ͏ͱͺɼྫ̔ʤ̐̎̐̒ʥ೧݆̑
̑̏ೖΉͲ࠸Ԉௗͳ͵ΕΉͪ͢ɽ֚ॊंۂͺͨΗΉͲण͗ߪචགྷͲͤɽ 

 

̐ɿ࠷ೖఖʤྫ̒೧ౕ࠷༩ఈʥ 

 
ˠ֦յ̒ೖؔणߪͲर྅ͳ͵ΕΉͤ 
ˠঙਕ਼Νࡀ༽͢ͱ͏Ήͤɽण̓ंߪʛ̔໌Ͷͯ͘ϱηφϧένʖΝ̏໌ഓ͢ɼݶঁ͵͖ࡋΝ͏ߨΉͤ 

 

̑ɿࣰࢬ๏๑ 
ZOOM Νཤ༽ͪ͢ΨϱϧϱͲࣰࢬΝ༩ఈ͢ͱ͕ΕΉͤɽʤ̱̦̦̤ࣆϱηφʖϩ͗චགྷͲͤɽʥ 

 ΩϟϧʀϜέ͘ʤ͏ͱ͏͵͏ͺพϖρχιρφΝ͟६ඍ͚ͫ͠͏ɽʥϏλαϱ͗චགྷͶ͵Ε 
ΉͤɽήϩʖϕϭʖέࡏɼυΡηΩρεϥϱͶͱϜέΝ௪ͪ͗͢ݶଡ͚͍ΕΉͤͲɼ࣪ݺ 
͚͢ͺ੫͖͵ڧͲ͟णߪΝ͕͢͏بΉͤɽ 
Ήͪɼϱνʖϋρφંକ͗චགྷͶ͵ΕΉͤɽໃતંକɼӫΏԽͶཛྷΗ͗ਫ਼ͣΖڬ 

Η͍͗ΕΉͤͲ༙તͲϱνʖϋρφંକΝ͕שΌ͢Ήͤɽ͵͕ɽϱνʖϋρφંକͶ͑
௪৶ྋͺ֦ࣙͲ͟ෝ୴Ν͕͢͏بΉͤɽ 
ΨϱϧϱͲݜरणߪͶ͍ͪͮͱɼ=220ΏήϩʖϕϭʖέͲ༽ͤΖήʖήϩχϧϔ 

༽๏๑ΉͪͺήϩʖϕϭʖέΌ๏Ͷͯ͏ͱ֮͢ͱ͏͚ͪͫʰݜरࣆφϧΠϩʱΝઅ͜ 
ͱ͕ΕΉͤɽਅࠒͶͯ͏ͱͺɼพ̑ࢶ�णߪਅࠒॽ�Ͷ͠ࡎىΗͱ͏ΉͤͲɼՅՆ͵ೖͶ͟ى 
ɼචͥ͟ՅΝ͕͢͏بΉͤɽ֦յೖఖͲՅ͗ೋ͢͏ͺࣆແۃͶ࿊ཙΝ͕͢͏بΉ 
ͤɽΉͪɼh  ʹ͵֮ΏɼϜέτηφڱͺɼϋρφϭʖέয়ࡏՅφϧΠϩʱͶࣆरݜ
͏ߨΉͤͲɼຌݜरण͗ंߪՅ͢ɼणͤߪΖͳಋͣϏλαϱɼಋͣڧͲ͟ՅΝ͕ 
 Ήͤɽ͢͏ب
ˠ �յͺસΨϱϧϱͲࣰ͢ࢬΉͤ͗ɼ״ઝয়͖ڱΔॄͲࣰ͗ࢬՆͳஇͪ͢Ͷ
ͺ �յҐ߳Ψϱϧϱͳॄݜरญ༽Ͳ࠷ͶรͤߍΖ͍͗ΕΉͤɽ 

 
̒ɿݜर಼༲ 
  ಢཱིߨ๑ਕౕཱི॑ࠅஎద্֒ं૱ࢬઅͩΊԄ͗ࣖͤߨౕکಊ্֒ࢩԋंݜरʤݜેخ 
रʀࢨंݜरʥʤྫ̐೧ౕ͖ΔΩϨΫϣϧϞʥΝϗʖηͶऀճෳࢳ๑ਕͺΖͶΗͶΓΕߨ 
ಊԋޤ಼༲ΝՅັʀΠϪϱζͪ͢ϕϫήϧϞͶͱ͏ߨΉͤɽ 

 
 พ̏ࢶʤΩϨΫϣϧϞʥɼพ̐ࢶʤࢥߪҲལʥɼพ̑ࢶʤणߪਅࠒॽʥΝԾىϙʖϞϘʖζͶ͢ࡎܟΉͤ  
  քಕ্͗͏ंฯ݊ෳࢳ՟ϙʖϞϘʖζ KWWS���ZZZ�SUHI�KRNNDLGR�OJ�MS�KI�VKI�N\RGRNRXGRX�\RXNRX�KWP 
  ऀճෳࢳ๑ਕͺΖͶΗϙʖϞϘʖζ KWWS���ZZZ�KDUXQLUH�RU�MS�NRXGRX� 

ೖ  ఖ  णߪఈҽ ูॄؔغ 
ˠࢨఈغೖणՆ णߪՆ൳௪எ णߪྋగ ݜरࣆφϧΠϩ 

 1 յ 
ൔ 5� �����ਭ� ���� 

30 ໌ఖౕ 4/7ʛ5/18 ����  ��� ࠔ
������ਭ������f����� 
������������f����� 
�����݆������f������� �ൔ 5ޛ ���ਭ� ���� 

 2 յ 
ൔ 5� ������ਭ� ��� 

30 ໌ఖౕ ����ʛ����� �����  ����� ࠔ
������݆������f����� 
������ਭ������f����� 
�������ۜ������f��� ���� �ਭ������ �ൔ 5ޛ ��

 3 յ 
ൔ 5� ������ਭ� ��� 

30 ໌ఖౕ �����ʛ� ���� ������  ���� ࠔ
�����݆������f����� 
�����ਭ������f����� 
�����ۜ������f��� ���� �ਭ����� �ൔ 5ޛ ��

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/kyodokoudou/youkou.htm
http://www.harunire.or.jp/koudou/


̓ɿणߪྋ 
 ̓̎ɾ̎̎̎ԃʤ༽τΫηφʰքಕߨಊԋޤॊंۂݜरणंߪτΫηφʱେʥ 
   ˠࢩ͏ޛणߪྋศۜͺ͏ߨΉͦΞ 
 
̔ɿणߪଲেं  
 ʀߨಊԋޤॊंۂʤϖϩϏʖʥɼߨಊԋޤγʖϑηڛंʤ༩ఈंΌΉͤʥ 
 ʀಒɼ૮ɼਫ਼ղޤΏࢬઅॶʀڠಋਫ਼ԋঁ͵ʹ্͗͏ෳࢳγʖϑηͶॊͤࣆΖࢩ

ԋं 
   ˠݜरસೖఖʤ̒ೖؔʥणߪՆ͵๏ͶݸΕΉͤ 
   ˠणߪમߡͶ͕͏ͱͺɼքಕ্͗͏ंฯ݊ෳࢳ՟ͶΓΖ֮Νܨͱ݀ఈ͗͵͠ΗΉͤ 
 Ήͤ͢ߡΝ༑͢ͱમंۂॊޤಊԋߨݳरదɼରඍཀྵ༟ͶΓΕɼݜ    
 
̕ɿणߪਅ͢ࠒΊ๏๑ɼण݀ߪఈླྀΗʤˠೖఖ҈ͺɼ̐ɿ࠷ೖఖ�Νলʥ 
 ᶅ֦णߪյูॄ಼ؔغͶɼพ̑ࢶʤणߪਅࠒॽʥΝϟʖϩశͶͱૻ 
   ˠϟʖϩͲणΝخຌͳ͢Ήͤ͗ɼೋ͢͏ͺɼϟʖϩͶͱ͕͏Κ͚ͦͫ͠͏ɽ 
   ˠϟʖϩ݇໌ͺʰߨಊԋݜޤरਅࠒʱͳ͢ͱ͚ͫ͠͏ʤ໐ϟʖϩଲࡨͪΌʥ 
   ˠਅ໌̏ंࠒͶͯ͘ɼϟʖϩͺ̏௪ͥͯਅࠒΝ͢ͱ͚ͫ͠͏ 
   ˠणߪਅࠒॽυʖνͺɼϭʖχ͚͢ͺ3')υʖνͶͱૻ͢ͱ͚ͫ͠͏ 
   ˠϟʖϩणஊͲɼण྅ϟʖϩΝૻ৶͢Ήͤʤϟʖϩ͖͗͵͏ͺ͟࿊ཙ͚ͫ͠͏ʥ 
 
 ᶆਅࠒగೖ͖Δɼ�ೖؔఖౕޛͶͱणߪՆ൳௪எΝɼϟʖϩశͶͱૻ৶͢Ήͤ 
 
 ᶇण݀ߪఈंͺɼणߪྋగೖΉͲͶɼण݀ߪఈ௪எॽͶͱࢨఈ͠Ηͪ๏๑ͲणߪྋΝ͢ͱ 

͚ͫ͠͏ɽغೖΉͲͶ֮͗Ͳ͘͵͏ɼण݀ߪఈΝखΕভ͢ͳͤΖ͍͗ΕΉͤ 
 

ਅ͢ࠒΊ�ϟʖϩʁ� INQ#KDUXQLUH�RU�MS� ʤͺΖͶΗߨಊԋޤॊंۂݜरࣆແۃʥ 
 
 �  ˠ࣯͟ϟʖϩͶͱ͕͢͏بΉͤɽೋ͢͏ͶݸΕɼԾى࿊ཙు൬ߺͶͱ͕ͦ

͚ͫ͠͏�พۂແͺుͶड़Ζ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͍͗ΕΉͤɽਅ͢༃͟͡͏ΉͦΞ͗ɼؔ
Ν͕͏ͱ͕͖͚ͫ͜͢͠͏) 

 

̖ɿर྅ৄॽިͶͯ͏ͱ 
  ຌݜरસೖఖʤ̒ೖؔʥर྅ंͶͺɼਫ਼࿓ಉ͗ఈΌΖͳ͞ΘͶΓΕݜर͗ंۂࣆքಕஎ
ͺΨϱؔغरݜरर྅ৄॽ͗ި͠ΗΉͤɽݜंۂॊޤಊԋߨքಕ͑ߨఈΝण͜ͱࢨࣆ
ϧϱͺणंߪ໌ࢱͳ֮͗اͲ͘Ζয়ସͲՅΝͮͱड़ੰͳͦ͠ͱ͏ͪͫ͘Ήͤɽ
ʤճͲࣰࢬͺຘೖɼճοΥρέϱɼοΥρέΠΤφࡏॼ໌ͶΓΕड़ੰ֮Ν
ࣆͶͺɼर྅ৄॽިͺͲ͘ΉͦΞɽͪͫ͢ɼɼୂɼൊ͍͗ͮͪ͜ࠃΉͤɽʥܿੰɼங͏ߨ
ແۃଈͶͱΏΝಚ͵͏ࣆ͍͗ΖͳΌͪͺɼյΉͲͶݸΕາणߪ৾Ν͑͞ߨͳ͗
Ͳ͘Ήͤɽʤ೧಼ౕͶͮݸͱࡃٻીͪΌɼ̑յʤ࠹शյʥणंߪ৾णߪͺͲ͘ΉͦΞɽ༩
Ό͟྅ট͚ͫ͠͏ʥ 

 

̗ɿϓΧϫʖΠρϕݜरͶͯ͏ͱ 
   
ᶅ ഁݜݥर 
ຌݜरणंߪͶݸΕɼϓΧϫʖΠρϕݜरΝण͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΉͤɽݜरࢥߪΝणंߪॶࣆ

ΉͤɽΨϱϧϱ͏ߨΝٝߪͳΏɼड़͑͞ߨΝݶɼঁߨγʖϑηಋޤಊԋߨɼ͢ݥॶͶഁۂ
ͲणߪՆͲͤɽسंͺɼणߪਅࠒॽࡎىཟͶ͢ىͱ͕͏ͱ͚ͫ͠͏ɽ಼༲ࡋͺɼຌݜ
रणߪͶઈΝ͏ߨΉͤɽ 

 
ϓΧϫʖΠρϕݜरඇ༽ʁ̏̎ɾ̎̎̎ԃʤި௪ඇɼࣰඇ͖͖͗ΖͶͺɼพ੧ͪ͢͏ٽΉͤʥ 
 

ᶆ સରݜर 
ࡋͺ �� ϋρφϭʖέϙʖϞޤಊԋߨͶɼͺΖͶΗϙʖϞϘʖζΉͪͺɼͮ͠ΈΘࠔ݆

ϘʖζͶͱबஎΝ͏ߨΉͤͲɼ͚֮ͫ͟͠͏ɽ  
    ͮ͠ΈΘߨಊԋޤϋρφϭʖέϙʖϞϘʖζ� � KWWS���NRXGRXHQJR�ZL[VLWH�FRP�QHWZRUN 

ͮ͠ΈΘߨಊԋޤϋρφϭʖέ )DFHERRN� � �  KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�VNQ������ 
 

͕͏Κͦ             
ͺΖͶΗߨಊԋޤॊंۂݜरࣆແۃ 
ेॶ   ຊࢤ౨ۢ౨إཔ̏̐ড়̒̏൬̑ߺ  
ϟʖϩ fkn@harunire.or.jp 
ు   080-3800-4761 
୴  ാ ܛଢ 

mailto:fkn@harunire.or.jp
http://koudouengo.wixsite.com/network
https://www.facebook.com/skn.2016/
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（別紙３）                            社会福祉法人 はるにれの里 
 

令和４年度 北海道行動援護従業者養成研修 受講申込書 
 

研 修 日 程 募集期間（指定期日外の受付不可） 

第１回 令和４年 6 月 15 日、16 日、29 日、30 日 4 月 7日～5月 18 日必着 
 

ふりがな  性 別 生 年 月 日 

氏 名  男・女 
昭和 ・ 平成 

   年   月   日（   歳） 

↑ 全研修過程修了者に発行する「修了証書」に上記 氏名、生年月日が記載されます。旧字体等正しく記載して下さい ↑ 

法人種別（例：社会福祉法人、株式会社、等）  

法人名  

事業所名  

事業所住所 
〒 

 

連絡先電話番号  

連絡先 FAX  

連絡先メール  

申込担当者（職名・氏名）  

事業種別 

行動援護（事業所番号          ）    居宅介護等 

短期入所等 ・ 施設入所等 ・ 生活介護等 ・ 共同生活援助等 

児童発達（放課後デイ）等 ・ その他（             ） 

※行動援護事業所のみ記入 

事業所の行動援護従業者（ヘルパー）総数 （    名） 

  内、行動援護従業者研修修了者数    （    名） 

    行動援護従業者研修未受講者数   （    名） 

※行動援護事業所以外が記入 
行動援護事業の実施予定 

あり（  年  月頃 ・ 時期未定 ） ・ なし ・ 法人他事業で実施 

フォローアップ研修の希望 あり    ・    なし 

受講を希望する理由【必須】 

※選考の際に参考としますので受講しなければな
らない状況について具体的に記載してください 

 

研修事前トライアル参加 
日程の希望 
（いずれか１つに〇をつけてください） 
※参加が難しい場合は事務局に連絡
をお願いします。 

 
6/8(水)10:00～11:00  6/9(木)18:00～19:00  6/13(月)10:00～11:00 

 

 

受講申込者に関すること 

職種名  主な業務内容  
行動援護 
従業状況 行動援護現任従業者 ・ 従業予定者（    年   月） ・ 現在は行動援護従業なし 

障がい福祉 
経験年数   年  カ月 左記のうち 

行動援護経験年数   年  カ月 
法人から今回研修に複
数名応募している場合
の受講優先順位 

人中  位 

 
留意事項（下記内容を提出の前に必ずご確認ください） 
※選択肢のある項目には、該当箇所に〇をつけてください 
※記入漏れがある場合は、受付できないことや、選考時に不利となることがあります 
※事実に反する記載があった場合には、受講を取り消しとすることがあります 
※メール送付の際、本様式を本文に貼付せず、ワードデータもしくは PDF データ添付してください 
※申込者１名につき、メール１通ずつ申込してください。メール件名は「行動援護研修申込」としてください 

 
送付先メールアドレス fkn@harunire.or.jp  はるにれの里行動援護従業者養成研修事務局 
 
以下、事務局記載欄 

受付番号  採否  

受付完了メール  受講可否通知  
 


