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ホームページアドレスが変わりました！ホームページアドレスが変わりました！

障害者支援費、障害者支援費、利用者負担額に上限利用者負担額に上限

厚労省が基準案厚労省が基準案

　行政が決めていた障害者福祉サービスを障害者　行政が決めていた障害者福祉サービスを障害者

自身が選択、自身が選択、契約できるように改める契約できるように改める「支援費制「支援費制

度」度」について、について、厚生労働省は１２日、厚生労働省は１２日、利用者負担利用者負担

の基準額案と事業者に支払われるサービスの単価の基準額案と事業者に支払われるサービスの単価

案を公表した。案を公表した。利用者負担は利用するサービスの利用者負担は利用するサービスの

種類や内容、種類や内容、所得によって異なるが、所得によって異なるが、現行の措置現行の措置

制度と比べ、制度と比べ、ホームヘルプの一部で負担が減る一ホームヘルプの一部で負担が減る一

方、方、デイサービスなどでは増える場合もある。デイサービスなどでは増える場合もある。

　　　　　　　　　　　－２００３．　　　　　　　　　　　－２００３．０１上旬－０１上旬－

障害者支援費障害者支援費：：

「上限」「上限」実質撤廃、実質撤廃、合意へ合意へ　　　　

                                  2003.01.27                                  2003.01.27

　４月に始まる障害者の　４月に始まる障害者の「支援費制度」「支援費制度」について、について、

厚生労働省がホームヘルプサービスの補助金を自治厚生労働省がホームヘルプサービスの補助金を自治

体に配分する際の体に配分する際の「上限」「上限」を設けようとしている問を設けようとしている問

題で、題で、坂口力厚労相は２７日の衆院予算委員会で坂口力厚労相は２７日の衆院予算委員会で

「（反対していた障害者団体側から）「（反対していた障害者団体側から）だいたいほぼ合だいたいほぼ合

意を頂いたと聞いている」意を頂いたと聞いている」と述べた。と述べた。坂口厚労相に坂口厚労相に

よると、よると、同日午後２時から行われる厚労省と障害者同日午後２時から行われる厚労省と障害者

団体側の協議で、団体側の協議で、最終的な合意事項の確認が行われ最終的な合意事項の確認が行われ

る。る。【毎日新聞】【毎日新聞】

　　

障害者ホームヘルプに関する国庫補助金取り扱い障害者ホームヘルプに関する国庫補助金取り扱い

についてについて（要旨）（要旨）

　１、　１、国庫補助基準は、国庫補助基準は、市町村にたいする補助金市町村にたいする補助金

の交付基準であって、の交付基準であって、個々人の支給量の上限を定個々人の支給量の上限を定

めるものではなく、めるものではなく、市町村の支給決定を制約する市町村の支給決定を制約する

ものでない。ものでない。

　２、　２、今回の国庫補助基準は、今回の国庫補助基準は、現在の平均的な利現在の平均的な利

用状況を踏まえて設定するものであり、用状況を踏まえて設定するものであり、今後の利今後の利

用状況等を踏まえ見直す。用状況等を踏まえ見直す。

　３、　３、基準の設定に当たっては、基準の設定に当たっては、現在提供されて現在提供されて

いるサービス水準が確保されるよう、いるサービス水準が確保されるよう、円滑な移行円滑な移行

を図ることとし、を図ることとし、従前の国庫補助金を下回る市町従前の国庫補助金を下回る市町

村については、村については、移行時において、移行時において、原則として、原則として、従従

前額を確保する。前額を確保する。

　４、　４、検討会をできるだけ早い時期に設置する。検討会をできるだけ早い時期に設置する。国国

庫補助基準については検討会において、庫補助基準については検討会において、その見直その見直

しの必要性について検証する。しの必要性について検証する。検討会の運営につ検討会の運営につ

いては、いては、利用者の意向を配慮し、利用者の意向を配慮し、利用当事者の参利用当事者の参

加を求める。加を求める。

　５、　５、今後とも、今後とも、ホームヘルプサービスについてホームヘルプサービスについて

は充実をはかるとともに、は充実をはかるとともに、そのための予算の確保そのための予算の確保

につき、につき、最大限努力する。最大限努力する。

障害者支援費について障害者支援費について
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ホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定について以下の文面を奈良県と中核市に出しておきホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定について以下の文面を奈良県と中核市に出しておき

ました。ました。

他の市町村には時間の都合でだせませんでした。他の市町村には時間の都合でだせませんでした。河村河村

これは奈良市の例です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年１月２３日これは奈良市の例です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年１月２３日

　殿　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　社団法人日本自閉症協会奈良県支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　社団法人日本自閉症協会奈良県支部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　　支部長　河村　舟二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　　支部長　河村　舟二

                                                                                    　　　　　〒　　　　　〒639-1055639-1055

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和郡山市矢田山町８４の１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和郡山市矢田山町８４の１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡・・FaxFax　　0743-55-27630743-55-2763　　　　　　　　

ホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定についてホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定について

拝啓　平素より貴殿の障害者福祉に対するご努力に感謝申し上げます。拝啓　平素より貴殿の障害者福祉に対するご努力に感謝申し上げます。

　新聞報道等でご存知のことと思われますが、　新聞報道等でご存知のことと思われますが、厚生労働省は支援費制度におけるホームヘルプサービスの厚生労働省は支援費制度におけるホームヘルプサービスの

国庫補助金交付に際して、国庫補助金交付に際して、障害種別、障害種別、程度による平均利用時間を用いた交付基準を策定しようとしていま程度による平均利用時間を用いた交付基準を策定しようとしていま

す。す。

　これは、　これは、各自治体に対して、各自治体に対して、“障害者ホームヘルプは上限を設けず必要に応じて提供すること”“障害者ホームヘルプは上限を設けず必要に応じて提供すること”を指導し、を指導し、

各自治体が執行した事業費に対して１／２の補助を行ってきた国の方針を転換するものです。各自治体が執行した事業費に対して１／２の補助を行ってきた国の方針を転換するものです。私ども地域私ども地域

で暮らす重度障害者は、で暮らす重度障害者は、そのような交付基準の設定は、そのような交付基準の設定は、障害者の多様なニーズに対する見方を固定化させ、障害者の多様なニーズに対する見方を固定化させ、

実質的には、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つものと理解し、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つものと理解し、今後のホームヘルプ利用今後のホームヘルプ利用

に強い不安を感じております。に強い不安を感じております。

　今回の件につきましては、　今回の件につきましては、日本身体障害者団体連合会や全日本手をつなぐ育成会、日本身体障害者団体連合会や全日本手をつなぐ育成会、日本障害者協議会、日本障害者協議会、

ＤＰＩ日本会議など障害種別を超えて各団体が共同し、ＤＰＩ日本会議など障害種別を超えて各団体が共同し、撤回の申し入れを行っており、撤回の申し入れを行っており、日本自閉症協会奈日本自閉症協会奈

良県支部も参加し、良県支部も参加し、１月１６日に厚生労働省前で行われた抗議行動では１２００人を超える障害当事者と１月１６日に厚生労働省前で行われた抗議行動では１２００人を超える障害当事者と

その関係者が集まり、その関係者が集まり、反対の声をあげました。反対の声をあげました。

　また、　また、各自治体においても、各自治体においても、東京都や政令指定都市を中心とした１３都市連絡会から東京都や政令指定都市を中心とした１３都市連絡会から（※別紙参照）、（※別紙参照）、今今

回の補助金交付基準の策定に反対する申し入れを行っております。回の補助金交付基準の策定に反対する申し入れを行っております。
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会員紹介会員紹介((療育部編療育部編))

  中村　垣貴中村　垣貴((こうきこうき))５歳　　　　　　　　　　５歳　　　　　　　　　　

　　　　　　　Ｈ．　　　　　　　Ｈ．１０．１０．１．１．２７生２７生

　父、　父、母、母、妹妹((１歳１歳))の４人家族で奈良市に住んの４人家族で奈良市に住ん

でいます。でいます。垣貴は中度の知的障害のある自閉症垣貴は中度の知的障害のある自閉症

です。です。自閉症と診断されたのは丁度３年前、自閉症と診断されたのは丁度３年前、２２

歳の誕生日を迎えた頃でした。歳の誕生日を迎えた頃でした。どこにも居場所どこにも居場所

を見つけることのできなかった私達でしたが、を見つけることのできなかった私達でしたが、

現在は仔鹿園でお世話になり、現在は仔鹿園でお世話になり、落ち着いて暮ら落ち着いて暮ら

せるようになりました。せるようになりました。園での熱心な療育のお園での熱心な療育のお

陰で、陰で、最近では園のお友達や妹にとても関心を最近では園のお友達や妹にとても関心を

示し仲良くしています。示し仲良くしています。それと共に言葉も増え、それと共に言葉も増え、

最近は簡単な２語文も出るようになり、最近は簡単な２語文も出るようになり、本人も本人も

話をするのが楽しいらしく、話をするのが楽しいらしく、冬休み中は一日中冬休み中は一日中

話しかけられ、話しかけられ、「少しは黙ってよー！」「少しは黙ってよー！」と贅沢なと贅沢な

ことまで思う今日この頃です。ことまで思う今日この頃です。身辺などまだま身辺などまだま

だ課題は山積みですが、だ課題は山積みですが、本人の伸びる力を信じ本人の伸びる力を信じ

てあきらめずに取り組みたいと思います。てあきらめずに取り組みたいと思います。最後最後

に、に、いつも励みになっていた絆の新聞に載せていつも励みになっていた絆の新聞に載せて

頂きありがとうございます。頂きありがとうございます。なかなか部会等になかなか部会等に

参加できずにいるのですが、参加できずにいるのですが、今後共宜しくお願今後共宜しくお願

いします。いします。

中司敬太中司敬太((けいちゃんけいちゃん))　７歳　　　　　　　　　７歳　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　Ｈ７．　　　　　　　　　　　　　Ｈ７．８．８．２１生２１生

　パパ、　パパ、ママ、ママ、兄兄((１０歳１０歳))の４人家族です。の４人家族です。１１

才６ヶ月検診で目を合わせない、才６ヶ月検診で目を合わせない、笑わない、笑わない、呼呼

んでも反応なし等を指摘されて以来、んでも反応なし等を指摘されて以来、あちこちあちこち

の病院で色んな検査を受けて１年後やっとの病院で色んな検査を受けて１年後やっと「自「自

閉症」閉症」という診断を受けました。という診断を受けました。当時、当時、奈良に奈良に

引っこして来たばかりで、引っこして来たばかりで、道もわからず、道もわからず、知り知り

合いもいなくて本当につらい思いをしました。合いもいなくて本当につらい思いをしました。

でも保健婦さんの力強い後押しや、でも保健婦さんの力強い後押しや、義母の義母の「み「み

んなで育てよう！」んなで育てよう！」という言葉に支えられ、という言葉に支えられ、

パートに出れるまでになった事が信じられないパートに出れるまでになった事が信じられない

くらいです。くらいです。そして去年４月、そして去年４月、めでたく兄が通めでたく兄が通

う地域の小学校に入学し、う地域の小学校に入学し、毎日楽しく過ごして毎日楽しく過ごして

います。います。((放課後にはバンビーホームに行ってま放課後にはバンビーホームに行ってま

す。）す。）まだまだこれからも色んな壁が待ち受けてまだまだこれからも色んな壁が待ち受けて

いると思いますが、いると思いますが、優しいお兄ちゃんと、優しいお兄ちゃんと、パパパパ

と担任の先生の多大な協力があるので、と担任の先生の多大な協力があるので、何とか何とか

やっていけそうな気がする今日この頃です。やっていけそうな気がする今日この頃です。

お 知 ら せお 知 ら せ

自閉症協会奈良県支部のメーリングリスト自閉症協会奈良県支部のメーリングリスト(ML)(ML)

発足のお知らせ。発足のお知らせ。

今年の１月の初旬から会員であり、今年の１月の初旬から会員であり、コンピューコンピュー

ターの専門家である田中正司さんのご厚意によターの専門家である田中正司さんのご厚意によ

り、り、メーリングリストが使える体制が整えられメーリングリストが使える体制が整えられ

ています。ています。

これを使えば、これを使えば、登録者に対し一度に同メール登録者に対し一度に同メール

を送れます。を送れます。単なるお知らせだけでなく、単なるお知らせだけでなく、広く広く

皆の意見を聞いたり相談することができます。皆の意見を聞いたり相談することができます。

前回の絆発行以降に、前回の絆発行以降に、自閉症協会の本部や他の自閉症協会の本部や他の

障害者団体などから、障害者団体などから、緊急の厚生労働省への緊急の厚生労働省への

ホームヘル問題で抗議活動の要請等がありましホームヘル問題で抗議活動の要請等がありまし

たが、たが、この様子をメーリングリスト登録者に早この様子をメーリングリスト登録者に早

く伝えることができました。く伝えることができました。

大変便利な通信手段ですので、大変便利な通信手段ですので、インターネッインターネッ

トに繋げることができる会員さんは是非、トに繋げることができる会員さんは是非、ご参ご参

加くださいますようお願いします。加くださいますようお願いします。ただ、ただ、このこの

メーリングリストは第三者に好き勝手に使用さメーリングリストは第三者に好き勝手に使用さ

れないために、れないために、自閉症協会奈良県支部会員専用自閉症協会奈良県支部会員専用

にしています。にしています。そのため秘密の保持もできます。そのため秘密の保持もできます。

どしどし参加希望案内にしたがって、どしどし参加希望案内にしたがって、登録して登録して

ください。ください。（事務局河村）（事務局河村）
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⑨　メーリングリストへ参加するためには、⑨　メーリングリストへ参加するためには、本人の本人の

処理が必要なため、処理が必要なため、⑧の項目のあとに⑧の項目のあとに

　　登録処理する手順がかかれております。　　登録処理する手順がかかれております。

　　　　

　　■　　■  参加する参加する

　　 ———————————————————— ————————————————————

　　  下記ＵＲＬにアクセスすると登録処理が完了しま下記ＵＲＬにアクセスすると登録処理が完了しま

す。す。

　　 http://ml.infoseek.co.jp/cgi-bin/ http://ml.infoseek.co.jp/cgi-bin/
joindo.cgi?ml=asj-nara&joindo.cgi?ml=asj-nara&･･････・・・・・・・・　←ここをク　←ここをク

リックするリックする

　これで登録完了となります。　これで登録完了となります。　　

⑩　「メーリングリストへの参加完了のお知らせ⑩　「メーリングリストへの参加完了のお知らせ  」」とと

いうメッセージが届きます。いうメッセージが届きます。

　　　　 ———————————————————— ————————————————————

　　　　  infoseek   infoseek メーリングリストからのお知らせ！メーリングリストからのお知らせ！

　　　　 ———————————————————— ————————————————————

　　「メーリングリストに参加された方のアドレス」　様　　「メーリングリストに参加された方のアドレス」　様

　　を　　を  メーリングリストメーリングリスト

　　　　  asj-nara@ml-b3.infoseek.co.jpasj-nara@ml-b3.infoseek.co.jp

　　　　  に登録完了しました。に登録完了しました。

　　　　  上記アドレスにメールを送ると、上記アドレスにメールを送ると、メンバ全員に届メンバ全員に届

　　きます。　　きます。
  　　　　  分からないことがあれば分からないことがあれば

　　　　  asj-nara-owner@ml-b3.infoseek.co.jpasj-nara-owner@ml-b3.infoseek.co.jp

　　　　  までご連絡ください。までご連絡ください。

⑪　また、⑪　また、日本自閉症協会　奈良県支部　メーリン日本自閉症協会　奈良県支部　メーリン

グリストより以下のメッセージも届きます。グリストより以下のメッセージも届きます。

　　　　    これは、これは、メールサーバーからの自動応答メッメールサーバーからの自動応答メッ

セージです。セージです。
  　　　　  あなたのメールアドレスをメーリングリストに登あなたのメールアドレスをメーリングリストに登

録いたしました。録いたしました。

　　　　    たくさんメールを出していただき、たくさんメールを出していただき、楽しいメーリ楽しいメーリ

ングリストにしてングリストにして  いきましょう！いきましょう！
    　　詳しくは、　　詳しくは、管理者に問い合わせて下さいませ。管理者に問い合わせて下さいませ。
    　　よろしくお願いします！　　よろしくお願いします！

「注意」「注意」

　このメーリングリストは、　このメーリングリストは、インフォシーク社の無料インフォシーク社の無料

版を使用して運営を行っております。版を使用して運営を行っております。

　よって、　よって、メーリングリストの始めに広告が入り、メーリングリストの始めに広告が入り、最最

後にも少し広告が入ります。後にも少し広告が入ります。

　また、　また、毎週１回、毎週１回、メールマガジンが配信されまメールマガジンが配信されま

す。す。ご了承ください。ご了承ください。

１．１．日本自閉症協会　奈良県支部のメーリングリス日本自閉症協会　奈良県支部のメーリングリス

トに参加希望の方は、トに参加希望の方は、以下の以下の

　　　　MailMail　　AddressAddress に投稿するか、に投稿するか、 または支部役員または支部役員

に参加したい旨をお伝えください。に参加したい旨をお伝えください。

ASJASJ奈良県支部メーリングリスト登録奈良県支部メーリングリスト登録

処理の流れ処理の流れ

asj-nara@ml-b3.infoseek.co.jpasj-nara@ml-b3.infoseek.co.jp　に投稿された　に投稿された

場合　　①　～　⑪場合　　①　～　⑪

支部役員に参加したい旨をお伝えいただいた方　　支部役員に参加したい旨をお伝えいただいた方　　

　　　　⑥　～　⑪　　　　⑥　～　⑪

①　①　宛先に　宛先に　asj-nara@ml-b3.infoseek.co.jpasj-nara@ml-b3.infoseek.co.jp  をを
　　記入　　記入

②　件名に②　件名に　「　　「　ASJASJ奈良奈良MLML 参加希望　」参加希望　」と書いてと書いて

　　ください。　　ください。

③　文中に会員氏名③　文中に会員氏名 （本人および保護者）（本人および保護者）とメーリとメーリ

ングリストに参加するングリストに参加するMailMail　　AddressAddress

　　（投稿した　　（投稿したMailMail　　AddressAddressで参加する場合は、　　で参加する場合は、　　

　　書かなくても結構です）　　書かなくても結構です）

④　未登録のため、④　未登録のため、以下のエラー以下のエラー （Ｅｒｒｏｒ）（Ｅｒｒｏｒ）メッメッ

セージが返されます。セージが返されます。

　　「このメーリングリストはメンバーのみ投稿できま　　「このメーリングリストはメンバーのみ投稿できま

す。す。　あなたは、　あなたは、このメーリングリストのメンバではこのメーリングリストのメンバでは

ないため投稿できません。ないため投稿できません。

　　  詳細に関しては管理者にお問い合わせください。」詳細に関しては管理者にお問い合わせください。」

⑤　登録はまだされておりませんが、⑤　登録はまだされておりませんが、これで、これで、メーメー

リングリスト管理者に未登録投稿があったことが、リングリスト管理者に未登録投稿があったことが、

知らされます。知らされます。

⑥　メーリングリスト管理者が、⑥　メーリングリスト管理者が、登録の設定を行い登録の設定を行い

ます。ます。

⑦　メーリングリスト参加希望者に⑦　メーリングリスト参加希望者に「「メーリングリストメーリングリスト

へのお誘いへのお誘い」」Ｍａｉｌが届きます。Ｍａｉｌが届きます。

⑧　以下のメッセージが届きます。⑧　以下のメッセージが届きます。

　　　　

　　　　　　——————————————————————————————————————
——————————————
  　　　　  infoseek   infoseek メーリングリストからの招待状！メーリングリストからの招待状！

　　　　 ———————————————————— ————————————————————
————————————

　　　「メーリングリスト参加希望者のアドレス」　　さ　　　「メーリングリスト参加希望者のアドレス」　　さ

んへんへ

　　　　

　　　あなたは　　　あなたは

　　　　  asj-nara@ml-b3.infoseek.co.jpasj-nara@ml-b3.infoseek.co.jp

　　　　  メーリングリスト管理人のメーリングリスト管理人の
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２００３年１月２７日２００３年１月２７日

  各理事、各理事、支部長、支部長、評議員、評議員、運営委員　様運営委員　様

                                            社団法人日本自閉症協会社団法人日本自閉症協会

                                            常務理事　山　本　　衞常務理事　山　本　　衞

          アスペルガー症候群アスペルガー症候群・・報道への対応について報道への対応について

  拝啓拝啓

  　過日は、　過日は、標題のアスペルガー症候群についての標題のアスペルガー症候群についての

報道機関への申し入れに関しまして、報道機関への申し入れに関しまして、支部並びに支部並びに

会員の皆さまよりご意見をお寄せいただきありが会員の皆さまよりご意見をお寄せいただきありが

とうございました。とうございました。

  　全日空ハイジャック事件の公判日　全日空ハイジャック事件の公判日（１月３１（１月３１

日）日）をターゲットに準備を進めておりましたが、をターゲットに準備を進めておりましたが、本本

日、日、司法記者クラブ、司法記者クラブ、厚生労働記者会などの報道厚生労働記者会などの報道

機関をはじめ各出版社機関をはじめ各出版社  宛に①報道についてのお願宛に①報道についてのお願

い、い、②②「「ASJASJ資料資料3010830108・・アスペルガー症候群」、　アスペルガー症候群」、　

③自閉症③自閉症  の手引き、の手引き、④東京都支部発行のアスペル④東京都支部発行のアスペル

ガー症候群のガイドブックを添えて直接申しガー症候群のガイドブックを添えて直接申し  入れ入れ

を行いました。を行いました。配布資料①、配布資料①、②を添付いたします。②を添付いたします。

各支部に於かれましては、各支部に於かれましては、必必  要に応じて添付資料要に応じて添付資料

などをご活用いただき、などをご活用いただき、折にふれ地元のマスコミ折にふれ地元のマスコミ

各社に働きかけくださいますようご協力をよろし各社に働きかけくださいますようご協力をよろし

くお願いいたします。くお願いいたします。

  　日本自閉症協会では、　日本自閉症協会では、今後のメディア対応につ今後のメディア対応につ

いて機関紙やホームページの活用はもとより、いて機関紙やホームページの活用はもとより、日日

ごろより理解啓発活動を十分に行うとともに、ごろより理解啓発活動を十分に行うとともに、関関

連資料の充実をはかり、連資料の充実をはかり、敏速な対応が出来るよう敏速な対応が出来るよう

に努めてまいりたいと存じます。に努めてまいりたいと存じます。また普段からまた普段から

ジャーナリストとの良い関係を作る努力をし、ジャーナリストとの良い関係を作る努力をし、理理

解あるジャーナリストに良い例を知らせるように解あるジャーナリストに良い例を知らせるように

働きかけたいと思います。働きかけたいと思います。

  　会員の皆さまのご協力をこれからもよろしくお　会員の皆さまのご協力をこれからもよろしくお

願い申し上げます。願い申し上げます。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

20032003年年11月月2727日日

マスコミ各社の皆さまへマスコミ各社の皆さまへ

社団法人社団法人  日日  本本  自自  閉閉  症症  協協  会会

会会  長　長　    石石  井井  哲哲  夫夫

〒〒162-0051162-0051東京都新宿区西早稲田東京都新宿区西早稲田2-2-82-2-8

℡℡：：03-3232-647803-3232-6478　　FaxFax：：03-5273-843803-5273-8438

E-mailE-mail：：asj@mub.biglobe.ne.jpasj@mub.biglobe.ne.jp

URL:http://www.autism.or.jpURL:http://www.autism.or.jp

アスペルガー症候群に関する報道についてのお願アスペルガー症候群に関する報道についてのお願

いい

拝啓拝啓

　マスコミ各社の皆さまには、　マスコミ各社の皆さまには、日頃より自閉症並日頃より自閉症並

びに関連領域の障害についての理解びに関連領域の障害についての理解・・啓発にご尽啓発にご尽

力力・・ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご協力を賜り誠にありがとうございます。深深

く感謝申し上げます。く感謝申し上げます。

　去る　去る19991999年の全日空ジャンボ機ハイジャック事年の全日空ジャンボ機ハイジャック事

件は許すことのできない凶悪な犯罪です。件は許すことのできない凶悪な犯罪です。この事この事

件で亡くなられた機長並びにご遺族の皆さまに深件で亡くなられた機長並びにご遺族の皆さまに深

く哀悼の意を表しますとともに、く哀悼の意を表しますとともに、被害にあわれた被害にあわれた

乗客の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。乗客の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

この事件に関しまして、この事件に関しまして、昨年昨年1111月に、月に、全日空ジャ全日空ジャ

ンボ機ハイジャック事件の西沢祐司被告についてンボ機ハイジャック事件の西沢祐司被告について

「西沢祐司被告はアスペルガー症候群であった」「西沢祐司被告はアスペルガー症候群であった」とと

の鑑定主文が公開され、の鑑定主文が公開され、一部報道機関による発表一部報道機関による発表

がありました。がありました。「アスペルガー症候群」「アスペルガー症候群」は、は、まだ、まだ、

その名称さえも広く社会に知られておらず、その名称さえも広く社会に知られておらず、またまた

理解の難しい障害です。理解の難しい障害です。日本自閉症協会日本自閉症協会(ASJ)(ASJ)も自も自

閉症スペクトラム障害に含まれるこのアスペル閉症スペクトラム障害に含まれるこのアスペル

ガー症候群に関する啓発活動に取り組んでおりまガー症候群に関する啓発活動に取り組んでおりま

す。す。マスコミ各社におかれましても、マスコミ各社におかれましても、アスペルガーアスペルガー

症候群について正しくご理解いただき、症候群について正しくご理解いただき、社会全体社会全体

への影響が大きな皆さまの報道によって誤解や偏への影響が大きな皆さまの報道によって誤解や偏

見などが生じることのないよう、見などが生じることのないよう、ご協力をよろしご協力をよろし

くお願い申し上げます。くお願い申し上げます。

　本日ここに、　本日ここに、「「ASJASJ資料資料3010830108・・アスペルガー症アスペルガー症

候群」候群」とと22冊のガイドブック冊のガイドブック「自閉症の手引き」「自閉症の手引き」・・

「アスペルガー症候群を知っていますか？」「アスペルガー症候群を知っていますか？」を同封を同封

致します。致します。これらを通じてアスペルガー症候群とこれらを通じてアスペルガー症候群と

いう障害についての理解を深めて頂き、いう障害についての理解を深めて頂き、報道に際報道に際

しての参考にして頂きたく、しての参考にして頂きたく、是非皆さまでご一読是非皆さまでご一読

下さいますようお願い申し上げます。下さいますようお願い申し上げます。

　なお、　なお、アスペルガー症候群の報道につきましてアスペルガー症候群の報道につきまして

は、は、全国全国4747都道府県にある協会支部並びに会員の都道府県にある協会支部並びに会員の

ご本人ご本人・・ご家族の声が当協会本部に寄せられてきご家族の声が当協会本部に寄せられてき
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　　　　　　アスペルガー症候群　　　　　　アスペルガー症候群

　　　　アスペルガー症候群とは何か？　　　　アスペルガー症候群とは何か？

１）１）主な特徴主な特徴

　アスペルガー症候群は、　アスペルガー症候群は、自閉症スペクトラム障自閉症スペクトラム障

害に入る発達障害の一つです。害に入る発達障害の一つです。主な特徴に次のよ主な特徴に次のよ

うなものがあります。うなものがあります。

（自閉症スペクトラム障害（自閉症スペクトラム障害・・・・「スペクトラム」「スペクトラム」とと

は連続体という意味で、は連続体という意味で、典型的な自閉症からアス典型的な自閉症からアス

ペルガー症候群、ペルガー症候群、重度の知的障害をともなう例か重度の知的障害をともなう例か

ら知的な遅れがない例まで、ら知的な遅れがない例まで、連続した一続きのも連続した一続きのも

のとみなした概念です。）のとみなした概念です。）

☆対人関係の問題☆対人関係の問題

　アスペルガー症候群の人の多くは、　アスペルガー症候群の人の多くは、一見周りの一見周りの

世界に無関心のように見える典型的な自閉症の人世界に無関心のように見える典型的な自閉症の人

と違い、と違い、人と交わろうと努力し、人と交わろうと努力し、また人と関わるまた人と関わる

ことが嫌いではありません。ことが嫌いではありません。しかし彼らは、しかし彼らは、社会社会

生活の生活の「暗黙のルール」「暗黙のルール」を理解することや、を理解することや、言葉言葉

以外の表情やしぐさなどのサインを読み取ること、以外の表情やしぐさなどのサインを読み取ること、

また相手の気持ちをくみとることに困難がありままた相手の気持ちをくみとることに困難がありま

す。す。

☆コミュニケーションの問題☆コミュニケーションの問題

　アスペルガー症候群の人は、　アスペルガー症候群の人は、ことばを上手に操ことばを上手に操

ることができる場合でも、ることができる場合でも、聞き手の反応を気に留聞き手の反応を気に留

めないように見えることがよくあります。めないように見えることがよくあります。相手の相手の

興味や感情に気付かないかのように、興味や感情に気付かないかのように、一方的に話一方的に話

すこともしばしばあります。すこともしばしばあります。ふつうに喋ることがふつうに喋ることが

できるにも関わらず、できるにも関わらず、細部にこだわりすぎたり、細部にこだわりすぎたり、文文

字通りに受け止めすぎたり、字通りに受け止めすぎたり、比喩や冗談がわから比喩や冗談がわから

ず、ず、「頭が切れる」「頭が切れる」などの表現に対して、などの表現に対して、怖がった怖がった

り混乱したりすることがあります。り混乱したりすることがあります。

☆想像力の欠如☆想像力の欠如

　事実や数字に関する記憶力のよさと対照的に、　事実や数字に関する記憶力のよさと対照的に、

抽象的な思考が苦手です。抽象的な思考が苦手です。学校では学校では「感想文」「感想文」やや

「読解」「読解」などの課題が苦手なことがよくあります。などの課題が苦手なことがよくあります。

☆特別の興味☆特別の興味

　アスペルガー症候群の人は、　アスペルガー症候群の人は、しばしば特定の題しばしば特定の題

材に強い興味をもちます。材に強い興味をもちます。そのような興味は、そのような興味は、科科

学、学、物理、物理、コンピュータ、コンピュータ、あるいは列車の時刻表あるいは列車の時刻表

や、や、鉄塔の場所などのこともあります。鉄塔の場所などのこともあります。

２）２）何人くらいの人がいるか何人くらいの人がいるか

　アスペルガー症候群の人の数についての研究は　アスペルガー症候群の人の数についての研究は

少ないのですが、少ないのですが、最近のスウェーデンの研究では、最近のスウェーデンの研究では、

200200人に一人位の割合でアスペルガー症候群の人が人に一人位の割合でアスペルガー症候群の人が

いると推定されています。いると推定されています。

ています。ています。特に多く寄せられました要望を集約し特に多く寄せられました要望を集約し

てここに紹介させて頂きます。てここに紹介させて頂きます。

①①  アスペルガー症候群についての正しい理解を広アスペルガー症候群についての正しい理解を広

める報道を行ってほしい。める報道を行ってほしい。

②②  アスペルガー症候群を犯罪と絡めてセンセーアスペルガー症候群を犯罪と絡めてセンセー

ショナルに紹介することはしないで下さい。ショナルに紹介することはしないで下さい。「アス「アス

ペルガー症候群」ペルガー症候群」の文字を不用意に見出しに使うの文字を不用意に見出しに使う

ことは避けてください。ことは避けてください。

③③  報道の責任上やむをえずアスペルガー症候群に報道の責任上やむをえずアスペルガー症候群に

ついて報道をする場合は、ついて報道をする場合は、日本自閉症協会推薦の日本自閉症協会推薦の

専門家のコメントを必ず併記してほしい。専門家のコメントを必ず併記してほしい。

④④  本人および家族が読んで傷つく可能性がありま本人および家族が読んで傷つく可能性がありま

す。す。充分な注意を払ってほしい。充分な注意を払ってほしい。

　日本自閉症協会は、　日本自閉症協会は、アスペルガー症候群の人たアスペルガー症候群の人た

ちの健やかな成長と豊かな暮らしの実現に向けて、ちの健やかな成長と豊かな暮らしの実現に向けて、

これからも活動を続けてまいります。これからも活動を続けてまいります。マスコミ各マスコミ各

社の皆さまにおかれましては、社の皆さまにおかれましては、アスペルガー症候アスペルガー症候

群についてより深くご理解頂き、群についてより深くご理解頂き、正しい知識に基正しい知識に基

づいて誤解や偏見を生じさせない報道を切にお願づいて誤解や偏見を生じさせない報道を切にお願

い申し上げる次第です。い申し上げる次第です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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  　昨日２月２日郡山福祉会館で長時間行われた会　昨日２月２日郡山福祉会館で長時間行われた会

議に出席されたかたご苦労様でした。議に出席されたかたご苦労様でした。

　櫻井先生の構想する　櫻井先生の構想するNPONPO法人自閉症法人自閉症・・発達支援発達支援

センターに自閉症協会奈良県支部の親を理事に入センターに自閉症協会奈良県支部の親を理事に入

れない理由は、れない理由は、２点でした。２点でした。

　①支部に一つのまとまりがあるか。　①支部に一つのまとまりがあるか。

高機能自閉症をふくめ療育部高機能自閉症をふくめ療育部・・成人部が一つのま成人部が一つのま

とまりをとれるか。とまりをとれるか。

※櫻井先生達は、※櫻井先生達は、これまでの観察で療育部これまでの観察で療育部・・成人成人

部はまとまりがないように捕らえられている。部はまとまりがないように捕らえられている。

※アスペルガー高機能自閉症が会員組織されてい※アスペルガー高機能自閉症が会員組織されてい

ないではないか。ないではないか。

　②親もクライアント。　②親もクライアント。

親も支援を受ける立場にある。親も支援を受ける立場にある。支援者としての立支援者としての立

場や意見を出すことが妥当なのか。場や意見を出すことが妥当なのか。

※運営全体を把握すべき理事会に利害の当事者で※運営全体を把握すべき理事会に利害の当事者で

ある親が入り思い通りにならなかったということある親が入り思い通りにならなかったということ

で、で、理事会を混乱させる危惧理事会を混乱させる危惧

この条件を満たすならば理事に加えたいとのことこの条件を満たすならば理事に加えたいとのこと

でありましたが、でありましたが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。皆様のご意見をお聞かせ下さい。

昨日は①については窓口の一本化②については支昨日は①については窓口の一本化②については支

部会員の親以外のかたで理事を送ってはというこ部会員の親以外のかたで理事を送ってはというこ

とでした。とでした。

櫻井先生のＮＰＯ書類提出は支部総会４月２７日櫻井先生のＮＰＯ書類提出は支部総会４月２７日

以降まで待つとのことでしたので、以降まで待つとのことでしたので、それまでに、それまでに、療療

育部育部・・成人部の意見を成人部の意見を

集約し、集約し、方向を出したいと思いますので、方向を出したいと思いますので、よろしよろし

くお願いします。くお願いします。

このこのMLMLも活用していきましょう。も活用していきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村

３）３）どんな行動上の問題があるのかどんな行動上の問題があるのか

　アスペルガー症候群の人は、　アスペルガー症候群の人は、日々の決まりを好日々の決まりを好

み、み、この決まりが予測できずに変更されたとき混この決まりが予測できずに変更されたとき混

乱します。乱します。例えば小学生なら、例えば小学生なら、同じ道順で学校に同じ道順で学校に

行くことにこだわることがあります。行くことにこだわることがあります。学校では時学校では時

間割の突然の変更など、間割の突然の変更など、予期せぬ変化に混乱しま予期せぬ変化に混乱しま

す。す。またアスペルガー症候群の人は、またアスペルガー症候群の人は、決まったパ決まったパ

ターンにそって一日が過ぎることを好みます。ターンにそって一日が過ぎることを好みます。通通

勤や通学中に予期せぬ交通トラブルがあったりす勤や通学中に予期せぬ交通トラブルがあったりす

ると、ると、不安になり混乱することがあります。不安になり混乱することがあります。

アスペルガー症候群の人はしばしば几帳面で、アスペルガー症候群の人はしばしば几帳面で、スス

ケジュールに基づいた行動を好み、ケジュールに基づいた行動を好み、正義と不正に正義と不正に

すぐに気付き、すぐに気付き、はっきりとした規則を好むことかはっきりとした規則を好むことか

ら、ら、律儀に法律を守ります。律儀に法律を守ります。

４）４）犯罪との関連は犯罪との関連は

　アスペルガー症候群と犯罪の立証された関連は　アスペルガー症候群と犯罪の立証された関連は

ありません。ありません。アスペルガー症候群の人が一般の人アスペルガー症候群の人が一般の人

たちより法律を遵守しないという証拠は何もありたちより法律を遵守しないという証拠は何もあり

ません。ません。一方では、一方では、社会性の障害があるために、社会性の障害があるために、アア

スペルガー症候群の人は悪意のある人につけこまスペルガー症候群の人は悪意のある人につけこま

れやすく、れやすく、犯罪被害者になりやすいという懸念が犯罪被害者になりやすいという懸念が

あります。あります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

＊上記は、＊上記は、アスペルガー症候群についての一般的アスペルガー症候群についての一般的

な説明です。な説明です。上記を分割して一部だけとりあげた上記を分割して一部だけとりあげた

り、り、また個別のケースへ適用すべきではありませまた個別のケースへ適用すべきではありませ

ん。ん。それは、それは、例外なく本来の意図とは異なったも例外なく本来の意図とは異なったも

のになってしまうからです。のになってしまうからです。

問い合わせ先問い合わせ先：：

社団法人　日　本　自　閉　症　協　会　（社団法人　日　本　自　閉　症　協　会　（AutismAutism

Society JapanSociety Japan））

事務局事務局

　〒　〒162-0051162-0051東京都新宿区西早稲田２－２－８　東京都新宿区西早稲田２－２－８　

全国心身障害児福祉財団全国心身障害児福祉財団5F5F

電話電話：：03--3232-647803--3232-6478　相談専用　相談専用：：03-3232-635503-3232-6355　　

FAXFAX：：03-5273-843803-5273-8438

ASJASJ資料資料3010830108「アスペルガー症候群」「アスペルガー症候群」

この資料は英国自閉症協会のものを参考に作成しこの資料は英国自閉症協会のものを参考に作成し

ています。ています。

NPONPO 法人自閉症法人自閉症・・発達支援センター発達支援センター

に関する話し合いの結果についてに関する話し合いの結果について
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自閉症協会奈良県支部のホームページ　自閉症協会奈良県支部のホームページ　

　「きずな」　「きずな」ののURLURL の変更についての変更について
長らく利用していた長らく利用していたjustnetjustnet（一太郎の会社）（一太郎の会社）がが

so-netso-net（ソニ－系）（ソニ－系）に統合され無くなりましたに統合され無くなりました

ので、ので、これを機会にｋこれを機会にｋ-opti.com-opti.com（関西電力系）（関西電力系）

に変更しました。に変更しました。

新しいホームページアドレスは　新しいホームページアドレスは　http : / /h t t p : / /

www.eonet.ne.jp/~asn/www.eonet.ne.jp/~asn/　です。　です。運営者の河村の運営者の河村の

メールアドレスも変更になります。メールアドレスも変更になります。今後は次で今後は次で

お願いします。お願いします。Kawafune@ares.eonet.ne.jpKawafune@ares.eonet.ne.jpでで

す。す。

編集後記編集後記
　インフルエンザが昨年以上に猛威をふるってい　インフルエンザが昨年以上に猛威をふるってい

ます。ます。しかし発症４８時間以内であれば薬の投与しかし発症４８時間以内であれば薬の投与

で軽い症状で回復するようです。で軽い症状で回復するようです。また、また、紅茶でう紅茶でう

がいをすることでカテキンが、がいをすることでカテキンが、インフルエンザウインフルエンザウ

イルスの、イルスの、のどや鼻の粘膜に着床するのを防ぐそのどや鼻の粘膜に着床するのを防ぐそ

うです。うです。支部ニュースについての感想、ご意見等支部ニュースについての感想、ご意見等
がありましたら、宍戸（がありましたら、宍戸（0742-49-38550742-49-3855）までか、）までか、
または、最寄りの支部役員までお願いします。または、最寄りの支部役員までお願いします。

事務局から事務局から
☆自閉症協会奈良県支部総会☆自閉症協会奈良県支部総会（４月（４月2727日）日）には、には、

是非全員が参加していただきたいのですが、是非全員が参加していただきたいのですが、やむやむ

を得ず欠席の場合は、を得ず欠席の場合は、必ず、必ず、委任状を提出して下委任状を提出して下

さい。さい。昨年度総会の成立昨年度総会の成立（正会員の過半数）（正会員の過半数）が危が危

ぶまれたことがありました。ぶまれたことがありました。あわせて会費の納入あわせて会費の納入

をこの時していただけると、をこの時していただけると、振込の手間が省けま振込の手間が省けま

す。す。

☆☆協会ニュース協会ニュース「いとしご」「いとしご」NO78NO78に添付されていに添付されてい

る総会る総会（５月（５月1111日）日）のはがきは、のはがきは、会員の皆さん全会員の皆さん全

員が出席、員が出席、欠席にかかわらず協会事務局に送って欠席にかかわらず協会事務局に送って

いただく必要があります。いただく必要があります。

欠席に○をされた方は委任状の欄に必要事項を記欠席に○をされた方は委任状の欄に必要事項を記

入してください。入してください。印鑑も忘れずにお願いします。印鑑も忘れずにお願いします。

☆☆あすなろ園さん主催の淡路島方面の慈善バス旅あすなろ園さん主催の淡路島方面の慈善バス旅

行が３月１０日に予定されています。行が３月１０日に予定されています。まだ定員にまだ定員に

余裕がありますので、余裕がありますので、参加希望のかたは連絡をお参加希望のかたは連絡をお

取りください。取りください。

福祉作業所福祉作業所「あすなろ園」「あすなろ園」奈良市菅野台奈良市菅野台1414－１－１  　　

電話電話・・Fax0742-43-9026Fax0742-43-9026　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-MailE-Mail　　asunaro@m4.kcn.ne.jpasunaro@m4.kcn.ne.jp

☆☆自閉症協会奈良県支部主催の慈善バス旅行自閉症協会奈良県支部主催の慈善バス旅行（大（大

阪海遊館）阪海遊館）の定員にも若干の余裕がありますので、の定員にも若干の余裕がありますので、

参加希望者は連絡をお取り下さい。参加希望者は連絡をお取り下さい。　　　　　　　　　　　　

電話　電話　07443(2)663007443(2)6630　上島さん　上島さん

☆☆平成平成1414年度第２回強度行動障害について理解を年度第２回強度行動障害について理解を

　深める研修会　深める研修会

　日　時　日　時：：平成平成1515年年22月月88日日（土曜日）（土曜日）

　　　　1313：：3030～～ 1616：：0000（（1313：：0000～～ 1313：：3030受付）受付）

　「国立療養所松籟荘重心病棟の現状について」　　「国立療養所松籟荘重心病棟の現状について」　

　「行動障害の改善事例報告」　「行動障害の改善事例報告」

　場所　場所：：奈良女子大学文学部北棟奈良女子大学文学部北棟103103教室　　　教室　　　

　参加費　参加費：：無料無料

☆☆障害者に対する扶養義務問題について障害者に対する扶養義務問題について

扶養義務関係で困っている事例等がありましたら、扶養義務関係で困っている事例等がありましたら、

自閉症協会本部事務局までお知らせ頂きたく、自閉症協会本部事務局までお知らせ頂きたく、よよ

ろしくお願い申し上げます。ろしくお願い申し上げます。ご連絡は、ご連絡は、２月２０２月２０

日までにお願いします。日までにお願いします。

〒〒162-8790162-8790東京都新宿区西早稲田２丁目２番８号東京都新宿区西早稲田２丁目２番８号

社団法人日本自閉症協会社団法人日本自閉症協会

teltel　　03(3232)647803(3232)6478　　fax03(5273)8438fax03(5273)8438　　

お知らせお知らせ


