
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 2011年度活動報告 

 

１．会務報告

2011.4.5 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田） 

2011.4.12 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田） 

2011.4.20 公明党  東日本大震災に関する支援対策について、障がい者団体より要望・意見交換の会出席 

（倭文） 

2011.4.21 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田）                          

2011.4.26 厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 13回）出席（氏田） 

2011.4.28 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田）                          

2011.5.11 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田）                          

2011.5.24 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田）                          

2011.5.25 厚生労働省 発達障害施策検討会出席（山岡・氏田） 

 

2011.5.27 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 10回）出席（山岡） 

2011.5.31 厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 14回）出席（氏田） 

2011.6.2 自民党 障害者特別委員会・内閣部会合同会議出席（高山・加藤） 

2011.6.10 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田・加藤）                                                  

2011.6.11 第 2回理事会 および一般社団法人 JDDNET 第 1回代議員総会 

2011.6.12 障害のある方との共生社会を実現するための市民フォーラム in名古屋参加（辻井・氏田・加藤） 

2011.6.23 厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 15回）出席（氏田） 

2011.6.27 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田・加藤）                                                  

2011.7.8 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会  合理的配慮等環境整備検討ワーキンググ

ループ（第 1回）出席（山岡） 

2011.7.14 発達障害の支援を考える議員連盟勉強会「災害と発達障害」出席（市川・上野・倭文・藤堂・塩

見・加藤・会員団体会員） 

2011.7.15 障害児、知的障害・発達障害者関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田・加藤）                                                  

2011.7.22 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググル

ープ（第 2回）出席（山岡） 

2011.7.25 高齢・障害者雇用支援機構 評議員会出席（山岡） 

 

2011.7.26 厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 16回）出席（氏田） 

2011.8.9 厚生労働省 平成 23年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）関

する説明会出席（加藤）                                 

厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 17回）出席（氏田） 

 

2011.8.14 福島県支援委託事業 説明会・研修会（市川・氏田・東江・会員団体会員） 



2011.8.18 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググル

ープ（第 3回）出席（山岡） 

2011.8.19 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 11回）出席（山岡） 

2011.8.30 厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 18回）出席（氏田） 

2011.9.14 文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワ

ーキンググループ（第 4回）出席（山岡） 

2011.9.15 

 

2012.9.21 

 

2011.9.23 

文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 12回）出席（山岡） 

 

障害児、知的障害、発達障害関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田） 

 

第３回理事会 

 

2011.9.30 JDDNET会報 第 12号 発行 

 

2011.10.24 

 

 

2011.10.26 

文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワ

ーキンググループ（第 5回）出席（山岡） 

 

世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（第１回）出席（市川・加藤） 

 

2011.11.4 

 

2011.11.17 

 

2011.11.22 

 

2011.11.24 

文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 13回）出席（山岡）   

 

厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム ヒアリング出席（加藤）        

 

民主党 政策調査会厚生労働部門会議障がい者ワーキングチーム ヒアリング出席（氏田） 

 

障害児、知的障害、発達障害関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田） 

 

2011.11.28 文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワ

ーキンググループ（第 6回）出席（山岡） 

 

2011.11.30 

 

2011.12.4 

 

2011.12.5 

 

2011.12.7 

 

 

2011.12.8 

厚生労働省 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会（第１回）

出席（山岡）  

第 7回年次大会、第 4回理事会 

 

世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（第 2回）出席（市川・藤堂） 

 

平成 23年度障害者自立更生等厚生労働大臣表彰表彰式 

出席（上野） 

 

内閣府 障害者週間セミナー 

 

2011.12.9 文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 14回）出席（山岡）                         

2011.12.16 文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワ

ーキンググループ（第 7回）出席（山岡） 

                          

2011.12.21 厚生労働省 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会（第 2回）



出席（山岡） 

 

2012.1.13 

 

 

2012.1.17 

 

 

2012.1.24 

 

 

2012.1.26 

文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワ

ーキンググループ（第８回）出席（山岡） 

 

国土交通省 公共交通機関バリアフリーガイドライン検討委員会出席（藤堂） 

国土交通省 全国バリアフリーネットワーク会議出席（加藤） 

 

厚生労働省 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会 ヒアリン

グ出席（氏田・加藤） 

 

世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（第 3回）出席（高山・藤堂） 

 

2012.1.31 

 

 

2012.2.3 

〜2.5 

 

2012.2.8 

厚生労働省 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会（第 3回）

出席（山岡） 

 

アメニティフォーラム 16参加（辻井・山岡・氏田・内藤・加藤） 

 

 

厚生労働省 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（第 19回）出席（氏田） 

2012.2.9 

 

 

 

 

 

 

2012.2.13 

 

2012.2.14 

障害児、知的障害、発達障害関係団体災害対策連絡協議会出席（氏田） 

国土交通省 公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン小委員会（第 1

回）出席（藤堂） 

国土交通省 公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン小委員会（第 1回）

出席（藤堂） 

こころの健康推進議員連盟 ヒアリング出席（加藤） 

 

文部科学省 中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 15回）出席（山岡） 

 

厚生労働省 地域の就労支援の在り方に関する研究会 ヒアリング出席（内藤・加藤） 

 

２．主な活動 

（１）代議員総会の開催 

 ・第 1回代議員総会 

日時：2011年 6月 11日 13：00〜14：00 

会場： 東京国際フォーラム会議室 G602号室（東京都千代田区丸の内 3-5-1） 

議案：第１号議案 2010年度(法人第一期)活動報告、第２号議案 2010年度(法人第一期)収支決算報告 

第３号議案 理事の選定、第４号議案 2011年度活動計画、第５号議案 2011年度収支予算 

 

（２）年次大会の開催 

大会メインテーマ     発達障害とそのひろがり ～さまざまな分野における発達障害～  

大会長   市川 宏伸 

（一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 理事長、小児総合療育センター 顧問 ） 

副大会長  柘植 雅義 

(一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 理事、 国立特別支援教育総合研究所 上席総括研究員 ） 

日 時  2011年12月4日(日）9：30－16：40 

会 場    成蹊大学 

主 催   一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 



後 援  厚生労働省、文部科学省、日本障害者協議会、日本障害者リハビリテーション協会、全日本手をつなぐ

育成会、ＮＨＫ厚生文化事業団、明治安田こころの健康財団、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞

社、読売新聞社、東京都 

参加人数   703名（参加者、講師、来賓、JDDNET役員、スタッフ） 

プログラム 

［４号館ホール（メインホール）］ 

・会長講演  『発達障害とそのひろがり』・『ASD ～世界的な動向～』 

・『壁を避けずに乗り越えよう！～テクノロジーを使って、学び、働く～』 

・『幼児期からはじめる 「本人への支援」 「支援者への支援」 』 

・『発達障害施策の現在とこれから』 

［３号館３０３号］ 

・『広がり ～さまざまな障害特性を知る～』 

・『発達障害のある人の就労における課題と支援のありかた』 

・『「ハビリテーション」 ～他職種で連携する幼児期支援～』 

［５号館 １０１号］ 

・『早期の気づきと対応』 

・『発達障害児者の支援付き住まいの現状と今後』 

・『高等教育  入試から学内サポートまで』 

［５号館１０２号］ 

・『JDDNET災害支援報告 宮城・福島・岩手』 

・『JDDNET災害支援  被災地エリア会員他からの報告』 

・『JDDNET災害支援  会員職能団体からの報告』 

 

（３）理事会の開催 

  ・第 1回理事会報告 

日 時：2011年 4月 24日(日) 午後 1時 30分‐4時 00分 

場 所：子どもの城 8階 804研修室 （東京・渋谷） 

出席者：市川理事長、氏田副理事長・上野副理事長・倭文副理事長・高山副理事長・山岡副理事長 

山崎副理事長、太田理事、大塚晃理事、大塚淳子理事、高木理事、田中理事、柘植理事、 

藤堂理事、東江理事、藤坂理事、長崎理事、三澤理事、(以上 18名) 

オブザーバー：田中氏（アスペ・エルデの会）、藤平氏（発達障害支援者センター全国連絡協議会） 

欠席者：竹田理事、辻井理事、土田理事、田嶋理事(以上 4名) 

［主な審議事項］ 

入会承認：一般社団法人学校心理士認定運営機構・日本学校心理士会 

NPO法人自閉症サポートセンター 

        退会報告：NPO長野アスペ中南信親子お楽しみ会 

法人化に伴う代議員の選任について、平成 23年度 新理事(代表推薦枠)の推薦について 

平成22年度 任意団体JDDネット事業報告案および決算案について、平成23年度事業計画案について、 

平成 24年度予算要望書の提出について、JDDネットの会報のあり方について 

発達障害年鑑（年報第 3号・明石書店）の販売ルートならびに販売協力依頼について 

一般社団法人 JDDネット平成 23年度役員体制の報告、事務局体制の報告、JDDNET災害支援金につ   

いての報告、2011年次大会実行委員会報告、政党ヒアリング報告、障害児、知的障害・発達障害関係団

体災害対策連絡協議会報告、「海洋天堂」先行上映会ならびにチャリティペアチケットの販売について 

障がい者制度改革推進会議ならびに総合福祉部会報告、 

事務所の移転について 

 

 

  ・第 2回理事会報告 

日 時：2010年 6月 11日（土）  10：00～12：00 

場 所：東京国際フォーラム G608号室 

出席者：市川理事長、上野副理事長、氏田副理事長、倭文副理事長、辻井副理事長、山岡副理事長、 



東江理事、太田理事、竹田理事、田中理事、土田理事、藤堂理事、藤坂理事、長崎理事、  

三澤理事 (以上 15名) 

オブザーバー：塩見氏（一般社団法人学校心理士認定運営機構） 

欠席者：高山副理事長、山崎副理事長、大塚晃理事、大塚淳子理事、高木理事、柘植理事、田嶋理事  

(以上 7 名)

［主な審議事項］ 

会員資格喪失団体（ハービーアンドマックローリン NPO法人、LD等発達障害懇話会） 

代議員総会議案書の確認について、平成 24年度予算要望書について、平成 23年度各委員会担当について 

災害支援活動関連について、１陣・2陣派遣チームからの報告、JDDNET会員団体による支援活動等の決裁

窓口について、発達障害年鑑について、2011年度年次大会準備状況報告、事務局長と事務員の承認 

 

・第 3回理事会報告 

日 時：2011年 9月 23日（金）  13：30～16：00 

場 所：日本財団 会議室 3・4  

出席者：市川理事長、上野副理事長、辻井副理事長、山岡副理事長、山崎副理事長、大塚晃理事、     

大塚淳子理事、東江理事、太田理事、竹田理事、田嶋理事、土田理事、藤堂理事、藤坂理事、

三澤理事 

オブザーバー：村野氏（代理：全国特別支援学校知的障害教育校長会） 

欠席者：氏田副理事長、倭文副理事長、高山副理事長・高木理事、柘植理事、田中理事、長崎理事、 

日詰理事、塩見理事 

オブザーバー：藤平氏（埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」） 

［主な審議事項］ 

入会申請：一般社団法人発達・精神サポートネットワーク、ワールドハッピーママス 

JDDNET組織体制について、JDDNETあり方委員会について、被災地支援について、支援制度ガイドブッ 

ク改訂について、2011年度年次大会準備状況報告、内閣府障害者週間セミナーについて、埼玉県 発達 

障害サポート事業について、 

 

・第 3回理事会報告 

日 時：2011年 12月 4日（日）  12：20～13：20 

場 所：成蹊大学 3号館 101教室 

出席者：市川理事長、上野副理事長、辻井副理事長、山岡副理事長、山崎副理事長、氏田副理事長、 

高山副理事長、柘植理事、東江理事、太田理事、長崎理事、竹田理事、高木理事、 

田嶋理事、土田理事、藤堂理事、藤坂理事、三澤理事、日詰理事、 

オブザーバー：藤平氏（埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」） 

欠席者：倭文副理事長、大塚晃理事、大塚淳子理事、田中理事、塩見理事、 

［主な審議事項］ 

入会申請：らっこの会 東村山 困っている子ども達を応援する親の会、支援制度ガイドブック改訂

について JDDNETあり方委員会からの報告、日米自閉症スペクトラム研究会議及び啓発イベント「Get 

in Touch！」の報告、2011年度 年次大会状況報告（事務局）、日本テレビでの LDに関する報道への

抗議について 

 

（４）JDDネット会報第 12号、第 13号の発行 

   第 12号（2011年 9月 30日発行） 

  ［主な内容］ 

    ○ 巻頭言：山崎 晃資  

    ○「一般社団法人 JDDネット第１回代議員総会」報告／国の動向 

    ○ 被災地支援プロジェクト 報告／寄付への謝辞 

    ○ 対談：田中康雄 －JDDネット理事・広報委員長－に聞く 



        ○ 連載＜加盟団体紹介 12＞「日本学校心理士会」「NPO法人 自閉症サポートセンター」 

    ○ 合同アンケート調査 

    ○ 連載＜次の一歩のために〜当事者なう 2＞ 

    ○ 事務局報告／年次大会予告／編集後記 

 

   第 13号（2012年 3月 15日発行） 

  ［主な内容］ 

    ○ 巻頭言：高木 道人 

    ○ 第 7回年次大会報告 

    ○ アメニティフォーラム 16報告 

    ○ 東日本大震災の被災地支援－その後 

    ○ 対談：氏田照子 －JDDネット副理事長／元自閉症協会副会長－ に聞く 

    ○ 国の動向／Get in touch! 

        ○ 連載＜加盟団体紹介 13＞「NPO法人 全国ことばを育む「NPO法人 あっとオーティズム」 

    ○ 各種事業報告／事務局報告／編集後記 

 

（５）対行政等への活動 

  ①予算要望 

  平成 23年度予算要望事項 

  ［厚生労働省あて要望事項］ 

   １．発達障害を今後の障害児者福祉政策を検討するあらゆる場での検討課題とし、また、障害者福祉関連

法規や支援制度の中で明確に位置づけること 

２．発達障害の早期発見・早期支援の実現 

３．発達障害者の地域支援体制の拡充 

４．発達障害児者への家族支援と本人支援の地域での提供 

５． 成人期の発達障害者への支援の充実 

６．発達障害の専門的人材の育成と、専門職の位置づけの明確化 

７．障害者雇用の更なる推進 

８．医療制度の中での発達障害医療の充実 

９．被災地支援 

10．厚生労働省内の体制の強化 

   

  ［文部科学省あて要望事項］ 

   １．教育関係の法令における発達障害の位置づけの明確化 

２．高等学校段階での特別支援教育体制の位置づけの明確化と充実 

３．特別支援教育体制の更なる整備・拡充 

４. 発達障害の特性に応じた災害時支援体制の整備 

５．親の会、NPO等との連携協力や支援の拡充 

６. 発達障害専門家や外部の人材の教育現場への配置と専門家の人材養成 

７．保育所(園)や幼稚園から義務教育段階への移行支援の充実 

８．教員の専門性の向上、教員への支援体制の整備  

９．中学、高等教育等における職場実習を含めたキャリア教育との充実 

10．さまざまな特別なニーズをもつ子に対する、オルタナティブな教育支援の確保  

11．教科書バイリアフリー法、著作権改正への対応 

 

  ［内閣府あて要望事項］ 

  １．発達障害に関するなお一層の、特に地方における啓発事業を実施 

２．数の多い発達障害者の担当を明確にする 



 

  ［国土交通省あて要望事項］ 

   １．発達障害を含めたすべての障害者に対しその状態に応じた移動支援を行うこと 

２．交通標識などの表示において、発達障害にもわかりやすいものへ整備 

３．交通機関において、発達障害を持つ人に対する対応ハンドブックの有効利用のための職員の啓発と研

修を徹底すること 

４．運転免許などの試験における合理的な配慮の実施 

５．施設に関して、施設整備のポイント集の周知徹底と実施状況の検証 

６．地域間格差をなくすための施策を実施すること 

７．緊急時の発達障害を持つ人への対策を早期に策定すること 

８．数の多い発達障害の担当窓口の設置 

 

  ［法務省あて要望事項］ 

   １．民事：登記など窓口における発達障害に合わせた配慮、コミュニケーション機器の整備、職員の研修 

２．刑事：検察官送致から起訴に至る過程で、発達障害のある人の適切な理解のための職員への啓発、研

修の徹底、尋問する際に専門職などが臨席できるよう人員配置 

３．矯正：鑑別所、少年院、拘置所、少年刑務所、刑務所における職員の発達障害への啓発と研修。また、

服役または入院されている発達障害を持つものに対する適切な対応と指導。そのための人員配

置。 

４．保護：保護司などへの啓発及び研修 

５．法務省などが主導して行うイベントにおける啓発の実施 

６．これらの施策を企画実施するために省内に発達障害の担当者の任命 

 

②国・国会等への意見表明、意見陳述 

   ロビー活動や各政党の障害者施策関連の委員会等のヒアリングに参加し意見表明を行った。 

 

③ 審議会・委員会等への参加 

   ○中央教育審議会 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 

     山岡 修（一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長） 2011年 5月～2012年 2月 6回開催 

○中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会  合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 

         山岡 修（一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長） 2011年 7月～2012年 1月 8回開催 

   ○高齢・障害者雇用支援機構 評議委員会 

     山岡 修（一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長） 2011年 7月 1回開催 

○厚生労働省 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 

山岡 修（一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長） 2011年 11月～2012年 1月 3回開催 

   ○内閣府、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 

     氏田 照子（一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長）2011年４月～2012年 2月 6回開催 

○国土交通省 公共機関バリアフリーガイドライン検討委員会 

     藤堂 栄子（一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事） 2012年 1月 １回開催 

○国土交通省 公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン小委員会 

     藤堂 栄子（一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事） 2012年 2月 １回開催 

○国土交通省 公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン小委員会 

     藤堂 栄子（一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事） 2012年 2月 １回開催 

   ○国土交通省、全国バリアフリーネットワーク会議   

     加藤 永歳（一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局長）  2012年 1月 1回開催 

  

（６）発達障害の支援を考える議員連盟との連携 

 議員連盟の皆さまと発達障害をとりまく状況について情報を共有し、発達障害の理解啓発をはじめ、発達 



障害者支援施策の推進をめざした。また「災害と発達障害」というテーマでの議連勉強会も開催した。 

 

（７）事業  

 ①家族支援プログラム 

  ○ストレスマネジメント講座 

 ・御殿場（2012年 1月 26日、2月 13日、2月 24日）9：30－11：30 

  会場：森之腰幼稚園（1回目）、原里幼稚園（2回目）、玉穂幼稚園（3回目） 

  参加者：25名、講師：橋口亜希子（NPO法人えじそんくらぶ） 

  内容：第１回「子供との付き合い方」、第２回「大人との付き合い方」、第３回「どんな時でも、角が立たな

い伝え方」 

 ・東京（2012年 2月 25日、3月 3日、3月 10日）14：00－16：00 

  会場：青山こどもの城会議室 

  参加者：25名、講師：橋口亜希子、阿部優美子（ともに NPO法人えじそんくらぶ） 

  内容：第１回「子供との付き合い方」、第２回「大人との付き合い方」、第３回「どんな時でも、角が立たな

い伝え方」 

 ・川崎（2012年 3月 10日、3月 24日、3月 31日）9：30－11：30 

  会場：ミューザ川崎 

  参加者：3名、講師：橋口亜希子（NPO法人えじそんくらぶ） 

  内容：第１回「子供との付き合い方」、第２回「大人との付き合い方」、第３回「どんな時でも、角が立たな

い伝え方」 

 

 ②支援者・家族支援プログラム 

  ○ペアレントメンター支援者養成講座 

     島根、京都、徳島、京都、石川、富山、鳥取にて支援センター向けのメンター事業立ち上げのための事前 

研修を行なった。メンターの位置づけや特徴、他地域での活動や運営組織の例などの紹介、専門機関や行

政とメンターとの共通理解につながる内容となった。また地域の専門機関のスタッフインストラクターと

して講座に参加してもらう「事前トレーニング」も行われた。 

 

 ③福島県委託支援事業 

  ○被災した障がい児に対する相談・援助事業 

   JDD ネットの正会員団体である日本臨床心理士会、日本臨床発達心理士会、特別支援教育士会、日本作業

療法士協会、日本言語聴覚士協会の各士会に所属する専門家を、週ごとに交替制で派遣し、障がい児の放

課後支援あたった。 

 

 ④岩手県委託支援事業 

  ○被災地発達障がい児支援事業 

   安達潤（北海道教育大学）を責任者とし、前川あさみ（東京女子大学）、岡村章司（兵庫教育大学）、 

   大久保賢一（北海道教育大学）、高柳伸哉（浜松医科大学）のメンバーにより、岩手県の被災沿岸部を中

心とした圏域にて、保育関係者・保健師・療育関係者・相談支援専門員・学校教員への専門研修、被災地

域における関係機関とのネットワークづくりの後方支援、岩手県総合教育センター、発達障がい者支援セ

ンター等への各種助言等を、2期に分けて行なった。 

 

３．会員の異動（2011年 4月〜2012年 3月） 

 （１）新入会員 

  ［正会員団体］一般社団法人 学校心理士認定運営機構 

 ［エリア会員］NPO法人 自閉症サポートセンター 

        一般社団法人 発達・精神サポートネットワーク 

NPO法人 あっとオーティズム 



らっこの会 東村山 困っている子ども達を応援する親の会 

 （２）退会会員 

  ［エリア会員団体］ハービーアンドマックローリン NPO法人、LD等発達障害懇話会、 

NPO長野アスペ中南信親子お楽しみ会 

 

 （３）2012年 3月 31日現在の会員数 

   正会員団体：18、エリア会員団体：49、サポート会員：34 

 

 

 

 

 


