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2014 年度活動報告

世界自閉症啓発デー2014・シンポジウム（市川・藤堂・倭文・加藤・渡辺）
東京タワーブルーライトアップ点灯式典（市川・藤堂・加藤）
第 1 回 JDDnet 理事会
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 3 回）出席（市川）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 4 回）出席（市川）
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出
席（加藤）
発達障害の支援を考える議員連盟（市川・藤堂・倭文・橋口・三澤・荻原・加藤）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 5 回）出席（市川）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 52 回）出席（藤堂）
JDDNET 広報委員会（橋口・藤堂・安達・井上）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 6 回）出席（加藤）
JDDNET 懇談会（市川・藤堂・上野・有澤・工藤剛・小松・加藤）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 7 回）出席（加藤）
JDDNET 代議員総会
第 2 回 JDDNET 理事会
全国知的障害関係施設長等会議開会式出席（加藤）
自由民主党 ユニバーサル社会推進議員連盟出席（藤堂）
JDDNET 体制強化委員会（藤堂・安達・内山・田中尚・加藤）
JDDNET 広報委員会（橋口・藤堂・東條・安達・井上）
第 16 回世界作業療法士連盟大会・第 48 回日本作業療法学会式典出席（倭文）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 8 回）出席（市川）
東京都特別支援教室モデル事業評価委員会出席（山岡）
JDDNET 広報委員会（橋口・藤堂・安達・井上）
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 9 回）出席（市川）
JDDNET 懇談会（市川・倭文・藤堂・橋口・東條・上野・有澤・安達・藤坂・小林・金谷・竹
田・土田・三澤・松本・工藤剛・小松・駒井・鈴木・松井・柴田・加藤・渡辺）
JDDNET 広報委員会（橋口・藤堂・安達・井上）
JDDNET 第 10 回年次大会
JDDNET 第 3 回理事会
厚生労働省 障害児支援の在り方に関する検討会（第 10 回）出席（市川）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会出席（藤堂）
JDDNET 広報委員会（橋口・安達・井上）
障害者職業総合センター「発達障害者の職業生活上の課題とその対応に関する研究」研究委員
会出席（山岡）
JDDNET 広報委員会（橋口・藤堂・東條・安達・井上）
JDDNET 広報委員会（橋口・藤堂・東條・安達・井上）
厚生労働省 障害者職業能力開発推進会議出席（山岡）
JDDNET 体制強化委員会（藤堂・内山・田中尚・加藤）
JDDNET 懇談会（市川・倭文・藤堂・橋口・上野・有澤・内山・三澤・松本・小松・田中尚・
加藤・渡辺）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会出席（藤堂）
JDDNET 広報委員会（橋口・安達・加藤・渡辺）
JDDNET 広報委員会（橋口・安達・井上）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 1 回）出席（加藤）
第 4 回理事会
JDDNET 発達障害支援人材育成研修会
JDDNET 広報委員会（橋口・安達・井上）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
第 5 回理事会
東京タワーブルーライトアップ点灯式典（市川・藤堂・加藤）
新国立競技場のユニバーサルデザインに関するヒアリング（市川・加藤）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 2 回）出席（市川・加藤）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
厚生労働省 障害児通所支援に関するガイドライン策定検討会（第 1 回）参考人出席（加藤）
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劇場、競技場等の観客席を有する施設の建築設計標準に関する検討委員会出席（橋口）
JDDnet 広報委員会
JDDnet 広報委員会
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 3 回）出席（市川・藤堂）
厚生労働省 障害児通所支援に関するガイドライン策定検討会（第 2 回）参考人出席（加藤）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 4 回）出席（市川・藤堂・加藤）
一般財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「東京 2020 オリンピ
ック・パラリンピック競技大会に向けたアクセシビリティ協議会」ヒアリング出席（橋口）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会出席（藤堂）
日本トゥレット協会主催啓発映画上映会出席（加藤）
新国立競技場のユニバーサルデザインに関するヒアリング（加藤）
日本精神保健福祉士協会設立 50 周年記念祝賀会出席（加藤）
厚生労働省 障害児通所支援に関するガイドライン策定検討会（第 3 回）参考人出席（加藤）
厚生労働省 障害者自立厚生党厚生労働大臣表彰式出席（加藤）
内閣府障害者週間セミナー（市川・大塚晃・加藤）
JDDnet 第 6 回理事会
JDDnet 発達障害体験ワークショップ（首都大学東京）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 5 回）出席（市川・藤堂・加藤）
JDDnet 広報委員会（橋口・安達・井上）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 「発達障害者の職業生活への満足度と職場の
実態に関する調査研究」委員会出席（藤堂）
JDDnet 認証事業委員会
新国立競技場のユニバーサルデザインに関するヒアリング（市川・加藤）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 6 回）出席（市川・藤堂・加藤）
JDDnet 認証事業委員会
TokyoTower2015 プロジェクト 実行委員会
国土交通省第 2 回全国バリアフリーネットワーク会議出席（橋口）
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会に向けたアクセシビリティ協議会」出席（橋口）
当事者団体と事務局の作業部会
JDDnet 認証事業委員会
JDDnet 認証事業勉強会
厚生労働省 障害福祉サービスの在り方検討会ヒアリング出席（市川・加藤）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 6 回）出席（市川・藤堂・加藤）
JDDnet 多職種連携委員会
JDDnet 発達障害支援人材育成研修会
JDDnet 認証事業委員会
文部科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会出席（橋口）
アメニティフォーラム出展（加藤）
公明党内閣部会、障がい者福祉委員会合同会議出席（市川・橋口・加藤）
東京自閉症協会発達障害関連団体交流会出席（橋口）
自由民主党ユニバーサル社会推進議員連盟出席（橋口）
JDDnet 認証事業委員会
新国立競技場のユニバーサルデザインに関するヒアリング（加藤）
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 7 回）出席（加藤）
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会出席（藤堂）
厚生労働省 障害福祉関係主管課長会議出席（橋口・加藤）
発達障害の支援を考える議員連盟「発達障害者支援法改正についての検討会（第 1 回）出席（市
川・橋口・加藤）
JDDnet 認証事業委員会
JDDnet 多職種連携委員会
世界自閉症啓発デー2015 実行委員会（第 7 回）出席（市川・藤堂・加藤・橋口）

＊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 4 回代議員総会
日時：2013 年 6 月 8 日（日） 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 2013 年度収支決算報告の件、第 2 号議案 理事・監事選任の件
第３号議案 2014 年度活動計画の件

第４号議案 2014 年度収支予算の件

第５号議案定款の変更の件
（3）発達障害普及啓発事業
・
「2014 ＪＤＤネットワークセミナー in ながの」
日時：2014 年 7 月 27 日（日） 10：00－16：30
会場：浅間温泉文化センター（長野県松本市浅間温泉 2 丁目 6 番 1 号）
参加者数：約 500 名
内容 テーマ「医療からの発信」
講演「臨床医からみた発達障害の診療と連携」
ランチョンセミナー「発達障害診療の最前線～小児から大人まで～」
シンポジウム「ながの発！明日を見据えた発達障害ネットワーク～支えあう教育と就労と医療」
(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１０回年次大会
大会メインテーマ
子育て支援からの発達支援そして発達障害支援
大会長
安達潤（JDDNET 理事／北海道教育大学旭川校 特別支援教育分野 教授）
副大会長 田中康夫（JDDNET 理事／こころとそだちのクリニック むすびめ 院長）
日

時

2014年7月5日（土）12：30－17：00
7月6日（日） 9：30－16：30

会 場

かでる 2・7（北海道立道民活動センター）

http://homepage.kaderu27.or.jp/

〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル
主 催
後 援

011-204-5100

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク（JDD ネット）
厚生労働省、文部科学省、北海道、札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、
日本障害者協議会、日本障害者リハビリテーション協会、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、北海道新聞社

参加人数

545 名（参加者、講師、来賓、JDDNET 役員、スタッフ）

【7 月 5 日】
大ホール
12：30～12：50
・オープニング

12：50～14：40
・『～JDD ネットワーク 10 周年記念～発達障害支援のこれまでとこれからを語り尽くすシンポジウム』

第１シンポジウム

「JDD ネットワーク 10 年の歩み」

15：00～17：00
・『～JDD ネットワーク 10 周年記念～発達障害支援のこれまでとこれからを語り尽くすシンポジウム』
第２シンポジウム

「JDD ネットワーク 10 年の展望」

【7 月 6 日】
大ホール
9：30～11：20
・『思春期における親子支援を考える』

12：30～13：20
・『発達障害の支援を考える議員連盟の国会議員の皆様と保護者との対話』

13：30～16：30
・『成人後の生活をどう支えるか』

大会議室
9：30～11：20
・『親支援に向けた乳幼児健診と健診後の支援体制』

11：30～12：30
・『日本イーライリリー株式会社共催ランチョンセミナー「成人 ADHD への精神療法的接遇」』

13：30～14：50
・『幼児期の親子支援を考える』

15：10～16：30
・『学齢期の親子支援を考える』

820 研修室
9：30～11：20
・『障害者権利条約後の発達障害支援を考える―国の施策からの展望―』

11：30～12：30
・『ヤンセンファーマ株式会社共催ランチョンセミナー「発達障害～診断の先へ～」』

13：30～16：30
・『障害者権利条約後の発達障害支援を考える―北海道の施策からの展望―』

520 研修室
13：30～14：50
・『多職種で展開する発達障害支援～北海道での連携を考える～

（5）JDDNET 体験ワークショップの開催
日時 平成26年12月7日（日）
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）
学生 など
参加費 2000円（1コマ）
参加人数 166名
内容・講師
「成人の発達障害と新たな診断基準」

市川宏伸（JDDNET理事長／日本自閉症スペクトラム学会会長）
「
『障害のある子どもの心理』心理的疑似体験」
両川晃子（信州大学付属病院／長野県スクールカウンセラー／特別支援教育士ＳＶ）
「やってみよう！構造化」
黒田美保（福島大学特任教授/TEACCHプログラム研究会理事）
「テーブルトーク・ロールプレイングゲーム（TRPG）体験講座」
加藤浩平（金子書房編集部／東京学芸大学大学院）
「遊びや日常生活での活動を通した発達支援」
土田玲子（JDDNET理事／県立広島大学教授／作業療法士／日本感覚統合学会会長）
「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～」
知念洋美（一般社団法人日本言語聴覚士協会／千葉県千葉リハビリテーションセンター）
東江浩美（JDDNET理事／一般社団法人日本言語聴覚士協会）
「ストレス解消！ちょっと気になる子の子育て応援講座」
橋口 亜希子（JDDNET副理事長／NPO法人えじそんくらぶ理事）
「ABAセラピー体験講座」
藤坂龍司（JDDNET理事／NPO法人つみきの会代表）
「KD？（こんなとき、どうする？）プロジェクト パネルディスカッション」
OhToT
（6）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 平成 26 年 8 月 31 日（日）10：10～16：20
会場 日本財団 会議室
参加人数 132 名
内容・講師
「発達障害の基礎と最近の動向」
JDDNET 理事長 市川宏伸（日本自閉症スペクトラム学会会長）
「子どもの遊びと生活を通じて行う発達支援作業療法の視点から～」
一般社団法人 日本作業療法士協会 酒井康年氏（うめだ・あけぼの学園）
「言語・コミュニケーションの発達支援」
一般社団法人 日本言語聴覚士協会 倉井成子氏（九州保健福祉大学）
「幼児期の保護者支援－グレーゾーンを中心に」
一般社団法人 日本臨床心理士会 日戸由刈氏（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

○兵庫
日時 平成27年2月1日（日）10：10～16：20
会場 兵庫県立リハビリテーションセンター
参加人数 142 名
内容・講師
「発達障害の基礎と最近の動向」
厚生労働省 発達障害対策専門官

日詰正文氏

「子どもの遊びと生活を通じて行う発達支援作業療法の視点から～」

一般社団法人 日本作業療法士協会 酒井康年氏（うめだ・あけぼの学園）
「言語・コミュニケーションの発達支援」
一般社団法人 日本言語聴覚士協会 倉井成子氏（九州保健福祉大学）
「幼児期の保護者支援－グレーゾーンを中心に」
一般社団法人 日本臨床心理士会 日戸由刈氏（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
（7）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。
2014 年 4 月～、1 クール 2 泊 3 日として、各クール主に 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
（8）各種委員会
○財務委員会
JDDNET の活動の企画および財務全般に関して検討を行っている
○広報委員会
ホームページおよびリーフレットのリニューアル
○体制強化委員会
発達障害認証事業の検討
○災害支援対策委員会
被災地支援、職能団体専門家派遣
○多職種連携委員会
多職種の連携支援を強化するために設立
（9）理事会の開催
・第 1 回理事会報告
日

時：2014 年 4 月 13 日(日) 13：30 - 16：00

場 所：日本財団 〒107−8404 東京都港区赤坂 1 丁目 2 番 2 号日本財団ビル
出席者：市川理事長、新保副理事長、藤堂副理事長、橋口副理事長、東江理事、安達理事、有澤理事、
井上理事、上野理事、内山理事、大塚晃理事、塩見理事、小林理事、塩見理事、竹田理事、
土田理事、東條理事、三澤理事
オブザーバー：牟田氏（監事）
、五味氏（TEACCH プログラム研究会）、
藤平氏（埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」）
相澤氏、花岡氏（日本財団）
欠席者：倭文副理事長、大塚淳子理事、小林理事、杉山理事、田中理事、柘植理事、長崎理事、藤坂理事
●主な審議事項
・2014 年度活動計画および予算について
・委員会について
・定款の変更について
・H27 年度 厚労省・文科省 予算要望事項について
●報告事項

・昨年度活動報告
・JDDNET2013 年決算見込み
・第 10 会年次大会について

・第 2 回理事会報告
日

時：2014 年 6 月 8 日(日) 14：30 – 16：30

場 所：東京国際フォーラム会議室 G410 号室
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、
安達理事、有澤理事、井上理事、内山理事、大野理事、大塚晃理事、金谷理事、小林理事、
土田理事、東條理事、藤坂理事、三澤理事
オブザーバー：牟田氏（監事）
、花岡氏（日本財団）
欠席者：上野理事、大塚淳子理事、辻井理事、竹田理事、田中理事、柘植理事、松本理事
●主な審議事項
・理事長、副理事長選任について
・委員会活動のスケジュールについて
・体制強化委員会
・広報委員会
・財務委員会
・政策委員会
・第 10 回年次大会について
・2014 発達障害人材育成研修会について
・埼玉県ペアレントトレーニング指導者育成研修事業委託について
●報告事項
・新理事紹介
・第 3 回理事会報告
日 時：2014 年 7 月 5 日（土）
17：05～18：05
場 所：かでる 2・7 540 会議室
出席者：市川理事長、新保副理事長、東條副理事長、倭文副理事長、藤堂副理事長、橋口副理事長、
東江理事、安達理事、有澤理事、井上理事、内山理事、小林理事、三澤理事、大塚晃理事、
竹田理事、田中理事、藤坂理事(以上 17 名)
欠席者：上野理事、柘植理事、大塚淳子理事、大野理事、辻井理事、土田理事、田中理事、金谷理事
(以上 8 名)
●報告事項
・退会事項
【エリア会員】長野アスペ親の会
・第 10 回年次大会について
・体制強化委員会 認証事業について
・広報委員会
・財務委員会
・第 4 回理事会報告
日

時：2014 年 8 月 17 日(日) 14：00 – 16：00

場 所：日本財団 会議室
出席者：市川理事長、藤堂副理事長、橋口副理事長、東江理事、安達理事、有澤理事、井上理事、内山理
事、金谷理事、小林理事、田中理事、東條理事、松本理事、三澤理事

オブザーバー：宮崎氏（監事）
、花岡氏（日本財団）
欠席者：倭文副理事長、新保副理事長、上野理事、大塚晃理事、大塚淳子理事、大野理事、竹田理事、
柘植理事、辻井理事、土田理事、藤坂理事
●報告事項
・退会事項
【エリア会員】信州発達障害研究会
・第 10 回年次大会
・2014JDD ネットワークセミナーin ながの
・体制強化委員会
・広報委員会
・財務委員会
●主な審議事項
・多職種連携支援委員会（仮）について

・2015 発達障害啓発週間イベントについて
・第 5 回理事会報告
日 時：2014 年 9 月 23 日(日) 13：30 – 16：15
場 所：青山こどもの城 904 研修室
出席者：市川理事長、倭文副理事長、新保副理事長、東條副理事長、藤堂副理事長、橋口副理事長、
安達理事、有澤理事、井上理事、上野理事、内山理事、小林理事、竹田理事、土田理事、藤坂理
事、松本理事、三澤理事
オブザーバー：相澤氏（日本財団）
、渡辺氏（日本精神保健福祉士協会）
欠席者：東江理事、大塚晃理事、大塚淳子理事、大野理事、金谷理事、田中理事、柘植理事、辻井理事
●報告事項
・発達障害人材育成研修会
●主な審議事項
・各委員会から（今後の行動計画及びスケジュール）
・ファンドレイジングフェア＆ディナーパーティーについて
・2015 年度日本財団申請について
・2014 年度 放課後支援ゆうゆうクラブ JDDNET 専門家派遣について
・2015 年４月１日発達障害啓発週間記念イベントについて
・第 6 回理事会報告
日

時：2014 年 12 月 6 日(土) 13：30 – 16：00

場 所：青山こどもの城 801 研修室
出席者：市川理事長、倭文副理事長、新保副理事長、東條副理事長、橋口副理事長、東江理事、有澤理事
内山理事、大野理事、金谷理事、小林理事、土田理事、藤坂理事、松本理事、三澤理事
（以上 15 名）
欠席者：藤堂副理事長、安達理事、井上理事、上野理事、大塚晃理事、大塚淳子理事、竹田理事、
田中理事、柘植理事、辻井理事（以上 10 名）
●報告事項
・広報委員会
・体制強化委員会
・福島支援について
・人材育成研修会 2014
●主な審議事項
・入退会申請について（市川理事長）
・発達障害支援法 10 年記念 4 月 1 日発達障害啓発イベントについて

・７月５日ファンドレイジングフェアパーティーについて
・広報委員会（橋口理事）
・【新版】支援制度ガイドブック
・ＪＤＤネット広島について
・第７回理事会報告
日

時： 2015 年 3 月 22 日(日) 13：30 – 16：00

場 所：東京都立産業貿易センター（浜松町館） 第一会議室
出席者：市川理事長、倭文副理事長、新保副理事長、東條副理事長、藤堂副理事長、橋口副理事長、
東江理事、安達理事、有澤理事、井上理事、上野理事、内山理事、小林理事、土田理事、
藤坂理事、三澤理事
欠席者：大塚晃理事、大塚淳子理事、大野理事、金谷理事、竹田理事、田中理事、柘植理事、辻井理事、
松本理事
●報告事項
・広報委員会
・認証委員会
・多職種連携委員会
・2014 年度決算について
・ファンドレイジングフェアについて
・4 月 1 日啓発イベントについて
●主な審議事項
・福島専門家派遣について（市川理事長）
・JDDnet 被災地沿岸部における発達障害児者の現状と支援課題に関する調査について（安達理事）
・2015 年度予算について（新保副理事長）
・その他
●来年度予算について厚生労働省・文部科学省から
・厚生労働省日詰専門官から
・文部科学省田中調査官から
（10）JDDNET 会報第 18 号・19 号の発行
第 18 号（2014 年 10 月 22 日発行）
［主な内容］
○ 巻頭言：東條 裕志（JDDNET 副理事長/NPO 法人 全国 LD 親の会 理事長）
○ JDDNET 代議員総会・会員懇談会報告
○ 第 10 回年次大会報告
○ 新理事コメント
○ 厚生労働省・障害者職業能力開発推進会議について
○ 2014 年発達障害啓発週間イベント「ライト イット アップ ブルー」
○ Get in touch レポート
○ JDD ネットワークセミナー in 長野
○ JDDNET 発達障害支援人材育成研修会
○ 連載＜加盟団体紹介＞「一般社団法人 日本自閉症協会 」
「岡山県高機能広汎性発達障害児・者親の会（アリスの会）
」
「アスペルガー基地 みらい」
○ 体制強化委員会から
○ 広報委員会から
○ 第 2 回 Advocacy Leader ship Network Meeting 報告
○ 発達障害年鑑 Vol.5 発行

○ 事務局報告／体験博覧会ワークショップ予告／訃報／編集後記
第 19 号（2015 年 3 月 31 日発行）
［主な内容］
○ 巻頭言：市川 宏伸（JDDNET 理事長/NPO 法人 全国 LD 親の会 理事長）
○ 体験ワークショップ報告
○ JDDnet 発達障害人材育成研修 in 兵庫
○ 世界自閉症啓発デー LIGHT IT UP BLUE ～その蒼い光は海を越え世界をつなぐ
○連載＜加盟団体紹介＞「NPO 法人 アスぺの会石川」
「ラヴミントの会」
「NPO 法人 繭」
○ これまでとこれからの発達障害者支援の取組 ～厚生労働省の発達障害対策から～
○ これからの発達障害 ～文部科学省から～
○ 会報最終のお知らせ
○ 事務局報告／発達障害のサポーターになりませんか？／発達障害啓発週間／編集後記

（11）対行政等への活動
①予算要望
平成 27 年度予算要望事項
・厚生労働省
・文部科学省
・内閣府
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
・自民党ユニーバサル社会推進議員連盟
・公明党内閣部会、障がい者福祉委員会合同会議
③ 審議会・委員会等への参加
○厚生労働省
・障害児支援の在り方に関する検討会
・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
・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
・障害児通所支援のガイドラインに関する検討会
・障害福祉サービスの在り方検討会ヒアリング
・障害福祉関係主管課長会議
○国土交通省
・全国バリアフリーネットワーク会議
・劇場、競技場等の観客席を有する施設の建築設計標準に関する検討委員会
・新国立競技場のユニバーサルデザインに関するヒアリング
○内閣府 障害者政策委員会
○文部科学省 特別支援教育ネットワーク推進委員会
（12）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

