第 3 号議案

2016 年度事業報告の件

2016 年度事業報告書
I. 総括
2016 年度の活動は、事業計画に基づきほぼ順調に執行された。法人としての体制改
善、発達障害の普及啓発活動、発達障害に関わる研修会の開催、関係省庁の委員会・
審議会への参画、各党障害者関連委員会・議員連盟等への参画、発達障害の支援を考
える議員連盟との連携等、多岐に渡る活動を実施した。以下にその実施状況を報告さ
せていただく。
1. 2016 年度事業の重点的取組方策
A) JDDnet 体制改善の継続
① 経営の強化
② 組織運営の適正化・健全化
 財務改善委員会設置準備
B) コンプライアンス遵守のための法人組織体制強化
① 利益相反・倫理委員会の開催
日時：2016 年 7 月 10 日(日) 10：00－12：00
会場：JDDnet 事務局
② 規程類の整備
 定款変更
 認証事業関係規程類変更
 寄附金等取扱規程制定
C) 適正な法人管理運営
① 定期代議員総会の開催
 第 6 回代議員総会
日時：2016 年 6 月 19 日(日) 13：00－14：15
会場：東京国際フォーラム会議室
議案
第 1 号議案 代議員並びに理事及び監事選任の件
第 2 号議案 定款変更の件
第 3 号議案 2015 年度事業報告の件
第 4 号議案 2015 年度収支決算の件
第 5 号議案 2016 年度事業計画の件
第 6 号議案 2016 年度収支予算の件
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② 理事会の開催
 第 1 回理事会
日時：2016 年 5 月 14 日（土） 13:30～16:00
会場：みなと貸会議室
議題
決議事項
第 1 号議案

定款変更の件について

第 2 号議案 2016 年度（第 6 回）代議員会の招集の件について
承認事項
第 3 号議案

2015 年度事業報告の件について

第 4 号議案 2015 年度収支決算の件について
第 5 号議案 会員入退会について
報告事項
① 熊本地震について
 第 2 回メール理事会
日時：2016 年 4 月 21 日～5 月 9 日
議題
決議事項
第 1 号議案 「認定委員会」設置について
 第 3 回メール理事会
日時：2016 年 5 月 24 日～5 月 26 日
議題
承認事項
（1） 2015 年度収支決算の件について
 第 4 回理事会
日時：2016 年 6 月 19 日（日） 14:30～15:00
会場：東京国際フォーラム会議室
議題
決議事項
第 1 号議案

理事長及び副理事長の選任の件について

承認事項
第 2 号議案 エリア会員入会について
報告事項
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認定委員と委員長選出について
 第 5 回メール理事会
日時：2016 年 8 月 25 日～9 月 8 日
議題
決議事項
（1）認証事業規程類の変更などについて
承認事項
（2） 2016 年度第 12 回年次大会につきまして
 第 6 回理事会
日時：2016 年 9 月 25 日（日） 13:30～16:00
会場：Trust Space
議題
承認事項
第 1 号議案

2017 年度事業計画について

第 2 号議案

2017 年度収支予算について

第 3 号議案

2017 年度日本財団助成金申請について

第 4 号議案

会員の入退会について報告事項

報告事項
1. 2016 年度収支中間報告について
2. 2016 人材育成研修会（前期）について
3. 年次大会について
 第 7 回メール理事会
日時：2016 年 10 月 19 日～10 月 28 日
議題
決議事項
（1）認証事業申請 3 事業所の適合について
承認事項
（2）サポート会員入会につきまして
 第 8 回理事会
日時：2017 年 3 月 18 日（日） 13:30～16:00
会場：浜松町 JDDnet 事務局
議題
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決議事項
第 1 号議案

2017 年度事業計画と予算について

第 2 号議案 財務改善委員会設置について
第 3 号議案 寄附金等取扱規程制定について
報告事項
1. 2017 年度日本財団助成金について
2. 東京都立小児総合医療センター 児童・思春期精神科
海老島健氏 JDDnet 専門委員就任について
3. JDDnet 第 13 回年次大会について
4. 各委員会「2017 年度活動計画」について

D) 会員の満足度向上
JDDnet の本来目的の追求と、これによる会員としてのメリットの実感と会
費負担への好意的意識の向上に努めた。
E) 各省庁の委員会、審議会等への参画
① 委員会、審議会への参加
 金融庁
 銀行・ATM など金融機関における合理的配慮についてヒアリン
グ
 経済産業省
 JIS(案内用図記号) 改正原案作成委員会
 厚生労働省
 WAAD2016、WAAD2017 実行委員会
 社会保障審議会障害者部会
 年金機構への意見・ヒアリング
 国土交通省
 高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計検討委員
会
 移動等円滑化に必要な旅客施設・車両等構造設備基準等検討委
員会
 航空局 障害者差別解消法に基づく対応指針策定ヒアリング
 全国バリアフリーネットワーク会議
 ＩＣＴを活用した情報提供・案内に関する調査検討委員会
 消防庁
 災害時の情報伝達、避難誘導に関する障害者ニーズ等調査ヒア
リング
 内閣府
 成年後見制度利用促進委員会
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障害者政策委員会
障害者週間セミナー

 文部科学省
 特別支援教育ネットワーク推進委員会
 内閣官房
 UD2020 関係府省等連絡会議
 UD2020 連絡会議 街づくり・心のバリアフリー分科会
 「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム検
討会
 UD の社会づくりに向けた調査試行プロジェクト
② 委員会、審議会等への意見要望提出
 【文部科学省】2016 年度 JDDnet 政策要望
 【内閣府】2016 年度 JDDnet 政策要望
 【総務省】2016 年度 JDDnet 政策要望
 【国土交通省】2016 年度 JDDnet 政策要望
 【厚生労働省】2016 年度 JDDnet 政策要望
 【経済産業省】2016 年度 JDDnet 政策要望
F) 各党障害者関連委員会・議員連盟等への参画
① 委員会、議員連盟会議への積極的参加
② 障害者関連委員会、議員連盟等への意見要望提出
 自由民主党
 自民党ユニバーサル社会推進議連
 厚生労働部会・厚生労働部会 合同部会
 民進党
 厚生労働部門会議
 民進党大会
G) 発達障害の支援を考える議員連盟との連携
① 会議への参加
② 意見要望提出
 発達障害の支援を考える議員連盟（全 4 回）
H) 地方組織「都道府県ネットワーク」との連携活動
都道府県ネットワークと連携による地域活動の活性化と支援を充実
 都道府県ネットワーク意見交換会
日時：2016 年 9 月 24 日（土）、25 日（日）
会場：浜松町 JDDnet 事務局
 発達障害普及啓発事業
詳細については「Ⅱ2016 年度事業報告 2.啓発講演会」を参照
(ア) 2016 JDDnet セミナー in ながの
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(イ) 2016 JDDnet セミナー in かごしま
(ウ) 2017 JDDnet セミナー in 福井

I) 各種委員会活動の充実
① 認定委員会
 詳細は認証事業制度整備「認証委員会」の箇所参照
② 財務委員会
 発達障害普及啓発活動
(ア) セミナー事業の実施（地方の JDDnet 団体と共催）
(イ) 都道府県ネットワークとの関係改善・協業の検討
 個人会員設置の検討
 事務局体制の整備
③ 政策委員会
 各省庁の委員会、審議会への意見要望
 各党障害者関連委員会・議員連盟への意見要望
 発達障害の支援を考える議員連盟への意見要望
④ 広報委員会
 情報管理
 情報発信
 広告宣伝活動
⑤ 災害支援対策委員会
 専門家派遣
⑥ 多職種連携委員会
 年次大会スタッフ
 人材育成研修会の実施
 発達障害支援における多職種連携のあり方検討

J) 収益の増加策
① 講演・研修会型事業では、参加費を徴収
② 多数参加型事業では、グッズ販売を実施
③ 啓発書籍を販売
④ 認証事業を展開
⑤ 新規会員入会勧誘に努力
K) 支出削減策
① 講演・研修会型事業の会場は、極力公的機関の運営する低額のものに
することにより、会場借料低減。
② チラシのデザイン内製化と、低額のネット印刷の活用により、印刷製
本費低減。
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③ 理事会開催回数の削減と、書面・電磁的方法による決議方式の活用、
並びに理事会と同日開催による各種委員会開催回数の削減により、旅
費交通費、会場借料、会議費の削減
L) 事務局体制の強化
① PDCA に基づいた事務局運営
② 業務の「見える化」
③ 事務局資料保管の適正化
④ 会計業務の適正化
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II. 2016 年度事業報告
1. 専門職支援者による支援態勢強化[多職種連携研修会]
臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士等の専門職の連携により、発達障害者・家
族の支援態勢を強化するための研修会の開催。（2 カ所）


JDDnet 発達障害支援人材育成研修会 2016（前期）
日時：2016 年 8 月 28 日（日） 10：10～16：20
会場：江戸東京博物館(東京都墨田区横網１丁目４−１)
参加者数：約 130 名
内容： テーマ「発達障害のある人が働くこと・共に働くこととは」
講演「障害者の就労施策と雇用現状と課題」
「大人の発達障害についての理解」
「発達障害者への就労支援と合理的配慮
～働くから働きたいへ 作業療法士の視点より～」
「発達障害者の就労等についての情報交換会」
【広 報】
各会員団体へのメール周知、HP での案内を行い、チラシにおいては約 2600
枚のチラシを、
大学やハローワークなどを中心に約 250 箇所に案内を送付した。
【事務局報告】
本年は、昨今急激に関心が高まっている「大人の発達障害」をテーマとして
研修会を行ったが、大人をテーマとしたため、福祉関係者や、教育関係では大
学関係者の参加が多かった。また、新たな試みとして、研修会最後に参加者に
よる情報交換会を行った。当初は、グループ内でディスカッションがされるか
どうか不安ではあったが、その不安以上に、参加者はグループでの情報交換に
積極的であった。人材育成研修会と、立場の違う人たちが集まり情報交換を行
う場は、参加者にとっても、私達主催者側にとっても有益であることから、今
後も実施していきたい。



JDDnet 発達障害支援人材育成研修会 2016（後期）
日時：2017 年 2 月 19 日（日） 10：00～16：25
会場：エッサム神田ホール 2 号館
参加者数：約 170 名
内容： テーマ「発達障害支援をつなぐ ～教育から就労へ～」
講演「教育現場における就労支援の現状と課題
～学生相談の立場から～」
「発達障害者の職業上の課題
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…働いて自立する生活の実現を支援するために…」
「発達障害のある学生の就労支援と雇用の現状と課題」
「発達障害者の就労等についての情報交換会」
【広 報】
各会員団体へのメール周知、HP での案内を行い、チラシにおいては約 2600
枚のチラシを、
大学やハローワークなどを中心に約 250 箇所に案内を送付した。
【事務局報告】
大人の発達障害が注目されている中で、大きな課題となっているのが就労で
ある。就労して初めて挫折を味わう人も多く、教育から就労へ支援をつなぐこ
とがとても重要であることから、後期は『発達障害支援をつなぐ～教育から就
労へ～』をテーマとして研修会を行った。前期に続き、福祉、教育関係者の参
加が多かったが、当事者の参加も多く、情報交換会では積極的に意見を述べて
いる姿が印象的であった。前期同様、後期でも情報交換会が有意義な場となっ
ていたことから、ただ話を聴くだけの聴講型ではなく、参加者が積極的に参加
できる参加型を、他のイベントにも取り入れてもよいのではないかと考える。
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2. 都道府県ネットワークとの連携による地域の活性化と支援を充実[啓発講演会]
都道府県ネットワークと共催で、啓発講演会を開催。（3 カ所）


2016 JDDnet セミナー in ながの
日時：2016 年 11 月 23 日（祝） 10：00～16：30
会場：豊科公民館ホール
参加者数：約 250 名
内容：テーマ「合理的配慮の向上を目指して
読めなくても、書けなくても、勉強はできる！
学習障害を知っていますか？」
講演「学習障害の基礎知識とこれからの支援の展望」
シンポジウム



2016 JDDnet セミナー in かごしま
日時：2016 年 12 月 11 日（日）10：00～16：30
会場：ハートピアかごしま
参加者数：約 200 名
内容：テーマ「先を見すえた発達障がいへの支援」
講演『つながる就労と継続に必要な支援』
シンポジウム『就労への準備性と継続に必要なこと』



2017 JDDnet セミナー in 福井
日時：2017 年 2 月 12 日（日）10：00～16：30
会場：福井県立大学福井キャンパス
参加者数：約 190 名
内容：テーマ「先を見すえた発達障がいへの支援」
講演「先を見すえた支援とは」
行政報告「福井県における発達障がい施策の現状」
シンポジウム「継続可能な支援体制構築のために」

p. 10

3. 第 12 回年次大会の開催[年次大会]
JDDnet の会員相互の情報交換、JDDnet からの情報提供、開催地からの実情報告を
行うとともに、これに併せ、啓発を兼ねて一般人の参加を促す。


JDDnet 第 12 回年次大会
日時：2016 年 12 月 4 日（日） 10：00～17：00
会場：東洋大学（白山キャンパス）
参加者数：約 200 名
内容： テーマ「インクルーシブ社会の現実に向かって
～教育から就労へ、合理的配慮とは～」
シンポジウム

【広

第1部

『教育・就労・福祉の視点から』

第2部

『医療・多職種連携・当事者団体の視点から』

第3部

「発達障害者支援法改正法」について

報】

各会員団体へのメール周知、HP での案内を行った。チラシにおいては各会員
団体、議員連盟、東京都内の大学やハローワーク、保健センター等、また、埼
玉、神奈川、千葉の行政施設に対して、約 910 カ所（約 5000 枚）ほどの案内を
送付した。
【松本大会長終了挨拶】
合理的配慮に基づく切れ目のない支援が包括的に行われるインクルーシブ
社会を実現するためにという思いで実施した、第 12 回年次大会も無事終了す
ることができた。開催に際しては、来場された多くの方に感謝申し上げるとと
もに、
ご登壇いただき専門性を活かした発言をいただいた JDDnet 理事の皆様、
議員連盟の先生方、協力していただきました企業の方々にも篤く御礼申し上げ
る。
2015 年の世界教育大臣会議による仁川宣言、国連の SDGｓ、2016 年の倉敷宣
言と持続可能なインクルーシブ社会を目指していく方向は世界共通のもので
あるといえる。その中で発達に課題を持つ児者の皆様が生き生きと人生を送る
ことができる社会はすべての方々にとって明るい社会であり実現すべき社会
であると考えている。JDDnet はより多くの方々に発達障害への理解を深めても
らうために今後とも活動していく。何卒、引き続き、ご指導、ご支援を賜りま
すよう心よりお願い申し上げる。
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【事務局報告】
本年は、8 月に発達障害者支援法が改正され、その中で学齢期から就労期な
ど各ライフステージに応じた「切れ目のない支援」が行われなければならない
と規定されたことから、テーマを「インクルーシブ社会の実現に向かって ～
教育から就労へ、合理的配慮とは～」としてシンポジウムを行った。シンポジ
ストは、発達障害の様々な分野の第一線で活躍している専門家や関係者が理事
であることが、JDDnet の強みであり財産であるため、本年は、JDDnet 理事を
シンポジストとした。
サブテーマを、第 1 部では『教育・就労・福祉の視点から』として、第 2 部は
『医療・多職種連携・当事者団体の視点から』として、それぞれに関係する理
事たちから、現状報告・課題などについて話題提供がなされた。
また、展示ブースでは、JDDnet をつながりとした専門職の集まりである多職種
連携委員会による「壁新聞」が展示され、委員会の取組や多職種連携の意義、
また参加者が現場で活用できるつながり『多職種連携モデル』が提示された。
先にも述べたが、本年は JDDnet 理事によるシンポジウムと、JDDnet らしく、
また JDDnet ならではの年次大会となった。それぞれの分野で活躍している
JDDnet 理事が揃ってシンポジウムを行うことは滅多にないことでもあるため、
JDDnet にしかできない、JDDnet だからこそできる場を提供できたのではない
かと感じている。
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4. 発達障害啓発週間イベントの開催・参画[啓発週間イベント]
A) 2016 年 JDDnet 発達障害啓発週間シンポジウム
日時：2016 年 4 月 1 日（水） 13：00－16：30
会場：東京ウィメンズプラザ
参加者数：約 70 名
内容：シンポジウム
「改めて考える、発達障害者支援法の意義」
「発達障害と合理的配慮について」
【広

報】
各会員団体へのメール周知、HP での案内を行った。また、チラシにおいて
は、JDDnet 会員のほか、東京・埼玉・神奈川・千葉の発達支援センター等 453
カ所に加え、今回新たに東京都内のハローワーク 62 カ所、大学の学生生活
相談部門 155 カ所へも配布を行った。

【事務局報告】
発達障害者支援法の改正が見込まれていること、また障害者差別解消法
が施行されたことを受けて、シンポジウムを企画したが、多くの方の関心
が寄せられていることがわかり、発達障害啓発週間に JDDnet としてイベン
トを行うことの意義を感じた。今後も広報に力を入れて、多くの方にご参
加いただけるイベントを実施して、発達障害の理解啓発に努めていきた
い。
B) 2016 年 JDDnet 発達障害啓発週間映画上映
日時：2016 年 4 月 4 日（月）、5 日（火）各日 10：00－20：45
会場：東京ウィメンズプラザ
参加者数：約 40 名
内容：映画上映
「メアリー&マックス」
「シンプル・シモン」
【広

報】
各会員団体へのメール周知、HP での案内を行った。また、チラシにおいて
は、JDDnet 会員のほか、東京・埼玉・神奈川・千葉の発達支援センター等 453
カ所に加え、今回新たに東京都内のハローワーク 62 カ所、大学の学生生活
相談部門 155 カ所へも配布を行った。

【事務局報告】
私達 JDDnet の使命の 1 つは、発達障害の理解啓発であることから、多く
の方に発達障害を知っていただく機会の提供が必要だと考え、発達障害啓
発週間に、発達障害に関する映画上映を実施した。年度初めであること、
他のイベントとの兼ね合いで平日にしか開催できなかったこと、また参加
費が有料であったことからも、思うように参加者が増えなかった。ただ、
映画を見た方からは「とてもいい映画であった」「今後も映画上映を続け

p. 13

てほしい」と直接、お声がけをいただいたことから、今回の参加者が少な
かったから来年度以降は実施しないのではなく、継続していくことで、
JDDnet が発達障害啓発週間に映画上映を行っているという周知が広がり、
発達障害を知っていただく場の提供につながるので、来年度以降も、実施
方法などを工夫しながら、実施していきたい。
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5. Center of Center 機能の整備強化[Center 機能強化]
A) JDDnet は、各会員と公的機関との間に、ネットワークの中核的要の機関と
して介在して双方向の意思疎通を行い、次のように発達障害支援の Center
of Center としての役割、任務を果たすため、情報収集・提供・整理、JDD
ホームページの整備充実に努めた。
① 立法・行政その他の公的機関の動向やこれらからの情報収集・整理
② 各会員、発達障害者・家族らから、これら公的機関に向けての質問、
要望、提案などの情報の収集、整理及びこれら情報の発信力の整備強
化を実施に努めた。また、次の活動への迅速かつ効果的な対応を行
い、有意義な成果を目指すことも努めた。
 関係各省庁への予算等要望書の提出、審議会等への参画、
 発達障害関係の議員連盟等、各党障害者関係委員会への参画、
 発達障害の支援を考える議員連盟との連携
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6. 放課後等デイサービス事業のレベルの向上を図るための認証事業 [認証事業]
発達障害児の様々な態様と障害の程度に対応した知識や技能を持つ各種専門的集
団を会員に擁する JDDnet として認証事業を実施することにより、全国に数多く営
業する放課後等デイサービス事業のレベルの向上を図る。


認証事業実施・3 事業所認証
 放課後等デイサービス ベアーズ
 地域生活支援センター「える」
 放課後等デイサービス木子里テラス
A) 全国に数多く散在する発達障害児放課後等デイサービス事業者の調査（事業
者・事業所、事業概要、所在地）とデータベース化を実施。
B) より高度な専門的知識と経験に裏打ちされたサービスレベル（レベルⅡ）の
認証事業の検討を実施。
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Ⅴ．会務報告
日付
2016年4月1日
4月2日
4月4日
4月5日
4月9日
4月9日
4月14日
4月18日
4月19日
4月26日
4月27日
5月1日
5月9日
5月12日
5月14日
5月14日
5月17日
5月19日
5月24日
5月26日
5月28日
5月26日
6月7日
6月17日
6月19日
6月19日
6月19日
6月20日
6月21日
6月22日
6月27日
6月28日
6月30日
7月1日
7月4日
7月5日
7月10日
7月15日
7月19日
7月19日
7月25日
7月24日
7月27日
7月29日
8月4日
8月19日
8月28日
8月30日
8月31日
9月2日
9月5日
9月8日
9月8日
9月9日
9月15日
9月24日
9月25日
9月25日
9月28日
9月28日
9月28日
9月29日
10月5日
10月11日
10月12日
10月19日
10月20日
10月21日
10月26日
10月27日

主催者
JDDnet
厚生労働省・東京都自閉症協会
JDDnet
JDDnet
厚生労働省
JDDnet
発達障害の支援を考える議員連盟
新国立競技場
内閣官房
東京オリパラ大会組織委員会
民進党
新国立競技場
JDDnet
JDDnet
JDDnet
JDDnet
新国立競技場
JDDnet
参議院厚生労働委員会
発達障害の支援を考える議員連盟
JDDnetかごしま
JDDnet
内閣官房
東京オリパラ大会組織委員会
JDDnet
JDDnet
JDDnet
内閣官房
新国立競技場
厚生労働省
新国立競技場
内閣官房
日本身体障害者団体連合会
JDDnet
新国立競技場
日本財団
JDDnet
内閣官房
新国立競技場
内閣官房
新国立競技場
JDDnet
JDDnet
全国自閉症者施設協議会
新国立競技場
JDDnet福井
JDDnet
文化芸術活動推進ネットワーク
エコモ財団・JICE
JDDnet
JDDnet
厚生労働省
JDDnet
JDDnet
民進党
JDDnet
JDDnet
JDDnet
新国立競技場
エコモ財団・JICE
JDDnet
ソフトバンク
自由民主党
厚生労働省
内閣府
厚生労働省
日本規格協会
内閣府
エコモ財団・JICE
国土交通省

活動内容
発達障害啓発イベントシンポジウム
TT2016
発達障害啓発イベント映画上映
発達障害啓発イベント映画上映
WAAD2016
政策委員会
「発達障害者支援法」の改正法案について総会
新国立競技場整備事業UDWS（第3回）
ＵＤ2020連絡会議 第２回街づくり分科会・心のバリアフリー分科会
コミュニケーション・サービス部会第５回接遇・心のバリアフリー作業部会
厚生労働部門会議「発達障害者支援法改正法案」についてヒアリング
新国立競技場整備事業UD サブWS（トイレ）
第2回メール理事会
認定委員会
正副理事長会議
第1回理事会
新国立競技場整備事業UDWS（第4回）
JDDnet監事会計監査
厚生労働委員会参考人招致
発達障害者支援法改正法 成立報告会について総会
JDDnetかごしまセミナー実行委員会 JDDnet事務局参加
第3回メール理事会
UD2020関係府省等連絡会議（第２回）
アクセシビリティ協議会（第７回）
第6回代議員総会
第4回理事会
政策委員会
ＵＤ2020連絡会議 第３回心のバリアフリー分科会
新国立競技場整備事業UD実施設計期間WS（第1回）
WAAD2016反省会
新国立競技場整備事業UD実施設計期間WS（第2回）
ＵＤ2020連絡会議街づくり分科会 第１回交通WG／建築・施設WG
障害者110番事業研修会講演
認定委員会
新国立競技場整備事業UD実施設計期間WS（第3回）
日本財団助成金監査
倫理・利益相反委員会
ＵＤ2020連絡会議 第４回心のバリアフリー分科会
新国立競技場整備事業UD実施設計期間WS（第4回）
ＵＤ2020連絡会議 第３回街づくり分科会
新国立競技場整備事業UD実施設計期間WS（第5回）
認証講習会
認定委員会
発達障害支援スーパーバイザー養成研修運営委員会
新国立競技場整備事業UD実施設計期間WS（第6回）
JDDnet福井セミナー実行委員会 JDDnet事務局参加
JDDnet発達障害支援人材育成研修会2016（前期）
第３回 オリ・パラ障害者文化芸術ネット会議
オリパラ共同研究 協議会（第1回）
認証事業 放課後等デイサービスベアーズ実地調査
認証事業 放課後等デイサービス地域生活支援センターえる実地調査
WAAD2017実行委員会（第1回）
第5回メール理事会
認証事業 放課後等デイサービス木子里実地調査
民進党大会
都道府県ネットワーク意見交換会
都道府県ネットワーク意見交換会
第6回理事会
新国立競技場整備事業UDWS（臨時）
オリパラ共同研究 協議会（第2回）
多職種連携委員会
かざして募金勉強会
自由民主党ユニバーサル社会推進議員連盟
WAAD2017実行委員会（第2回）
成年後見制度利用促進委員会（第1回）
第８１回社会保障審議会障害者部会
案内用図記号の視認性・理解度調査への協力
障害者政策委員会（第30回）
オリパラ共同研究 協議会（第3回）
高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計検討委員会（第2回）

日付
10月28日
10月31日
11月9日
11月10日
11月11日
11月15日
11月17日
11月21日
11月22日
11月23日
11月24日
11月24日
11月25日
11月28日
11月30日
12月1日
12月2日
12月4日
12月6日
12月7日
12月7日
12月8日
12月11日
12月12日
12月12日
12月13日
12月15日
12月19日
12月20日
12月21日
12月21日
12月22日
12月22日
12月26日
2017年1月7日
1月13日
1月25日
1月31日
2月1日
2月7日
2月9日
2月9日
2月10日
2月11日
2月12日
2月12日
2月14日
2月15日
2月16日
2月16日
2月19日
2月20日
2月21日
2月21日
2月22日
2月24日
2月24日
2月27日
3月7日
3月9日
3月9日
3月9日
3月10日
3月10日
3月12日
3月15日
3月16日
3月17日
3月18日
3月21日
3月22日

主催者
JDDnet
国土交通省
JDDnet
内閣官房
厚生労働省
厚生労働省
JDDnet
国土交通省
発達障害の支援を考える議員連盟
JDDnet・JDDnetながの
内閣官房
内閣官房
内閣官房
厚生労働省
発達障害の支援を考える議員連盟
エコモ財団・JICE
内閣府
JDDnet
経済産業省
NHK
内閣府・JDDnet
東京都自閉症協会
JDDnet・JDDnetかごしま
内閣府
自由民主党
国土交通省
消防庁
内閣官房
内閣官房
国土交通省
厚生労働省
内閣官房
国土交通省
厚生労働省
厚生労働省
国土交通省
厚生労働省
内閣官房
消防庁
内閣官房
文化芸術活動推進ネットワーク
自由民主党
JDDnet・JDDnet滋賀
JDDnet・JDDnet滋賀
JDDnet・JDDnet滋賀
JDDnet・JDDnet福井
自由民主党
金融庁
内閣官房
厚生労働省
JDDnet
内閣官房
国土交通省
厚生労働省
厚生労働省
内閣府
文部科学省
内閣官房
エコモ財団・JICE
内閣官房
内閣官房
東京都自閉症協会
全国自閉症者施設協議会
国土交通省
民進党
国土交通省
厚生労働省
東京オリパラ大会組織委員会
JDDnet
国土交通省
厚生労働省

活動内容
第7回メール理事会
移動等円滑化に必要な旅客施設・車両等構造設備基準等検討委員会（第1
認定委員会
心のバリアフリー理解促進調査第１回委員会
第８２回社会保障審議会障害者部会
WAAD2017実行委員会（第3回）
正副理事長会議
高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計検討委員会（第3回）
「改正発達障害者支援法」成立、関係各省庁の取り組み並びに来年度予算
2016 JDDnetセミナー inながの
ＵＤ2020連絡会議 第5回心のバリアフリー分科会
ＵＤ2020連絡会議 第４回街づくり分科会
企業向け汎用性がある研修プログラムの検討委員会 小ミーティング
児童発達支援に関するガイドライン策定検討会
「改正発達障害者支援法」成立、関係各省庁の取り組み並びに来年度予算
オリパラ共同研究 協議会（第4回）
障害フォーラム表彰式
JDDnet第12回年次大会
第2回JIS Z8210(案内用図記号) 改正原案作成委員会
NHK障害福祉賞表彰式
障害者週間セミナー
TT2017打合せ
2016 JDDnetセミナー inかごしま
障害者政策委員会（第31回）
「みんなの学校」上映会
航空局 障害者差別解消法に基づく対応指針策定ヒアリング
災害時の情報伝達、避難誘導に関する障害者ニーズ等調査ヒアリング
ＵＤ2020連絡会議 第5回街づくり分科会
ＵＤ2020連絡会議 第6回心のバリアフリー分科会
移動等円滑化に必要な旅客施設・車両等構造設備基準等検討委員会（第2
WAAD2017実行委員会（第4回）
「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム検討会（第2回）
高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計検討委員会（第4回）
児童発達支援に関するガイドライン策定検討会
第８3回社会保障審議会障害者部会
第14 回 全国バリアフリーネットワーク会議
WAAD2017実行委員会（第5回）
「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム検討会（第3回）
災害時の情報伝達、避難誘導に関する障害者ニーズ等調査ヒアリング
ユニバーサルデザインの社会づくりに向けた調査試行プロジェクト ヒアリング
第6回 オリ・パラ障害者文化芸術ネット会議
自民ユニバーサル社会推進議連議員立法打合せ
アメニティーフォーラム展示ブース出展
アメニティーフォーラム展示ブース出展
アメニティーフォーラム展示ブース出展
2017 JDDnetセミナー in福井
厚生労働部会・厚生労働部会 合同部会
銀行・ATMなど金融機関における合理的配慮についてヒアリング
「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム打合せ
WAAD2017実行委員会（第6回）
JDDnet発達障害支援人材育成研修会2016（後期）
ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議（第４回）
ＩＣＴを活用した情報提供・案内に関する調査検討委員会 現地調査
児童発達支援に関するガイドライン策定検討会
第８４回社会保障審議会障害者部会
障害者政策委員会（第32回）
平成28年度特別支援教育ネットワーク推進委員会（第14回）
「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム 都内試行プログラム
オリパラ共同研究 協議会（第5回）
ユニバーサルデザインの社会づくりに向けた調査試行プロジェクト 結果報告
「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム検討委員会（第4回）
TT2017打合せ
発達障害支援スーパーバイザー養成研修運営委員会
ＩＣＴを活用した情報提供・案内に関する調査検討委員会（第2回）
民進党大会
バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会
WAAD2017実行委員会（第7回）
アクセシビリティ協議会（第8回）
第8回理事会
移動等円滑化に必要な旅客施設・車両等構造設備基準等検討委員会（第3
年金機構への意見・ヒアリング

