一般社団法人 日本発達障害ネットワーク

2013 年度活動報告

１．会務報告
2013.4.02
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・Get in touch 出席（市川・藤堂・
山岡・安達）
2013.4.04
民主党内閣部会 障がい者差別禁止法の成立に向けての勉強会出席（加藤）
2013.4.06
世界自閉症啓発デー2013 参加（市川・藤堂・加藤・渡辺）
2013.4.10
公明党内閣部会・厚生労働部会・障がい者福祉委員会合同会議（倭文・加藤）
日本財団 春の交流会出席（藤堂・倭文・加藤）
2013.4.14
第 1 回理事会
2013.4.15
自由民主党障害者特別委員会出席（加藤）
2013.4.23
発達障害の支援を考える議員連盟総会出席（市川・山岡・倭文・藤堂・加藤）
2013.4.26
自由民主党障害者特別委員会出席（加藤）
公明党障がい者福祉委員会出席（加藤）
2013.6.04
全国知的障害関係施設長会議来賓出席（倭文）
2013.6.08
2013.6.28
2013.7.03
2013.7.18
2013.7.19
2013.7.22
2013.7.26
2013.8.01
2013.8.06
2013.8.09
2013.8.21
2013.8.29
2013.9.01
2013.9.05
2013.9.11
2013.9.17
2013.9.23
2013.9.24
2013.9.30
2013.10.04
2013.10.11
2013.10.15
2013.10.25
2013.11.07
2013.11.10
2013.11.11
2013.11.19
2013.11.30
2013.12.01
2013.12.04
2013.12.11
2013.12.13
2013.12.26
2014.1.13
2014.1.14

JDDNET 代議員総会・会員懇談会
第 2 回理事会
自世界自閉症啓発デー日本実行委員会 反省会出席（藤堂）
厚生労働省 発達障害者施策検討会出席（山岡）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会出席（藤堂）
高齢・障害・求職者雇用支援機構 評議委員会出席（山岡）
内閣府障害者政策委員会（第 6 回）出席（氏田）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 1 回）出席（市川）
国土交通省バリアフリーネットワーク会議出席（加藤）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 2 回）出席（加藤）
内閣府障害者政策委員会（第 7 回）出席（氏田）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 3 回）出席（市川）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 4 回）出席（加藤）
JDDNET 発達障害支援人材育成研修会（市川・藤堂・倭文・加藤・渡辺）
世界自閉症啓発デー2014 日本実行委員会（第 1 回）出席（市川・藤堂）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 5 回）出席（加藤）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 6 回）出席（市川）
第 3 回理事会
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 51 回）出席（藤堂）
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 1 回）出席（市川）
厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会（第 7 回）出席（市川）
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 2 回）出席（加藤）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 52 回）出席（藤堂）
世界自閉症啓発デー2014・日本実行委員会（第 2 回）出席（市川）
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 3 回）出席（市川）
JDD ネットワークかごしま設立記念講演（市川）
内閣府 障害者政策委員会（第 8 回）出席（氏田）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 53 回）出席（藤堂）
体験博覧会ワークショップ（東洋大学）
第 9 回年次大会（東洋大学）
第 4 回理事会
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 3 回）出席（市川）
世界自閉症啓発デー2014・日本実行委員会（第 3 回）出席（市川）
内閣府 障害者政策委員会（第 9 回）出席（氏田）
厚生労働省 障害者職業能力開発推進会議（第１回）出席（山岡）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 54 回）出席（藤堂）
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 3 回）出席（市川）
JDDNET ペアレント・メンター 公開講座（井上・安達）
JDDNET ペアレント・メンター コーディネーター養成研修会（井上・安達）

2014.1.17
2014.1.20
2014.1.21
2014.1.24
2014.1.28

世界自閉症啓発デー2014・日本実行委員会（第 4 回）出席（市川）
内閣府 障害者政策委員会（第 10 回）出席（氏田）
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）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 55 回）出席（藤堂）
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 3 回）出席（加藤）
2014.1.31
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 1 回）出席（加藤）
2014.2.3
内閣府 障害者政策委員会（第 11 回）出席（氏田）
2014.2.20
世界自閉症啓発デー2014・日本実行委員会（第 5 回）出席（市川・藤堂）
2014.2.24
厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に
関する研究会（第 4 回）出席（市川）
2014.2.28
文部科学省 特別支援教育ネットワーク推進委員会出席（新保・有澤）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 1 回）出席（加藤）
2104.3.19
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）
＊事務局会議（毎月）
＊第 9 回年次大会実行委員会（10/28）
＊第 10 回年次大会実行委員会（2013 年 10/18、12/6、12/19、2014 年 1/30、2/6）
２．主な活動
（１）4 月 2 日自閉症啓発デー、発達障害啓発週間への対応
・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点
・Get in touch 啓発イベント参画
・エリア会員団体イベントの後援
（２）代議員総会の開催
・第 3 回代議員総会
日時：2013 年 6 月 8 日（土） 13：00〜14：15
会場： 東京国際フォーラム会議室 G409 号室（東京都千代田区丸の内 3-5-1）
議案：第１号議案 2012 年度活動報告、第 2 号議案 2012 年度収支決算報告
第３号議案 理事の選定

第４号議案 定款の変更

第５号議案 2013 年度活動計画、第６号議案 2013 年度収支予算、
（３）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】

2013 年 11 月 30 日（土）

【会 場】

東洋大学 白山キャンパス （東京都文京区白山 5-28-20）

参加人数

14：30～17：40（14：30～6：00、 16：10～17：40）

のべ 287 名

〈プログラム〉
【14：30～16：00】
・「合理的配慮の最先端を見つける ～中高生と研究者の対話～」
・「会話の発達とその支援について～就学前までの質問－応答関係～」（
・「家庭や保育園・幼稚園などでできる感覚運動遊び」
・「学校現場における合理的配慮」
・「早期療育プログラムを生かしたユニバーサルデザインの遊び」
・「日本の実践における『TEACCH プログラム』を再考する」
・「DSM-５と発達障害」
・「教室の中のサバイバル～自分のことをどう伝えるか～」
【16：10～17：40】
・「支援者のためのストレスマネジメント講座」
・「ＥＬＣ：Easy Literasy Check（ディスレクシア・スクリーニング検査） の紹介」
・「困った行動への対処」

・「英語の読み書きに困難を示す子ども達への支援」
・「『SCERTS モデル』による ASD 児への早期発達支援－その理論とアセスメント・プログラム－」
・「LD・ADHD 等の心理的擬似体験プログラムを体験してみよう」
・「出張ＤＸ会 インターナショナルバージョン」
・「お片付け講座＋Necco カフェ」
・「『幼児期の気づき』～ことばの遅れと発達障害～」
(４）年次大会の開催
名 称
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 第９回年次大会
大会メインテーマ
発達障害とコミュニケーション～そのゆたかなつながり～
大会長
藤堂栄子（JDDNET 副理事長／NPO 法人エッジ）
副大会長
緒方登士雄（東洋大学文学部教育学科教授）
日
会

時
場

2013 年 12 月 1 日（日） 9：30－17：00（開場 9：00）
東洋大学
http://www.toyo.ac.jp
〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20
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、社会福
祉法人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、東京新聞社、東京都福祉保健局、東京
都教育庁
参加人数 367 名（参加者、講師、来賓、JDDNET 役員、スタッフ）
〈プログラム〉
【1102 教室】
・オープニング、大会長講演
・発達障害の生物学的な背景
・ランチョンセミナー 成人期 ADHD を正しく理解するため

共催：イーライ・リリー株式会社

・地域における発達障害支援システム
・発達障害者支援施策のこれから
【1101 教室】
・発達障害と司法・触法
・ハビリテーション ～多職種で連携する学齢前支援～専門職は何が出来るのか？
・被災地の今～東北における発達障害者支援のこれから～
【1202 教室】
・広がる教育の機会 日英の e-learning
・放課後の児童支援
・映画上映「世界一すてきな僕たち私たちへ」
【1204 教室】
・就学前の巡回支援と相談 ～各地の実情を学ぶ～
・ランチョンセミナー 思春期以降を見据えた AD/HD の理解と対応
・高等学校における特別支援教育
・発達障害のある人が元気良く働き続けるために

共催：ヤンセンファーマ株式会社

（５）理事会の開催
・第 1 回理事会報告
日 時：2013 年 4 月 14 日（日）
13：30～16：00
場 所： こどもの城 9F 905 研修室
出席者： 市川理事長、倭文副理事長、藤堂副理事長、山岡副理事長、東江理事、有澤理事、井上理事、
内山理事、大塚晃理事、新保理事、田中理事、土田理事、日詰理事、三澤理事 (以上 14 名)
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： 上野副理事長、安達理事、大塚淳子理事、塩見理事、杉山理事、竹田理事、柘植理事、長崎理
事、橋口理事、藤坂理事、(以上 10 名)
●主な審議事項
・2013 年活動計画および予算について
・定款第 4 章 役員 （任期）第 23 条について
●報告事項
・昨年度活動報告
・JDDNET2012 年決算見込み
・第 2 回理事会報告
日 時：2013 年 6 月 8 日（日）
15：05～15：35
場 所： 東京国際フォーラム G410 号室
出席者： 市川理事長、倭文副理事長、藤堂副理事長、東江理事、安達理事、有澤理事、井上理事、大塚
晃理事、大塚淳子理事、小林理事、新保理事、塩見理事、土田理事、長崎理事、橋口理事、三
澤理事(以上 16 名)
欠席者： 上野副理事長、内山理事、杉山理事、竹田理事、田中理事、柘植理事、東條理事、藤坂理事
(以上 8 名)
●主な審議事項
・ペアレント・メンターコーディネーター養成研修について
・発達障害支援人材育成研修会について
・2014 年発達障害啓発週間について
・旅費規程について
・福島支援派遣の検査具購入について
・【新版】発達障害児のために支援制度ガイドブック 増刷について
●報告事項
・新理事紹介
・第 3 回理事会報告
日 時：2013 年 9 月 23 日（祝）
13：30～16：00
場 所： 青山こどもの城 802 研修室
出席者： 市川理事長、倭文副理事長、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、小林理事、新保理事、柘植理事、土田理事、東條理事、橋口理事、三澤理事(以上 15 名)
欠席者： 上野副理事長、大塚晃理事、大塚淳子理事、塩見理事、杉山理事、竹田理事、田中理事、長崎
理事、藤坂理事(以上 9 名)
●報告事項
・東條新理事のご挨拶
・今年度年次大会、WS 進捗について
・9 月 1 日開催発達障害人材育成研修会報告について
・発達障害年鑑について
・平成 26 年度概算要求について
●主な審議事項
・入会申請について
【正会員】TEACCH プログラム研究会
【正会員】特定非営利活動法人 星槎教育研究所
・平成 26 年度 JDDNET 活動計画について
・JDDNET 組織体制について
・平成 26 年度年次大会について
・報償費規定について
・平成 26 年度 WAAD について

・第 4 回理事会報告
日 時：2013 年 12 月 1 日(日) 12：00 - 13：00
場 所： 東洋大学 白山キャンパス 1303 教室
出席者： 市川理事長、藤堂副理事長、倭文副理事長、新保副理事長、
橋口副理事長、長崎理事、安達理事、井上理事、大塚淳子理事、大塚晃理事、有澤理事、三澤
理事、藤坂理事、土田理事、東條理事、内山理事、東江理事、小林理事、柘植理事（以上 19
名）
欠席者： 上野理事、竹田理事、塩見理事、杉山理事、田中理事（以上 5 名）
●報告事項
・体験博覧会ワークショップ、年次大会の状況について
・1/10 役員勉強会について
●主な審議事項
・第 10 回年次大会（北海道）について
・発達障害年鑑 vol.5 について
・JDDNET リーフレットについて
・発達障害支援人材育成研修会について
第 5 回理事会報告
日 時： 2014 年 3 月 23 日(日） 13：30～16：30
場 所： こどもの城 9F 904 研修室 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-1
出席者：市川理事長、倭文副理事長、新保副理事長、藤堂副理事長、橋口副理事長、東江理事、上野理事、
大塚淳子理事、塩見理事、竹田理事、土田理事、東條理事、藤坂理事、三澤理事（以上 14 名）
オブザーバー：花岡氏（日本財団）
欠席者：安達理事、有澤理事、井上理事、内山理事、大塚晃理事、小林理事、杉山理事、田中理事、
柘植理事、長崎理事（以上 10 名）
●報告事項
・第 9 回年次大会について
・第 10 回年次大会ついて
・発達障害支援人材育成研修会（大阪）について
・非常勤職員雇用について
●主な審議事項
・入退会申請について
【エリア会員】一般社団法人こども家族早期発達支援学会の入会
NPO 法人ファーム、にいはまローズの退会が承認された。
・福島専門家派遣について
・関係省庁への予算要望事項について
・2014 年度 JDDNET 予算について
・日本財団との連携について
・構成団体の理事に関する定款変更について
・財政状況を考慮しての実施事業の選定について
・各委員会の見直し（運営・連絡方法の再考含む）
（６）JDD ネット会報第 16 号、第 17 号の発行
第 16 号（2013 年 9 月 30 日発行）
［主な内容］
○ 巻頭言：藤堂栄子（JDDNET 副理事長/NPO 法人 エッジ会長）
○ 第 3 回 JDDNET 代議員総会・会員懇談会報告
○ 新理事コメント
○障害者製作委員会から
○就学基準がかわりました
○ 連載＜当事者なう＞ DX 会
○ これからの JDDNET に期待すること
○ 地域における発達障害支援システムについて

○当事者なう
○ 対談：倭文真智子（JDDNET 副理事長・日本臨床心理士会）
工藤宏子（東京都小児総合医療センター） に聞く
○ 連載＜加盟団体紹介＞「一般財団法人特別支援教育士資格認定協会」
「NPO 法人 おひさまクラブ」「発達障害児・者及び家族の会シーズ」
○初めての発達障害支援人材育成研修会を開催して
○「JDD ネットながの」が発足しました
○ 2013 年発達障害啓発週間イベント ライトアップブルー
○東京タワー点灯式
○ 事務局報告／年次大会・体験博覧会ワークショップ予告／編集後記
第 17 号（2014 年 3 月 31 日発行）
［主な内容］
○ 巻頭言：塩見邦雄（JDDNET 理事/一般社団法人学校心理士認定運営機構 学校心理士会）
○ 第 9 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 18
○ 国の動向 障害者制度改革－「障害者の権利条約」の批准へ
○ 第 2 回発達障害人材育成研修会
○ 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＞「NPO 法人星槎教育研究所」
「TEACCH プログラム研究会」
「一般社団法人ぶれいん・ゆに～くす」
「所沢・軽度発達障害児者を支援する会『よつばくらぶ』」
○ 発達障害年鑑 Vol.4
○ ペアレント・メンター コーディネーター養成研修
○Get in touch
○「ライト・イット・アップ・ブルー Japan 2014」
○ 各種事業報告／事務局報告／編集後記
（７）対行政等への活動
①予算要望
平成 26 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．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．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
・民主党内閣部会
・公明党障がい者福祉委員会
③ 審議会・委員会等への参加
○厚生労働省 発達障害者施策検討会議
○厚生労働省 障害者の地域生活の推進に関する検討会
○厚生労働省 社会保障審議会障害者部会
○厚生労働省 障害者職業能力開発推進会議
○厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針のあり方に関する研究会
○文部科学省 特別支援ネットワーク推進委員会
○内閣府 障害者政策委員会
（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。
・世界自閉症啓発デー
・発達障害の支援を考える議員連盟 総会
・発達障害の支援を考える議員連盟 役員会
（９）各種事業
①ペアレント・メンター 事業
○ペアレント・メンター 公開講座
対象 ペアレント・メンターに興味のある全ての方
日時 2014年1月13日
会場 川崎市産業振興会館
参加費 1000円
参加人数 70名
講師 井上雅彦（JDDNET理事・鳥取大学）
話題提供 安達潤（JDDNET理事・北海道教育大学）
、加藤香（愛知県自閉症協会）
、
江口寧子（NPO法人それいゆ）
、小倉正義（鳴門教育大学）
指定討論 日詰正文（厚生労働省 発達障害対策専門官）

○ペアレント・メンター コーディネーター 養成研修会
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
日時 2014年1月14日
会場 川崎市産業振興会館
参加人数 16名
参加費 3000円
インストラクター 新保文彦（JDDNET副理事長・日本自閉症協会）、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）、
小倉正義（鳴門教育大学）
、内藤孝子（全国LD親の会）
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
②発達障害支援人材育成研修会

対象 当事者、家族、支援者（教育･幼稚園･保育園関係者、療育関係者、保健師ほか）
専門家、学生 など
参加費 3000 円
○東京
日時 2013 年 9 月 1 日
会場 東洋大学
参加人数 237 名
内容 「発達障害と医療 ～最近の動向について～」
JDDNET 理事長 市川宏伸（NPO 法人 日本自閉症スペクトラム学会会長）
「子どもの遊びと発達支援－体と感覚を通して」
一般社団法人日本作業療法士協会 （講師調整中）
「コミュニケーション能力の発達を支える」
一般社団法人日本言語聴覚士協会
倉田成子（九州保健福祉大学保健科学部言語聴覚療法学科）
「保育の場における保護者支援 －子どもも保護者も保育者も育つ－」
日本臨床発達心理士会 藤崎春代（昭和女子大学 人間社会学部 心理学科）

○大阪
日時 2014 年 2 月 2 日
会場 ドーンセンター
参加人数 109 名
内容
「発達障害のある子どもにあたたかい支援とは～教室でできるユニバーサルデザイン～」

一般財団法人 特別支援教育士資格認定協会

松久眞実 氏（プール学院大学）

「学校や家庭で実践できる支援のヒント ～運動・物の操作・行動を中心に～」
一般社団法人 日本作業療法士協会
嶋谷和之 氏 （大阪市更生療育センター）
「小児科臨床から見た、学齢期の支援」
一般社団法人 日本言語聴覚士協会
岩根章夫 氏（にしむら小児科、発達支援ルームみらい）
「 児童・教師・保護者に向けた心理支援の実際（仮題） 」
一般社団法人 日本臨床心理士会

西井恵子（関西心理センター谷町こどもセンター）

③発達障害普及啓発事業
○企業等向け
・大人の発達障害

日時：2014 年 3 月 19 日(水)
会場：安全衛生総合会館
参加者数：56 名
内容 発達障害についての基礎的講義
・大人の発達障害
日時：2014 年 3 月 26 日(水)
会場：大阪労働衛生総合センター
参加者数：27 名
内容 発達障害についての基礎的講義
④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、埼玉県内の親御さんに向けたペア
レント・トレーニングの実践（午前）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（午後）
。
日時：
（第 1 回）2013 年 9 月 10 日、
（第 2 回）2013 年 9 月 24 日、（第 3 回）2013 年 10 月 8 日、
（第 4 回）2013 年 10 月 22 日、
（第 5 回）2013 年 11 月 5 日
会場：所沢市保健センター（全回）
参加者数：
（第 1 回）保護者 14 名・支援者 17 名
（第 2 回）保護者 13 名・支援者 19 名
（第 3 回）保護者 14 名・支援者 18 名
（第 4 回）保護者 13 名・支援者 19 名
（第 5 回）保護者 14 名・支援者 18 名
（10）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、専門家を派遣
した。
2013 年 4 月～2014 年 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
３．会員の異動（2013 年 4 月〜2014 年 3 月）
（１）新入会員
［正会員］ TEACCH プログラム研究会
NPO 法人 星槎教育研究所
［エリア会員］一般社団法人こども家族早期発達支援学会
（２）退会会員
［エリア会員団体］NPO 法人ファーム、にいはまローズ
（３）2014 年 3 月 31 日現在の会員数
正会員団体：19、エリア会員団体：46、サポート会員：17（団体 5、個人 12）

