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軽度発達障害の表記は使わない。

( 文部科学省 )　

　かねてより、「軽度発達障害」の語

は、いくら知的な遅れを伴わない自閉

症等の発達障害を指すのだと説明され

ても、軽度は重度に対する言葉で、障

害の重さ、及び、対応の難易を意識し

てしまうので、特別支援教育に関連す

る自閉症等の位置づけなどに混乱を起

こす用語ではないかということを奈良

県支部はもいろんな会議の場で言いつ

づけ、訴えていましたが、この度、や

はり私たちの主張の正しさが認めら

れ、「発達障害」の用語の使用。軽度

発達障害という表記を原則として使用

しない。と文科省特別支援教育課が通

達を出しました。特別支援教育は当然、

知的遅れを伴う自閉症全般も対象であ

ることが改めて確認されています。　

河村

○「発達障害」の用語の使用について   

平成１９年３月１５日　文部科学省初

等中等教育局特別支援教育課

　今般、当課においては、これまで

の「ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等」

との表記について、国民のわかりやす

さや、他省庁との連携のしやすさ等の

理由から、下記のとおり整理した上で、

発達障害者支援法の定義による「発達

障害」との表記に換えることとしまし

たのでお知らせします。…　記…１．

今後、当課の文書で使用する用語につ

いては、原則として「発達障害」と表

記する。また、その用語の示す障害の

範囲は、発達障害者支援法の定義によ

る。２．上記１の「発達障害」の範囲

は、以前から「ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機

能自閉症等」と表現していた障害の範

囲と比較すると、高機能のみならず自

閉症全般を含むなどより広いものとな

るが、高機能以外の自閉症者について

は、以前から、また今後とも特別支援

教育の対象であることに変化はない。

３．上記により「発達障害」のある幼

児児童生徒は、通常の学級以外にも在

籍することとなるが、当該幼児児童生

徒が、どの学校種、学級に就学すべき

かについては、法令に基づき適切に判

断されるべきものである。４．「軽度

発達障害」の表記は、その意味する範

囲が必ずしも明確ではないこと等の理

由から、今後当課においては原則とし

て使用しない。５．学術的な発達障害

と行政政策上の発達障害とは一致しな

い。また、調査の対象など正確さが求

められる場合には、必要に応じて障害

種を列記することなどを妨げるもので

はない。

※詳細については、別紙１～５をご参

照ください。 http://wwwsoc.nii.ac.jp/

jald/archiv/H190315.pdf

日本自閉症協会本部事務局から能登半島地震の義捐金を受け付ける内容の連

絡がありました。（３月２８日）

 石川県支部の皆様へ

能登半島地震、引き続き余震も続く中、不安な日々をお送りのことと存じます。

心よりお見舞い申し上げます。

地震発生翌日より協会本部事務局からも宮下副会長様にご連絡を入れさせていた

だき会員の皆様の安否や被害状況について情報を収集させていただいておりまし

たが、本日より、下記の協会口座にて義捐金の受付を開始いたします。皆さまの

ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

義捐金受付口座

　みずほ銀行　築地支店　普通預金口座 2418507　
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　　社団法人日本自閉症協会　会長　石井哲夫 

以下は３月２８日の石川県支部からの支部連絡MLの内容

です

各県支部長様

能登半島地震について、早速のお見舞いありがとうござい

ます。

輪島の方との連絡がとれました。

家の方は商売をなさっていて店の中は商品などが棚から落

ちて後始末に追われているとのことです。

お住まいの方は何とか生活ができる状態で、お子さんと一

緒に生活をなさっているとの連絡がありました。

今後のことにつきましては支援センターパースと密に連絡

を取りながら支援をしていきたいと思っています。（石川

県副支部長　宮下）

○ 発達障害、社会の理解不足＝過半数「深まっていない」

－内閣府調査 

　ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）、

自閉症など「発達障害」への社会の理解は深まっていな

い。過半数の人がこう考えていることが７日、内閣府の

「障害者に関する世論調査」結果から分かった。２００５

年４月の発達障害者支援法の施行後、早期発見や成長過程

に応じた支援の体制づくりが進んでいるが、周囲の理解は

まだまだ不足しているようだ。調査は２月８日から１８日

にかけて成人男女３０００人を対象に実施した。回収率

は６０．５％。発達障害は認知能力に関する先天性の障害

で、周囲と異なる言動を取るケースが多い。調査では、発

達障害への社会の理解が「深まっていると思うか」と尋

ねたところ、否定派は５１．６％に上った。一方、肯定派

は３４．５％にとどまった。内閣府は「政府としてさらに

取り組みを進める必要がある」としている。 （ 時事通信社

2007/04/07-17:06） 

○マスコミのやらせやねつ造問題が話題になっています

が、２００７年３月２６日付けでフジテレビが次のような

謝罪文をホームページに掲載しています。( 河村 )

視聴者の皆様へ

（株）フジテレビジョン

平成１８年９月２８日（木）午後７時から８時５４分放送

の「恐怖の食卓」におきまして、ＡＤ／ＨＤ（注意欠陥／

多動性障害）の発症原因の１つに食生活があるとの内容を

放送しました。

本番組は視聴者の皆様の食生活への関心と理解を深めても

らうため、出演者の日常における食生活の内容を医学の専

門家の意見に基づいて分析し、健康維持の一助になる情報

を提供する事が、主な制作の意図でした。

しかしながら、ＡＤ／ＨＤと食事との因果関係は現代医学

でも未だ十分に解明されておりません。そのような状況の

中、食事が発症原因の一つと表現してしまったことは、誤

りであったと思います。また、将来的にＡＤ／ＨＤが少年

犯罪と関連するかのような表現を用いた点については、行

き過ぎたものと反省しております。

今回の番組放映により、実際にＡＤ／ＨＤと診断されてい

る方々と保護者の方々、およびその治療に日々取り組んで

おられる関係者の皆様にご迷惑をお掛け致しました。

深くお詫び申し上げます。

今後はＡＤ／ＨＤのみならず、原因が究明されていない事

象を扱う際は細心の注意を払いつつ、一層幅広い取材と学

習のもと、責任ある番組作りを行なっていきたいと思いま

す。

 http://wwwz.fujitv.co.jp/kokuchi/070326.html

次年度のＡＣ公共広告機構作品について

日本自閉症協会本部事務局 2007/03/14(Wed)     

日本自閉症協会会員　各位

ＡＣ支援キャンペーン 2年目となります平成 19年 7月よ

り、ＡＣ公共公告機構のご支援により全国各地の新聞紙上

に掲載する啓発広告作品について、候補作品２種の評価を

会員の皆様にお願いいたしましたところ、短い期間にも関

わらず貴重なご意見をお寄せいただきましてありがとうご

ざいました。集計した結果、「だーくんのおはなし」に決

定しました。「だーくんのおはなし」の推薦理由としては、

主に以下のようなご意見を頂戴しています。・高機能を含

めた幅広い自閉症をカバーできる。・昨年とは構図がまっ

たく違うので新しいバージョンができたというイメージが

持て、新鮮である。・案２よりインパクトが強いように思う。

何の広告かな？と、目にとめて読んでみたくなる第一印象

が良い。・読みやすく、広範囲の方（子どもから大人まで）

の興味を引きそうである。・写真を使用した場合、人権的

問題が発生する懸念がある。

今後は、皆様のご意見を参考に、ＡＣ公共公告機構並びに

制作デザイン会社と意見を交換し、作品内の文案について

は、言い回しや数値などについて適当でないものがあれば

修正、加筆などをお願いし、本年７月からの掲載に向けて

準備に入ります。お忙しい中ご協力をいただきありがとう

ございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

なお、「自閉症」理解と支援のキャンペーンの第一次募金

の締切は、今月 31日となっております。引き続き募金活

動にご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。２月

末日現在　募金総額￥2,210,800 円　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　日本自閉症協会本部事務局
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ＪＤＤネット奈良第２回会議のお知らせ

関係各位殿

ようやく春めいてまいりましたが、皆様におかれましては

益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。下記の通り第２

回の会議を開きたくご案内いたします。

記

１．日時　平成１９年４月１４日（土）　

　１３時３０分より１６時まで

２．場所　　青丹学園　関西学研医療福祉学院

　　　　　　　　　　　　　　本館　４階　４－１号室

　　　　　http://www.seitan.ac.jp/kg/access/index.html

３、議題　　（１）関西学研医療福祉学院見学

　　　　　　　（２）各会近況報告

　　　　　　　（３）今後の進め方

尚当日資料配布いたしますので、実費を頂きます。

また出席者の氏名を４月７日までにご報告願います。

 

急にチラシなどを印刷するときに下記を利用すると便

利です。今回料金改定ありました。

県ボランティアセンター（総合および西奈良）輪転機利用

料金改定のお知らせ ：奈良県ボランティアセンター（総

合および西奈良）内に、ボランティア活動支援として設置

しております輪転機の利用料金を、平成１９年４月１日

から改定させていただきます。●輪転機印刷料金＜現行＞

２０００枚以下 無料２０００枚を超える超過分　５円／

１０枚（１０枚以下切り上げ）↓↓↓＜改訂後＞１枚から

印刷料金を徴収　５円／１０枚（１０枚以下切り上げ）※

製版代の原稿５０円／枚は、従来どおりの料金です。※

輪転機の用紙は持込です。 なお、支部事務局（河村宅）に

A3版までの輪転機あります。( モノクロ )

奈良県発達障障害支援センター「でぃあー」から、でぃ

あー広報誌に JDDネットとして原稿依頼がありまし

た。 以下はパンジー代表の入船さんがまとめ役となって作

文していただいた原稿です。

発達障害児・者への支援について　思うこと

ＪＤＤネット奈良 

事務局　　 入船裕治

奈良 LD親の会パンジー

　奈良県に念願の発達障害支援センターが開設して　１年

が過ぎました。日々、岡本センター長をはじめ職員の皆様

には、公私にわたって大変お世話になっております。

　今まで支援対象でなかった発達障害がやっと認められて

「特別支援教育」への転換や　発達障害者支援法の制定と

なりましたが　実際「ではどうすればいいの？」は　まだ

まだこれからの状態です。発達障害は細かく見ればそれぞ

れ独特な特性を持っており、またその症状の現れ方やタイ

プは　仮に同じ診断名であっても一人ひとり違います。発

達障害児・者への支援を考える上で一番ベースになるのは

　診断名よりも「この子（人）」は何が得意で何が苦手な

のか？という視点です。そして　どこで躓いている？どう

すればソレをクリア（カバー）できる？と “従来の方法に

捉われず”その子(人)に合った方法を探る事だと思います。

その為には　たとえば教育の視点だけでなく、福祉や医療、

就労等々いろいろな角度から「その子（人）」を観察、そ

の情報を共有し　それぞれの機関の専門性を活かして対応

できるネットワークつくりが　最大の課題ではないでしょ

うか？　

今　その窓口として　「奈良県発達障害支援センターでぃ

あ～」に多くの期待を寄せるとともに　私たちも全国組織

JDDネット（日本発達障害ネットワーク）の奈良県版とし

てJDDネット奈良を立ち上げました。現在　支援センター

「でぃあ～」、（社）日本自閉症協会奈良県支部、えじそん

くらぶ奈良『ポップコーン』、奈良ＬＤ親の会「パンジー」、

奈良県高機能自閉症児・者の会「アスカ」、奈良県臨床心

理士会、奈良県作業療法士会の各会が参加しております。

相互の情報交換、各機関における発達障害を巡る現状・問

題点を共有して一緒に課題を考える場を作り　民間・行政

を問わず　関わる各分野の機関を広げることが発達障害へ

の支援へ繋がると考えております。より多くの機関・団体

の参加をお待ちしております。
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滋
賀県支部　髙木さんから次のお知らせ頂きまし

た。

滋賀県野洲市に野洲市なかよし交流館が４月１日（日）

開館いたしました

滋賀県方面にお越しの切には　見学にきていただければ

幸いです。（月）　（火）　休みです

場所　〒　５２０－２３５１

　野洲市冨波甲１３３９－２４

電話・ＦＡＸ　０７７－５８７－６５１１

施設の概要　　建物面積　鉄骨造平屋建て　　　　

９１０．３５㎡

主な施設　アリーナ　　１面　　　　　４３２・０㎡

スヌーズレン室　１室　　　　 　　　　　３２．４㎡

感覚統合室　　１室　　　               　　８２・０㎡

サウンドテーブルテニス兼会議室　１室　 ３２．４㎡　           

静養室　　　　　１室　　　　　　　　　 １０．８㎡

事務室　　　　　１室　　　　　　　　　６０・８㎡

多目的便所　　１室　男子便所　　 　１室

女子便所　　　 １室

指定管理者　ＮＰＯ法人野洲ハンディキャツプスポーツ

クラブワイワイ２１　

　　　　　　　　　　理事長　　髙木　正二郎

奈
良県における平成 19 年度の独立行政法人福祉医

療機構助成

財団法人たんぽぽの家 アートを仕事にする中間支援組

織の創設事業 5,000 

社団法人日本自閉症協会奈良県支部 自閉症児者の自立

生活・就労支援事業 2,000 

  特定非営利活動法人もえぎ パーソナルサポート事業 

710 

◎ かかしの家福祉作遊所 ふれあい　いきいき　かかし

サロン事業 700 

  社会福祉法人在友会 中・高校生の在宅支援事業 2,000 

  千日町第三自治会　千日サポーターズ 千日健康クラブ

事業 840 

ア
メリカでは「自閉症対策法」成立し２００７年か

ら５ヶ年の予算として１０億ドル（１２００億円）

が計上された。日本でもこのような予算確保をし、自閉

症の研究・療育・生活支援を早急に国をあげてすること

が望まれます。詳しく日本自閉症協会会報いとしご No 

１０３号１２ページに載っています。

以
前から療育部さんから支部のパワーポイントやビ

デオ試写会に使えるプロジェクターがほしいとの

声がありました。県の社会福祉協議会に相談したところ

の森田福祉財団を教えてくれました。（財）森田記念福

祉財団はの事業の一つであるボランティア活動を通じて

社会福祉に貢献されている皆様への表彰及び助成という

のに応募しました。3 月 6 日 3 月 6 日奈良県社会福祉

総合センターにおいて開催された、選考委員会で厳正な

審査の結果，貴グループを表彰（助成）させていただく

ことになりました。との通知があり 2007 年 4 月 5 日

（木）10 時～ 14 時、奈良県文化会館 2 階集会室 A・B

で行われた表彰式に奈良県支部役員の佐藤さんと渡邊さ

んに出席してもらい、団体のスピーチ（活動の状況（目

的や手段・成果など）や苦労話し）を話してもらいまし

た。以下はそのとき渡された目録の内容です。

目録：奈良県　日本自閉症協会奈良県支部様　

助成内容：プロジェクター及びスクリーン購入　

助成金額　　金 20 万円　頭書のとおり社会福祉助成金

を贈呈いたします

今回の助成を契機により一層社会福祉向上のため貢献さ

れますことを希望いたします

２００７年４月５日　財団法人森田記念福祉財団　理事

長　森田和子

○佐藤さんと渡邊で森田記念財団の助成金授与式に参加

させていただき、１７団体の受賞があったのですが、そ

の中でも一番目に活動報告をさせていただきました。河

村さんからのアドバイスを元に報告させていただいたの

ですが、皆様とても注目してくださり、奈良日日新聞社

の峰元記者の取材も受けさせていただきました。記載さ

れるかどうかはわかりませんが…本当にいい経験をさせ

ていただき、ありがとうございました。（渡邊）

会
員以外にも配布しているリソースブックのお礼が

きました。以下、自筆はがきで衆議院議員の奥野

信亮氏からです。文面：このたびは「奈良県で暮らす発

達障害児・者のために　豊かに暮らしたい」お送りいた

だきありがとうございました。県内の現状が良くわかり

ました。関係の皆様のご努力に心から敬意を表していま

す。発達障害者が適切な指導を受けられるようにしてゆ

きたいものです。４月４日
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東
京都発達障害者支援センター（TOSCA）

平成１９年度　発達障害のある人への理解と支援

Part １

『自閉症児者とともに生きる～年長自閉症者の親から学

ぶ～』

日時：平成１９年５月２５日（金）

　　　10：00 ～ 12：30

● 10：10 ～ 11：00 講演「自閉症児者の親とともに」

　講師：石井哲夫　先生（目白大学学術顧問・東京都発

達障害者支援センター長）

● 11：15 ～ 12：30 ウェアークショップ：「自閉症児

者ヲ育てた経験から語る」

　保護者：石丸晃子・田村紀子・齋藤弘子

　コーディネーター：石井哲夫

場所：東京都庁都議会議事堂１階　都民ホール

　　　新宿区西新宿 2-8-1

　　　都営地下鉄大江戸線　都庁前駅下車　徒歩１分

定員：２００名（要予約）

申し込み先：東京都発達障害者支援センター TOSCA

　　　　　　電話 03-3426-2318

　　　　　　FAX 03-3706-7242

　　　　　　E-MAIL tosca@kisenfukushi.com

なお、申し込まれる方は以下の 5 つをお知らせ下さい

　　　　　　　①名前

　　　　　　　②住所（居住区のみ）

　　　　　　　③連絡先（電話・FAX など）

　　　　　　　④所属

　　　　　　　⑤この講座をおり知りになったきっかけ

http://www.tosca-net.com 

社
団法人　日本自閉症協会　奈良県支部

第 10 回定期総会・記念講演会

『自閉症の支援～知的に遅れのある人から高機能まで～』

講師：内山登紀夫　先生（大妻女子大学教授　よこはま

発達クリニック院長）

日時：平成 19 年 5 月 26 日（土）

　　　13：30 ～ 16：30（受付 13：00 ～）

場所：やまと郡山城ホール（小ホール）

　　　奈良県大和郡山市北郡山町 211 番地 3

　　　TEL　074-354-8000

定員：300 人

参加費：500 円（資料代のみ）

申し込み不要

問い合わせ先：上島

　　　　　　　FAX 074-433-4755

　　　　　　　E-mail m-ueshima@k2.dion.ne.jp

は
りま発達障害ネットワーク（ＨＤＤネット）設立

記念フォーラム

「発達障害児・者のためのライフステージごとの支援に

ついて考える」

目的：特別支援教育および発達障害児・者の支援にかか

わる諸問題について考え、具体的提案を行う

日時：２００７年４月３０日（月・休）

　　　１０：００～１６：００（受付９：３０～）

場所：姫路市市民会館大ホール（姫路市総社本町 112

番地･℡ 079-284-2800

･ http://www.city.himeji.hyogo.jp/shiminkaikan/）

定員：８００名（定員になり次第締め切らせていただき

ます）　参加費無料

主催：はりま発達障害ネットワーク（ＨＤＤネット）

＜以下、加盟団体＞

全　県：兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」／（社）日本自

閉症協会兵庫県支部高機能ブロック兵庫県高機能広汎性

発達障害児・者・親の会「ピュアコスモ」

中播磨：全日本手をつなぐ育成会兵庫県姫路地区／（社）

日本自閉症協会兵庫県支部・姫路ブロック／姫路市立増

位小学校特別支援教育を考える会／マザーグースの森／

メールの会／レモンの会／さくらんぼの会／西播磨：上

郡親の会「ペンギンクラブ」／佐用郡療育を考える親の

会「ぱれっと」／スマイリー（サポートが必要な子の親

の会）／相生市手をつなぐ育成会「くれよん」／赤穂市

発達障害児親の会「スノードロップ」／東播磨：「オーク」

（子どもの将来を考える会）／発達につまずきのある子

の親の会ほっと・ぴゅあ／はりま子育てサポート研究会

／ひだまりの会／平岡みちくさクラブ／サークルことり

／ＮＰＯ法人 文化・福祉・人権サポート アエソン／北

播磨：青い風船／ぐるぐる／おひさまうさきっず／支援

機関：ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」

／ NPO 法人こども発達サポートセンター／社会福祉法

人愛心福祉会　知的障害者更生施設愛心園　地域支援課

／社会福祉法人　八葉福祉会　津田このみ保育園／姫路

市総合福祉通園センター　ルネス花北・地域生活支援部

／姫路ＹＭＣＡ

後援：相生市教育委員会・明石市教育委員会・赤穂市教

育委員会・小野市教育委員会・加古川市教育委員会・加

東市教育委員会・上郡町教育委員会・佐用町教育委員会・

太子町教育委員会・高砂市教育委員会・西脇市教育委員
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会・播磨町教育委員会・姫路市教育委員会・兵庫県教育

委員会　＜五十音順＞（一部申請中）

プログラム　（テーマは仮）

１０：００～１０：２０　オープニング・セレモニー

１０：２０～１１：１０　基調講演　藤田 継道氏

　　　　　　　　　　　　「生涯にわたる支援」

１１：１０～１２：００　講 演 Ⅰ　嶋﨑まゆみ氏

　　　　　　　　　　　　「幼児期の支援」

１３：００～１３：５０　講 演 Ⅱ　井上 雅彦氏「

　　　　　　　　　　　　学齢期・青年期の支援」

１３：５０～１４：２０　事例紹介　和田 康宏氏

　　　　　　　　　　　　「就労支援」

１４：３０～１５：５０　パネル・ディスカッション　

　　　　　　　　　　　　「これからの支援のあり方」

１５：５０～１６：００　クロージング・セレモニー　 

　　　　　

（パネリストは、支援機関や教育機関からも招く予定）　

　車でご来館の方は、最寄りの有料駐車場をご利用くだ

さい

◆講師　　藤田　継道（ふじた　つぐみち）

兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授。国立特殊教育

総合研究所に勤務の後、１９８２年より兵庫教育大学に

勤務され、２００４年には、こうのとり賞（兵庫県知事）

を受賞。現在兵庫県内では、兵庫県立障害児教育センター

嘱託相談員、兵庫県知的障害者更生相談所アドバイザー、

兵庫県中央児童相談所アドバイザー、ひょうご発達障害

者支援センター推進委員会会長など多くの役割を担われ

ている。４０年あまり、障害のある子どもや大人・不登

校・引きこもりの支援にかかわってこられた「おたすけ

マン」。専門分野は、臨床心理学、行動分析学、発達障

害臨床心理学。臨床心理士、学校心理士、臨床発達心

理士。主な著書　「特別支援教育」(W.Heward, 2003:

Exceptional Children) （共訳） 2005　二瓶社「特別支

援教育と学校心理臨床」　2004　慶応大学出版会（教

育と医学 4 月号）「臨床発達心理学概論」（共編著）　

2002　ミネルヴァ書房

◆講師　　井上 雅彦（いのうえ　まさひこ）

兵 庫 教 育 大 学 発 達 心 理 臨 床 研 究 セ ン タ ー 助 教 授。

２００３年から昨年まで、兵庫県教育委員会「障害児教

育のあり方検討委員会」委員として兵庫の障害児教育を

支えてこられ、２００４年より、厚生労働省・発達障害

支援に関する勉強会有識者メンバーとして活躍されてい

る。当事者や家族を支援するために全国を飛び回って

活躍されている「スーパーマン」。専門分野は、障害児

心理学　応用行動分析学。臨床心理士・専門行動療法

士・学校心理士・臨床発達心理士。主な著書　「発達障

害者支援ガイドブック」（分担）2005 河出書房「特別

支援教育を支える　行動コンサルテーション」（分担）

2004 学苑社「自閉症への ABA 入門　親と教師のため

のガイド」（監訳）2003 東京書籍

◆講師　　嶋﨑　まゆみ（しまざき　まゆみ）

兵庫教育大学大学院学校教育研究科講師。立命館大学、

関西学院大学、川崎医療福祉大学で講師を勤めた後、

２００３年より兵庫教育大学に勤務。１９９４年より知

的障害者団体「サークルひまわり」運営委員、２００２

年より三田市スクールカウンセラーを勤められている。

兵庫教育大学大学院神戸サテライト臨床心理相談室では

相談活動をされており、あたたかく、穏やかでかつシャー

プな嶋﨑先生は、親の会のお母さんの「マドンナ」的存在。

専門は行動分析学・臨床心理学。主な著書　「新・心理

学の基礎知識」（共著）2004　有斐閣「臨床心理学キー

ワーズ」（共著）2004　ナカニシヤ出版

◆事例紹介者　　和田　康宏（わだ　やすひろ）

　ひょうご発達障害者支援センター・クローバー・主任

相談支援員（就労担当）。親の会主催の勉強会の講師や

当事者および家族へのアドバイスなど、困っている人た

ちの目線で考え支援に関わっておられる「頼りになる

サポーター」。発達障害のある大人にとって欠かせない

存在。　「クローバーＨＰ　　homepage3.nifty.com/

auc-clover」

◆コーディネーター　　竹中　正彦（たけなか　きみひ

こ）

２００５年に、「はりま発達障害ネットワーク（ＨＤＤ

ネット）」を立ち上げ、代表を勤める。保護者や教員対

象の研修会や発達障害に関する講演会活動を行う。日本

自閉症協会地区役員、全日本手をつなぐ育成会地区理事、

スペシャルオリンピックス日本（SON）・兵庫ファミリー

委員長。

●ご注意：講演会当日、主催者以外の会場での録音・録

画は固く禁止いたします。

「申込方法 FAX （０７９）２８１―９９８８

MAIL : hddnet2005@yahoo.co.jp (FAX と同じ内容を

お知らせ下さい。件名は「hdd フォーラム申込」で。）

４月３０日（月・休）ＨＤＤネット設立記念フォーラム

　お申し込み書：□ HDD ネット加盟団体の会員（団体

名　　　）□教員（幼・小・中・高・養・他）□保育士

□行政関係者□療育関係者□学生□その他（　　　　）

お名前 フリガナ 保護者の場合　子どもさんの年齢　
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才：ご住所 〒　ＴＥＬ ご質問 

☆奈良からは遠いですが、行政関係者に参加してもらい

たい内容のフォーラムです。( 河村 )

第
８回パーソナルアシスタンス☆フォーラム　

http://www.eft.gr.jp/pa-forum/ 障害福祉計画

と今後の地域生活の展望　～地域で暮らしたい！私の市

の障害福祉計画～　

日時：　２００７年４月２１日（土）

　　（開場１３時）午後１３時３０分～１６時３０分

場　所：西東京市田無総合福祉センター第 1 会議室　

参加費：  ５００円（西武新宿線田無駅北口徒歩 10 分：

東京都西東京市田無町 5-5-12　電話 042-466-1670）

◇地図入り案内ちらしはこちら（ＷＯＲＤ２２Ｋ

Ｂ ）http://www.eft.gr.jp/pa-forum/070421/

070421forum-annai.doc ◇地図・ルビ入り案内ちら

しはこちら（ＷＯＲＤ１０２ＫＢ）http://www.eft.

gr.jp/pa-forum/070421/070421forum-annai-rubi.

doc

  ☆講演☆　「障害福祉計画」の今後を考える

　　　酒 井　利 高　さん　( 三鷹市・地域福祉課長 )　

☆徹底討論☆　障害福祉計画と地域自立生活の展望

酒 井利高さん　( 三鷹市・地域福祉課長 )

岡田眞人 さん　( 小平市・小平の福祉をすすめる会・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＯＩＮ代表

岡部 耕典さん ( 三鷹市・リソースセンターいなっふ )

山本　創さん ( 国分寺市・難病を持つ人の地域自立を確

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立 する会 )

コーディネーター：藤内 昌信さん（小平市・だれもが

ともに小平ネットワーク）障害者自立支援法では、平成

１８年度中に「障害福祉計画 ( 第１期 )」を策定する事

が各自治体に求められています。これまでは各自治体に

よってサービス支給量や事業者の数などばらつきがある

のが現状でしたが、支援法によって障害福祉サービスの

基盤整備をする事が自治体に求められました。

　障害福祉計画の基本的理念として

「１，障害者の自己決定と自己選択の尊重」

「２，市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制

度の一元化」

「３，地域生活以降や就労支援等の課題に対応したサー

ビス基盤の整備」が盛り込まれています。これらの理

念の下に平成２１年度からの「障害福祉計画 ( 第２期 )」

を経て、平成２３年度の数値目標を定めなければなりま

せん。

　今回自治体で出される「障害福祉計画 ( 第１期 )」が、

どこまでこれらの理念を遂行できるのか？はたして「施

設からの地域移行」が可能なのか？全国どこでも必要な

訪問系サービスを保障できるのか？ 各パネラーの報告

や問題提起を踏まえて検証したいと思います。

地域での自立生活の継続を求めるパーソナルアシスタン

スの利用者のみなさん、支援者・行政職のみなさん。障

害の種別・立場をこえた真の「連携」のために、ご参集

をお願いします。

 -- パーソナルアシスタンス☆フォーラム実行委員会 ---

自立生活企画・自立生活センター グッドライフ・ピー

プルファースト東京・だれもがともに小平ネットワーク・

難病をもつ人の地域自立生活を確立する会・リソースセ

ンター いなっふ

★お問合せは、廣田幸子までどうぞ

★ E-mail: tarohirumabichi@yahoo.co.jp　

FAX：０４２―４６９－９２９９　

携帯：090 － 5781 － 5420）＊手話通訳等に関して

のお問い合わせも承っています＊

 


