一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 2012 年度活動報告
１．会務報告
2012.4.2

自閉症啓発デー東京タワーブルーライトアップ点灯式（市川・上野・藤堂・倭文・加藤）
JDDNET 発達障害映画鑑賞会（市川・藤堂・倭文・加藤）

2012.4.10

発達障害の支援を考える議員連盟主催 自閉症映画鑑賞会出席（市川・加藤）

2012.4.17

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 5 回）
出席（山岡）

2012.4.25

自民党 障害者特別委員会・厚生労働部会勉強会出席（市川、上野、竹田、加藤）

2012.4.27

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 17 回）出席（山岡）

2012.4.28

第１回理事会

2012.5.9

自民党 障害者特別委員会・厚生労働部会勉強会出席（辻井・加藤）

2012.5.23

自民党 障害者特別委員会・厚生労働部会勉強会出席（加藤）

2012.5.25

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 18 回）出席（山岡）

2012.5.29

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 6 回）
出席（山岡）
厚生労働省 障害者職業能力開発推進会議（第 2 回）出席（山岡）

2012.5.30

平成 25 年度予算要求関係事項提出及び意見交換会（文科省、厚労省）出席（市川・山岡・藤堂・
三澤・加藤）

2012.6.6

厚生労働省 発達障害者施策検討会議（第 12 回）出席（山岡・氏田）
自民党 障害者特別委員会・厚生労働部会勉強会出席（藤堂・加藤）

2012.6.8

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 19 回）出席（山岡）

2012.6.10

第 2 回理事会
第 2 回 JDDNET 代議員総会・会員懇談会
第 3 回理事会

2012.6.19

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 7 回）
出席（山岡）

2012.6.28

厚生労働省 障害者職業能力開発推進会議（第 3 回）出席（山岡）

2012.6.30

JDDNET ペアレントメンターコーディネーター研修会（名古屋）出席（日詰、井上、氏田、加藤）

2012.7.3

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 8 回）
出席（山岡）

2012.7.12

自民党 障害者特別委員会・厚生労働部会勉強会出席（内山・加藤）

2012.7.19

厚生労働省 高齢・障害・求職者雇用支援機構・評議員会(第 10 回)出席（山岡）

2012.7.23

内閣府 障害者政策委員会（第 1 回）出席（氏田）

2012.7.25

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 9 回）
出席（山岡）

2012.7.31

民主党障がい者差別禁止プロジェクトチームヒアリング出席（藤堂）

2012.8.1

宮城県発達障害者復興拠点事業 宮城県角田支援学校研修「かくよう講座」（上野）

2012.8.8

発達障害の支援を考える議員連盟

2012.8.10

厚生労働省 発達障害者施策検討会議（第 13 回）出席（山岡・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出席（藤
堂）

2012.8.28

発達障害の支援を考える議員連盟

2012.9.5

第 1 回世界自閉症啓発デー2013 実行委員会（市川・加藤）

2012.9.9

第 1 回発達障害者支援センター等の相談・支援、機関連携および人材育成等の業務に関する調
査」委員会（大塚晃、氏田、加藤）

2012.9.10

障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.9.15

第 4 回理事会

2012.9.20

第 2 回世界自閉症啓発デー2013 企画委員会（市川）

2012.9.27

第 2 回公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン
検討委員会（藤堂）

2012.10.1

障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.10.12

第 2 回世界自閉症啓発デー2013 実行委員会（藤堂・加藤）

2012.10.15

障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.10.21

第 2 回発達障害者支援センター等の相談・支援、機関連携および人材育成等の業務に関する調
査」委員会（大塚晃、加藤）

2012.10.22

厚生労働省障害保健福祉主管課長会議（倭文）
障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.10.27

心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座(長野)（日詰、橋口）

2012.11.3

JDDNET ペアレントメンターコーディネーター研修会（東京）出席（日詰、井上、氏田、加藤）

2012.11.5

障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.11.7

民主党 障害者政策委員会差別禁止部会意見に対するヒアリング（上野・氏田）

2012.11.12

障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.11.17

心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座(長野)（橋口）

2012.11.20

第 3 回世界自閉症啓発デー2013 実行委員会（藤堂）

2012.11.26

障害者政策委員会(小委員会)（氏田）

2012.12.1

JDDNET 体験博覧会ワークショップ（福島大学）

2012.12.2

第 8 回 JDDNET 年次大会（福島大学）
第 5 回理事会

2012.12.6

厚生労働大臣賞授賞式典参列（倭文）
内閣府障害者週間セミナー（市川・上野）

2012.12.8

心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座(長野)（橋口）

2012.12.13

第 4 回世界自閉症啓発デー2013 実行委員会（藤堂）

2012.12.26

第 1 回災害時・緊急時に対応した避難経路等のバリアフリー化と情報提供のあり方に関する調
査研究委員会（藤堂）

2013.1.15

自民党障害者特別委員会ヒアリング（藤堂・加藤）

2013.1.16

第 5 回世界自閉症啓発デー2013 実行委員会（市川・藤堂）

2013.1.19

心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座(東京)（市川、橋口）

2013.2.2

心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座(東京)（橋口、加藤）

2013.2.4

第 2 回災害時・緊急時に対応した避難経路等のバリアフリー化と情報提供のあり方に関する調
査研究委員会（藤堂）

2013.2.8

アメニティフォーラム 17（滋賀県）

～2.10
2013.2.10

心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座(大阪)（竹田、橋口）

2019.2.19

自民党ユニーバサル社会推進議員連盟ヒアリング（藤堂・加藤）

2013.2.20

第 6 回世界自閉症啓発デー2013 実行委員会（藤堂）

2013.2.22

公明党障がい者福祉委員会ヒアリング（市川・加藤）

2013.2.24

第 3 回発達障害者支援センター等の相談・支援、機関連携および人材育成等の業務に関する調
査」委員会（大塚晃、
、氏田、加藤）

2013.3.4

公明党障がい者福祉委員会ヒアリング（藤堂・加藤）

2012.3.5

第 3 回災害時・緊急時に対応した避難経路等のバリアフリー化と情報提供のあり方に関する調
査研究委員会（藤堂）

２．代議員総会
・第 2 回代議員総会
日時：2012 年 6 月 10 日（日） 13：30〜14：15
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 2011 年度(法人第 2 期)活動報告、第 2 号議案 2011 年度(法人第 2 期)収支決算報告
第３号議案 2012 年度活動計画、第４号議案 2012 年度収支予算、
第５号議案 理事・監事の選定

３.理事会
・第 1 回理事会
日

時：2012 年 4 月 28 日（土）

場

所： こどもの城 8F

13：30～16：00

803 研修室

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、
山岡副理事長、山崎副理事長、東江理事、太田理事、大塚理事、
大塚淳子理事、塩見理事、土田理事、藤堂理事、日詰理事、
長崎理事、藤坂理事、三澤理事 (以上 17 名)
オブザーバー：有澤氏（NPO 法人日本トゥレット協会）
欠席者： 高山副理事長、辻井副理事長、高木理事、竹田理事、田嶋理事
田中理事、柘植理事、(以上 7 名)
［報告事項］
・昨年度活動報告
・JDDNET 決算見込み及び事業報告
・被災地支援岩手県事業の報告書提出について
［主な審議事項］
＊入会申請：一般社団法人

ぶれいん・ゆに～くす

上記 1 団体の入会が認められた。

・2012 年活動計画および予算について
・平成 25 年度予算要望事項について
・第 2 回理事会
日 時：2012 年 6 月 10 日（日）

10：00～12：00

場 所： 東京国際フォーラム G604 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、
高山副理事長、山岡副理事長、山崎副理事長、東江理事、
大塚淳子理事、高木理事、太田理事、竹田理事、藤堂理事、日詰理事、
長崎理事、三澤理事 (以上 17 名)
オブザーバー：安達氏（北海道大学）
、有澤氏（NPO 法人日本トゥレット協会）、
井上氏（鳥取大学）
、新保氏（社団法人日本自閉症協会）
、
橋口氏（NPO 法人えじそんくらぶ）
欠席者： 辻井副理事長、大塚理事、塩見理事、田中理事、
柘植理事、土田理事、藤坂理事、 (以上 7 名）
［主な報告事項］
＊退会報告：NPO 法人全国ことばを育む会、NPO 法人山口県自閉症協会高機能アスペの会
［主な審議事項］
＊入会申請：アスペルガー基地「みらい」
上記 1 団体の入会、2 団体の退会が認められた。
・ストレスマネジメント講座について
・第 2 回代議員総会議案書について
・各ブロック団体の位置づけについて
・第 3 回理事会
日 時：2012 年 6 月 10 日（日）

14：30～15：00

場 所： 東京国際フォーラム G604 号室
出席者： 市川理事、上野理事、藤堂理事、倭文理事、山岡理事
東江理事、竹田理事、長崎理事、大塚淳子理事、日詰理事、
三澤理事、有澤理事、安達理事、橋口理事、井上理事、新保理事、内山理事
(以上 17 名)
欠席者： 大塚理事、塩見理事、田中理事、柘植理事、土田理事、藤坂理事、杉山理事 (以上 7 名）
［主な審議事項］
・理事長および副理事長の選出
・第 4 回理事会
日

時：2012 年 9 月 23 日（土）

場

所： こどもの城 8F

13：30～16：00

803 研修室

出席者： 市川理事長、上野副理事長、倭文副理事長、山岡副理事長、
藤堂副理事長、東江理事、有澤理事、井上理事、内山理事、
大塚淳子理事、竹田理事、橋口理事、藤坂理事、日詰理事 (以上 14 名)
欠席者： 安達理事、大塚晃理事、塩見理事、新保理事、杉山理事、
田中理事、柘植理事、土田理事、長崎理事、三澤理事(以上 10 名)
［報告事項］

・12/1 体験博覧会（ワークショップ）について
・12/2 第 8 回年次大会について
・厚生労働省 平成 25 年度予算概算要求の概要について
［主な審議事項］
・大阪地裁判決について
・親学推進議連への対応について
・教員向けストレスマネジメント講座について
・サポート会員団体について
・第 5 回理事会
日

時：2012 年 12 月 2 日（日）

場

所： 福島大学

12：00～13：00

出席者： 市川理事長、上野副理事長、倭文副理事長、山岡副理事長、
藤堂副理事長、東江理事、安達理事、有澤理事、井上理事、
内山理事、大塚晃理事、大塚淳子理事、新保理事、柘植理事、
土田理事、長崎理事、橋口理事、藤坂理事、日詰理事、三澤理事(以上 20 名)
欠席者： 杉山理事、塩見理事、竹田理事、田中理事(以上 4 名)
［主な報告事項］
・第 8 回年次大会の参加状況等
・年鑑発行について
［主な審議事項］
＊入会申請：NPO 法人発達障害支援ネット「YELL」
上記 1 団体の入会が認められた。
・
「発達障害とは何か」の啓発パンフレット作成について
・アクレディテーション、企業就労についてなどの役員勉強会開催について
・労働組合等からの勉強会の打診について
・来年度啓発週間について
・2014 年第 10 回年次大会開催地候補（案）について
４．各種委員会
（１）政策委員会（大塚晃委員長）
○大阪維新の会「家庭支援条例」への意見取りまとめ
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会、社団法人 日本発達障害福祉連盟、

一般社団法人 全国児童

発達支援協議会 と連盟にて、大阪維新の会の大阪市議団が提出予定であった「家庭支援条例」に対
し、発達障害に関する案文が適切な理解に基づいていないことを指摘し、遺憾の意を表明した。
○大阪アスペルガー裁判の意見取りまとめ
アスペルガーとされる被告に対して検察の求刑を超える懲役20年の判決が言い渡された裁判に対して、
当事者、家族、支援団体などからなる JDDNET として、司法に対して発達障害の理解を求める意見をまと
めた。
○「親学」への意見取りまとめ
親学における発達障害について誤った見解に対し、当事者、家族、支援団体などからなる JDDNET として、
発達障害について適切な理解を求める意見をまとめた。
○障害支援区分への意見の意見取りまとめ
障害者のニーズに応じた適切な支援が受けられるよう、障害支援区分の在り方、障害支援区分から支給決
定に至るプロセス等について意見を提出した。

○H26 年度予算要望まとめ
H26 年度の予算要望重点事項について、会員団体からの意見要望を集約し、厚生労働省および文部科学省
に提出した。
（２）広報委員会（日詰委員長）
○JDDNET 会報 14 号の発行
○JDDNET 会報 15 号の発行
（３）倫理啓発委員会（新保委員長）
○抗議文の作成
・ハイパーコンサルティングジャパンのウェブ上に公開されております「アスペルガーADHD 発達障害改
善マニュアルの中で、
「日本発達障害ネットワーク」
「全国自閉症協会リスト」
「全国 LD 親の会リスト」
等の情報を特典として提供すると解される記載があり、それに対し削除を求める抗議文を提出した。
（４）調査研究委員会（柘植委員長）
○JDDNET 年鑑 Vol.4 の発行
（５）体制強化委員会（上野委員長）
○2012 年度の活動はなかったが、2013 年度は日本財団からの助成 3 年目として、JDDNET の経済的自立
に向けた体制整備について検討を行う予定。
（６）災害支援対策委員会（倭文委員長）
○職能団体会員による福島県への支援
・検診後の事後指導
・アセスメント指導
・療育、放課後支援
・子育て相談
・支援者に対するコンサルテーション
○宮城県への支援
・宮城県関係者会議への参画
・発達障害関係研修会への講師派遣
・宮城ペアレント・トレーニング研修へのサポート
※JDDNET の東日本大震災における被災地支援活動に対し、厚生労働大臣より表彰状が授与された。

５．主な活動
（１）発達障害啓発週間イベントの開催
・東京タワーライトアップ見学と発達障害の映画鑑賞の夕べ
日時：平成 24 年 4 月 2 日（月）
会場：東京タワー、港区ヒューマンプラザ
会費：1000 円
来場者数：51 名（公務員、教員、家族、医療従事者、大学院生、学生、その他）
実施内容：4 月 2 日「世界自閉症啓発デー 東京タワーブルーライトアップ点灯式の見学

ディスレクシアの映画「DX な日々〜美んちゃんの場合」の上映会
（２）体験博覧会ワークショップの開催
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 体験博覧会ワークショップ
日時

2012年12月1日(土）13：00－：17：15（開場12：00）

会場

福島大学

主催

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク

参加人数

のべ 230 名

〈プログラム〉
【13：00～15：00】
・「発達障害と薬物療法」
・「地域の中のペアレント・メンター」
・「本当の TEACCH」
・「PARS 評定の実際から自閉症スペクトラムを理解する」
・「ＡＢＡセラピー体験講座」
・「成人 ADHD の診断と重症度のための新しいアセスメントツール - CAADID と CAARS -」
【15：15～17：15】
・「発達障害のある青年の自立と社会参加を考える
－かれらはどのような大人として生きていくのだろうか－」
・「室内でできる遊び」
・「ストラテジーシートを使った機能分析で問題行動を解決しよう」
・「ストレスマネジメント入門講座 ～まずは自分を大切にすることから♪～」
・「PECS の効果とその指導方法の実践」
・「生活に役立つ支援技術アイテムの紹介 ～文房具から iPad まで～」
・「マッケンジー・ソープ ワークショップ（自分の心を知る）」
(３）年次大会の開催
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 第8回年次大会
大会メインテーマ
かわるもの、かわらないもの 〜これからの発達障害支援〜
大会長
内山 登紀夫
（福島大学大学院人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 教授、よこはま発達クリニック院長）
日時

2012年12月2日(日）10：00－：16：40（開場9：30）

会場

福島大学

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、福島県、福島民友、福島民報、河北新報、福島リビング、RFC
ラジオ福島

参加人数

422 名（参加者、講師、来賓、JDDNET 役員、スタッフ）

〈プログラム〉
【L 棟 L-4 教室】
・大会長基調講演 「かわるもの、かわらないもの」
・ランチョンセミナー ADHD のより良い理解のために
・発達障害 ～本当の理解へ～
・発達障害施策の現在とこれから

共催：イーライ・リリー株式会社

【L 棟 L-3 教室】
・発達障害に対する就労支援の現状と課題
・多職種で展開する発達障害支援～福島での連携を考える～
【L 棟 L-2 教室】
・ランチョンセミナー 発達障害の治療の現状

共催：ヤンセンファーマ株式会社

・発達障害の受け皿～求刑を上回る判決を考える〜
・発達障害といじめを考える
（４）JDD ネット会報第 14 号、第 15 号の発行
第 14 号（2012 年 10 月 26 日発行）
［主な内容］
○ 巻頭言：藤坂 龍司（JDDNET 理事/NPO 法人 つみきの会）
○ 第 2 回代議員総会・会員懇談会報告
○ 新理事紹介
○ 国の動向
○ 中教審最終報告
○ 対談：上野一彦 －JDDNET 副理事長・日本 LD 学会理事長に聞く－
○ 連載＜加盟団体紹介 14＞「日本感覚統合学会」
「認定 NPO 法人 みやぎ発達障害サポートネット」
○ ライトアップブルーin Japan 2012
○ 連載＜当事者なう＞
○ 事務局報告／年次大会予告／編集後記
第 15 号（2013 年 3 月 31 日発行）
［主な内容］
○ 巻頭言：三澤 一登（JDDNET 理事/一般社団法人 日本作業療法士協会）
○ 第 8 回年次大会報告
○ 体験博覧会ワークショップ
○ アメニティフォーラム 17
○ 国の動向
○ 国における障害者雇用に関する検討状況
○ 世界自閉症啓発デー＆発達障害啓発週間
○ WARM BLUE/AUTISM DAY（Get in touch!）
○ ライトアップブルーin Japan 2013
○ 障害者総合福祉推進事業
○ 連載＜加盟団体紹介 15＞「一般社団法人 日本言語聴覚士協会」
「NPO 法人 あではで神奈川」
「NPO 法人 ノンラベル」
○ 発達障害年鑑 Vol.4
○ ペアレント・メンターコーディネーター研修/ストレスマネジメント講座
○ 各種事業報告／事務局報告／編集後記
（５）発達障害年鑑 Vol.4 の発刊
発達障害年鑑 Vol.4
第1部

発達障害とはなにか
発達障害について分かってきたこと －生物学的背景を中心に－

第2部

発達障害をめぐる 2010～2011 年の動向

発達障害の 2010～2011 年
厚生労働省の取り組み
文部科学省の取り組み
医学・心理学領域での研究と展望
第3部

災害時の発達障害児・者の支援
災害時・災害後の発達障害児・者の支援；東日本大震災から考えること
震災 1 ヶ月後の現地調査から
震災 2 ヶ月後の現地調査から
被災地・宮城県石巻での取り組み
「いつも通り」を取り戻すために～2011.3.11 を忘れない
東日本大震災 自閉症の人とその家族の日々
福島県自閉症協会からの報告

第4部

年次大会報告
日本発達障害ネットワークの歩み
第 6 回年次大会報告
日本発達障害ネットワークの紹介
日本発達障害ネットワークの今後の方向性

資料編 ―関係法令・年表・名簿
（６）新版 発達障害児のための支援制度ガイドブック
2008 年 4 月の無料ガイドブックとして刊行・配布した「発達障害児のための支援制度ガイドブック」、2008
年 12 月に内容を大幅に拡充した「増補版」として発刊についで、今年度に一部内容を追加して「新版」と
して改訂版発行
（７）対行政等への活動
①予算要望
平成 24 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すること
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、専門職の積極的な活用
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．特別支援教育体制の更なる整備・拡充
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. 発達障害の特性に応じた災害時支援体制の整備
4．親の会、NPO 等との連携協力や支援の拡充
5. 発達障害に関する専門職や外部の人材の教育現場への配置と専門職の人材養成
6．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

7．教員の専門性の向上、教員への支援体制の整備
8．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
9．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
10．デジタル教科書の発達障害への活用

②国会・政党への意見表明、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。
・自民党 障害者特別委員会・厚生労働部会勉強会
・自民党ユニーバサル社会推進議員連盟
・民主党障がい者差別禁止プロジェクトチームヒアリング
・公明党障がい者福祉委員会ヒアリング
③ 審議会・委員会等への参加
○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
○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
○厚生労働省 障害者職業能力開発推進会議
○厚生労働省 発達障害者施策検討会議
○厚生労働省 高齢・障害・求職者雇用支援機構・評議員会
○内閣府 障害者政策委員会
○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
○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
○公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン検討委員会
○災害時・緊急時に対応した避難経路等のバリアフリー化と情報提供のあり方に関する調査研究委員会
（８）発達障害の支援を考える議員連盟との連携
議員連盟の国会議員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。
・発達障害の支援を考える議員連盟主催 自閉症映画鑑賞会
・発達障害の支援を考える議員連盟 大阪地裁判決について
（９）家族支援プログラム
「心が楽になる考え方のコツを知るストレスマネジメント講座」
対象 原則として小学校教員

3回参加可能な方を優先

定員 1回目講演：90名、2回目各講座：20名
参加費 1回目のみ1000円、全回5000円
・長野（2012 年 10 月 27 日、11 月 17 日、12 月 8 日）10：00－12：00
会場：長野市生涯学習センター 学習室
参加者：3 名
講師：日詰正文（JDDNET 理事；第１回目のみ）、阿部優美子（NPO 法人えじそんくらぶ）
内容：第 1 回「発達障害とストレス」
、第 2 回「子ども・保護者との付き合い方」、第 3 回「自分自身と
の付き合い方」
・東京（2013 年 1 月 19 日

10：00－12：00、2 月 2 日 10：00～16：00）

会場：青山こどもの城研修室
参加者：14 名
講師：市川宏伸（JDDNET 理事長；第 1 回目のみ）
、橋口亜希子（NPO 法人えじそんくらぶ）

内容：第 1 回「発達障害とストレス」
、第 2 回①「子ども・保護者との付き合い方」②「自分自身との
付き合い方」
・大阪（2013 年 2 月 10 日

14：30－16：30、2 月 24 日

10：00～16：00）

会場：ドーンセンター
参加者：53 名
講師：竹田契一（JDDNET 理事；第 1 回目のみ）、高山恵子（NPO 法人えじそんくらぶ）
内容：第 1 回「発達障害とストレス」
、第 2 回①「子ども・保護者との付き合い方」②「自分自身との
付き合い方」
（１０）支援者・家族支援プログラム
「ペアレント・メンター コーディネーター養成研修」
対象 厚労省の発達障害者支援体制整備事業に位置づけられているペアレント・メンター コーディネ
ーター配置事業を実施する自治体の担当者（行政、発達障害者支援センター等の職員）
現在ペアレント・メンターとして活動している方
定員 30名
参加費 3000円
講師 井上雅彦（JDDNET理事・鳥取大学）
、吉川徹（愛知県心身障害者コロニー）
、加藤香（愛知県自閉
症協会）
インストラクター 日詰正文（JDDNET理事・長野県）、小倉正義（鳴門教育大学）
、竹澤大史（愛知県心身
障害者コロニー）
、原口英之（筑波大学大学院）、氏田照子（JDDNET専門委員）
内容 [講義]
・ペアレントメンター活動とそのシステムについて
・ペアレントメンターコーディネーター業務について
[グループワーク]
・ペアレント・メンターの活動現場で生じている課題の共有、
・対応策についての意見交換
・参加者自身の行動計画作成
【愛知】
日時

2012年6月30日（土）

会場

愛知県産業労働センター ウィンクあいち

参加人数

参加者 20 名（発達障害者支援センター、行政、ペアレント・メンター）

【東京】
日時

2012年11月3日（祝）

会場

東京都立産業貿易センター

参加人数

参加者 20 名（発達障害者支援センター、行政、ペアレント・メンター）

（１１）埼玉県 ペアレント・トレーニング育成研修事業
埼玉県よりペアレント・トレーニングの支援者養成の事業委託を受け、埼玉県内の保護者に向けたペアレ
ント・トレーニングの実践と、その実践方法について地域の支援者に対して提供した。
（１２）平成 24 年度 厚生労働省 障害者総合福祉推進事業
「発達障害者支援センター等の相談・支援、機関連携及び人材育成等の業務に関する調査」
平成 24 年度は、厚生労働省から障害者総合福祉推進事業の枠組みで、発達障害者支援センターの調査

研究の事業委託を受けた。
この事業は、全国の発達障害者支援センターに対して、今後のセンターとしての機能を検討するために
管轄行政を含めた調査を行い、発達障害者支援の地域のファーストチョイスとなるべき発達障害者支援セ
ンターのあり方を検討した。
（１３）被災地支援
①福島県相馬市「ゆうゆうクラブ」への職能団体専門家派遣

福島県委託事業「被災した障がい児に対する相談･援助事業」として、福島県相馬市に支援拠点を持
つ NPO 法人さぽーとセンターぴあ 障がい児放課後支援「ゆうゆうクラブ」に対し、5 加盟団体より、
約 24 名の専門家を派遣した。
2012 年 4 月～3 月の期間、1 クール 2 泊 3 日として、各クール 2 名体制（2 団体から 1 名ずつ）にて行っ
た。
［主な活動内容］
・検診後の事後指導への支援
・アセスメント支援
・療育、放課後支援
・子育て支援
・支援者に対するコンサルテーション
・地域ミーティングへの参加
②宮城県への支援
・宮城県関係者会議へ参加
宮城県の発達障害支援体制の構築に関する意見交換の会議。
主に宮城県発達障害者支援センターの在り方に関しての議論が行われた。
2 ヶ月に１度の開催。
・宮城県角田支援学校講演会への講師派遣
・宮城県発達障害セミナーへの講師派遣
・宮城ペアレント・トレーニング研修へのサポート
2011 年度にペアレント・トレーニング研修を受けた県内施設職員等が、2012 年度に各現場でペアレン
ト・トレーニングを実践した。
10 月～12 月にかけて４回現地の職員に対してペアレント・トレーニングの運営等についてサポートを行
った。

６．会員の異動（2012 年 4 月〜2013 年 3 月）
（１）新入会員
［エリア会員］一般社団法人 ぶれいん・ゆに～くす
アスペルガー基地「みらい」
NPO 法人発達障害支援ネット「YELL」
（２）退会会員
［正会員団体］ NPO 法人全国ことばを育む会
［エリア会員団体］NPO 法人山口県自閉症協会高機能アスペの会
（３）2013 年 3 月 31 日現在の会員数
正会員団体：17、エリア会員団体：45、サポート会員：16（団体 5、個人 11）

