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The Kizuna
発達障害者及び発達障害児に対す

援地域協議会が、7 月 15 日、 る支援を総合的に行う地域の拠点と

奈良県心身障害者福祉センター 2 階

関西障害者定期刊行物協会

購読料１部

１００円

会員は会費に含まれています。

築し、身近な場所で必要な支援が受
けられる体制を整備する。

一九九六年五月一日発行第三種郵便物承認

して、発達障害に関する各般の問題

また、関係機関の発達障害者の支

の研修室で行われました。これまで、 について発達障害者及びその家族か

援に関する意識醸成及び情報共有を

座長として議事進行役を務められ

らの相談に応じ、適切な指導又は助

推進する。

た、飯田順三氏が奈良県立医大を退

言を行うとともに、関係施設との連

①地域支援機関に対する支援

職されたため、引き続き、奈良県立

携強化等により、発達障害者に対す

個別事例に関して、支援担当者へ

医科大学医学部看護学科人間発達学

る地域における総合的な支援体制の

の助言、支援会議への参加等を行う。

教授の児童精神科医、太田豊作（お

整備を推進し、発達障害者及びその

②地域支援機関への研修の開催、地

おたとよさく）氏が協議会委員の中

家族の福祉の向上を図ることを目的

域支援機関共有会議の開催

から座長に選出されました。議題は、 に、以下の業務を行う。

③事業所研修会の開催等

①奈良県発達障害者支援センター

①発達障害の早期発見、早期の発達

３家族支援体制整備事業【488 千円】

「でいあー」の現状について②発達

支援等に資するよう、発達障害者及

自閉症、学習障害や注意欠陥多動

毎月（１・２・３・４・５・６・７・８の日）発行

障害児医学的療育支援事業について

びその家族に

対し、専門的にそ

性障害などの発達障害のある人や家

③精神障碍者・発達障害者雇用企業

の相談に応じ又は助言を行う。

族に対し、ライフステージを通じた

サポート事業について④令和 3 年度

②発達障害者に対し、専門的な発達

一貫した支援体制の強化を図るた

の発達障害児・者に係る県施策につ

支援及び就労の支援を行う。

め、ペアレントメンター養成研修の

いて⑤意見交換でしたが、議題資料

③医療、保健、福祉、教育等に関す

開催等を行う。

が事前に送られていた為、意見交換

る業務を行う関係機関及び民間団体

※「ペアレントメンター」…発達障

を中心とした会議となり、新型コロ

並びにこれに

従事する者に対し発

害児者の子育て経験のある親であっ

ナ感染症対策のための短い会議時間

達障害についての情報提供及び研修

て、その経験を活かし、子どもが発

のなかでも、各委員の意見を多く聴

を行う。

達障害の診断を受けて間もない親な

くことができ、なかなか素晴らしい

④発達障害に関して関係機関及び民

どに対して相談や助言を行う者

会議の運営でありました。この場で、 間団体ヒの連絡調整を行う。

４

奈良県自閉症協会からは、皆様から

⑤上記に掲げる業務に附帯する業務

児医学的療育支援事業）【12，033

頂いたご意見等をまとめた「要望意

２地域支援ネットワーク事業【17， 千円】

見」として提出しておきました。な

000 千円】

お、令和 3 年度の県施策については、

子ども地域支援事業（発達障害

医学的な支援等が必要な在宅の発

発達障害者支援法により地域支援

達障害児等に対して、発達障害児療

つぎの通りです。

の中核的・専門的機関として位置づ

育指導員を派遣し、個別療育支援を

〇今和 3 年度の発達障害児・者にか

けられている「奈良県発達障害支援

実施するとともに、地域の療育機関

かる県施策について

センターでぃあー」に「地域支援

等に対して支援方法等の指導・助言

１

コーディネーター」を配置し、地域

を行う。

における相談支援ネットワークを構

①発達障害児療育指導員（作業療法

発達障害者支援センター運営事

業【31，403 千円】
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②障害特性に応じた就労形態づく
りの支援

)

令和 3 年 7 月 15 日
特定非営利活動法人奈良県自閉症協

医療機関や支援機関等ヒ連携し、 会

②地域の療育機関等に対しての支援

障害特性に応じた就労形態づくりに

方法等の指導・助言。

向け、雇用の検討や勤務時間の調整、 令和 3 年度奈良県発達障害者支援地

５

職場配置、健康管理、各種制度の利

精神障害者・発達障害者雇用企

業サポート事業【8，320 千円】
精神障害者や発達障害者の障害特
性に応じた就労支援体制を構築する

域協議会における要望意見

用などについて企業訪問によるアド
バイスなどを行う。

〇相談機能の充実。一人一人の特性

③個別具体的な職場定着支援

に配慮した支援体制機能の確認、効

ため、精神保健福祉士などの専門家

企業がより的確に障害者個人の職

を雇用促進コーディネーターとして

場定着に配慮できるように、企業が

→各地域の市町村福祉担当窓口の

2 名配置し、企業等に対する障害特

雇用している精神障害者や発達障害

相談機能の底上げ（相談のたらいま

性の理解を深め、障害者雇用を促進

者ごとに、個人の職業能力や障害特

わしにならないよう。）また、公私

するとともに、職場定着の向上をサ

性、職場での配慮事項などをまとめ

立の学校におけるコーディネーター

ポートするため、以下の業務を行う。 た資料を作成し、企業への個別具体

の機能を活性化し、就学進学時の各

①職場定着に向けた職場環境整備の

家庭と学校間で個々の当該児童生徒

支援
職場定着に向け、指導者の配置や
職場内の協力体制づくり、従業員の

的な支援を行う。
①障害者特性についての理解を深

の学習環境整備を進める（ICT 機器

めるための企業内研修や講演会等の

の導入や集団・個別学習環境の整備

開催

など。）

障害特性理解の推進などの職場環境

以上

整備について企業訪問によるアドバ

（河村）

イスなどを行う。

の専門性の確保

果ある支援実績の積み上げと普及

〇自閉スペクトラム症を中心とした
発達障害の特性を持つ人への支援者

ム症の人が利用できる施設の確保

→支援者の専門性確保のための研 （緊急時 24 時間対応できる施設を含

〇医療・福祉・行政・教育の連携
→（幼児期から成人に至るまでの

修とともに、地域社会、生活上での

む）また、行動障害に対応できるス

障害理解への啓発（障害者自身・家

キルのあるモデル施設推進（急務。 機関が連携し本人をサポートしてい

族が地域で孤立していかないよう

また、県内の北部と南部最低 2 か所

くために、保護者や支援者の学びを

に、見えない障害へ広く理解と支援

以上）

サポートすることが必務）

を）
〇支援施設における手厚い職員体制
〇自閉スペクトラム症の人たちの学
習スタイルの理解
→アセスメントとモニタリングを通

実現への行政的な支援
→資金面と、スーパービジョンの
確立に向けての指導、研修促進

じて ASD に最も適した介入ガイドラ
インを示す、TEACCH システムの考
え方を「でぃあー」により、もっと

〇子ども地域支援事業の多角化
→現在奈良が実施している発達障

奈良県内で広めて欲しい。そのため、 害児医学的療育支援事業における感
一般社団法人日本自閉症協会の DVD

覚統合に固執した、知覚・運動的ア

「自閉症とともに」等を活用してほ

プローチだけではなく、人間関係的

しい。

アプローチ、応用行動分析的アプ
ローチ、認知的な行動変容のアプ

〇行動障害の強い自閉スペクトラム

ローチなどを取り入れて欲しい。
（エ

症の人が利用できる施設の確保。

ビデンスのある方法は感覚統合を含

→行動障害の強い自閉スペクトラ

め現在 28 程度程あるとされる。）
2
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会を開催します。（９／３申し込み

奈良県の障害者関連情報

出演者募集！（９／５申し込み〆切）

〆切）

令和 3 年 7 月 20 日
奈良県障害福祉課
最新情報
〇

)

〇
〇

９／４奈良県みんなでたのしむ

高齢者の新型コロナワクチン接

種状況等について

大芸術祭「オープニングフェスティ

７／２０知事定例記者会見

新

バル」観覧者募集！ ( ８／１７申し

・高齢者の新型コロナワクチン接種

型コロナウイルス感染症対策の新た

込み〆切 )

状況等について

な展開について

○

奈良県みんなでたのしむ大芸

術祭 「まほろば

あいのわ

コン

・新型コロナウイルス感染症対策の

サート」出演者募集！（９／５申し

新たな展開について

込み〆切）

映像

以上についての詳細は次の QR コー
ドによりスマホ等でご覧ください。
（河村）

準 備 中（ 出 来 次 第、 上 記

HTML に掲載します。）

県民だより
障害者関連情報について下記の記事
を掲載しています。

〇

９／１１高次脳機能障害 WEB 研

修会を開催します。（９／３申し込

・９／４奈良県みんなでたのしむ大

み〆切）

芸術祭「オープニングフェスティバ

障害福祉課最新情

ル」観覧者募集！ ( ８／１７申し込

報

障害者関連情報について下記の記事

み〆切 )

を掲載しています。
・奈良県みんなでたのしむ大芸術祭
・９／１１高次脳機能障害 WEB 研修 「まほろば
コロナ通常版

あいのわ

コンサート」

新型コロナウイルス感染症
奈良県緊急対処措置

第５期

～第 5 波への

コロナ関連情報について下記の記事
を掲載しています。

備え～
・令和 3 年 7 月 1 日
〇
コロナ緊急版

８／２４令和 3 年度あいサポー

トメッセンジャー養成研修の開催に

第 24 回 奈 良

県新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

つこいて（８／１０申し込み〆切）
新型コロナウイルス感染症

最新の

・
（８／２４）令和 3 年度あいサポー

感染状況をふまえた県民のみなさま

以下は前回の情報提供時から変更あ

トメッセンジャー養成研修の開催に

へのお願い

りません。

ついて（８／１０申し込み〆切）

〇

新型コロナウイルス感染症 最

〇

県の広報誌「県民だより奈良」

新の感染状況をふまえた県民のみな

〇 （８月～３月）視覚障害者のた （2021 年７月号）

さまへのお願い

めの講習会開催のお知らせ
コロナ関連情報について下記の記事

コロナ関連情報について下記の記事

・（８月～３月）視覚障害者のため

を掲載しています。

の講習会開催のお知らせ

を掲載しています。
・コロナ感染防止 × 熱中症予防

・令和 3 年 7 月 9 日

第 25 回 奈 良

〇

新型コロナウイルス感染症 最

県新型コロナウイルス感染症対策本

新の感染状況をふまえた県民のみな

部会議

さまへのお願い

これからの季節の新型コロナウイル
ス感染対策
これからの季節、熱中症に気を付け

3
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〇 （１２／４～９）

第 49 回奈良県障害者作品展

対策をしましょう。

（北和展） の開催について

これからの季節の新型コロナウイル
ス感染対策
P

)

〇 「心の輪を広げる体験作文」 と

「障害者週間のポスター」 を募集し
ます。（９／３〆切）

・今年度も奈良県障害者作品展を開
催することになりました。開催要綱

・
「心の輪を広げる体験作文」と「障

違いを豊かさとして認め合う～多文

及び出品要領をご確認のうえ、出品

害者週間のポスター」を募集します。

化共生と包摂の社会づくり～

頂きますようお願いします。なお、 （９／３〆切）
北和展（奈良県文化会館会場）と中

〇 （１１／３～９）

第 49 回奈良県障害者作品展
（中南和展） の開催について

南和展（奈良県万葉文化館会場）で

〇 「ビッグ幡 in 東大寺」等の

は開催時期が異なりますので、ご注

作品募集について（７／２９〆切）

意ください。
障害者芸術関連情報について下記の

・今年度も奈良県障害者作品展を開

〇

８／２４「もうろうをいきる」 記事を掲載しています。

催することになりました。開催要綱

上映会を開催します！

及び出品要領をご確認のうえ、出品

・奈良県みんなでたのしむ大芸術祭

頂きますようお願いします。なお、 ・８／２４「もうろうをいきる」上 「ビッグ幡 in 東大寺」の作品募集（７
北和展（奈良県文化会館会場）と中

映会を開催します！

／２９〆切）

南和展（奈良県万葉文化館会場）で
は開催時期が異なりますので、ご注

HTML

http://www.pref.

HTML

https://nara-arts.com/r3-

意ください。

nara.jp/item/250449.htm

〇

症の特徴を知って、奈良県の「緊急 （2021 年５月号）

手話動画「新型コロナワクチン

接種について」の公開

privatearts-bigban-invitation/

対処措置」を実行
する

障害者関連情報について下記の記事

コロナ関連情報について下記の記事
を掲載しています。

を掲載しています。
〇

県の広報誌「県民だより奈良」

（2021 年６月号）

・県政スポット奈良

・手話動画「新型コロナワクチン接
種について」の公開
耳が聞こえない、聞こえにくい方

重症心身障害者支援センター
コロナ関連情報について下記の記事

心身障害者歯科衛生診療所

を掲載しています。

〇 「発熱外来認定医療機関」につ

に、新型コロナワクチン接種につい

いて

て情報提供を図るため、奈良県聴覚

・県政スポット奈良

奈良県では、発熱患者を診察する一

障害者支援センターが手話動画を作

新型コロナワクチンについて皆さん

般の医療機関を「帰国者・接触者外

成して、YouTube にて公開しており

に知ってほしいこと

来（新型コロナウイルス感染の疑い

ます。

HTML

のある方を診察する医療機関）と同

http://www.pref.nara.

jp/58573.htm
〇

県の広報誌「県民だより奈良」 PDF

（2021 年臨時号）

様の機能を有する医療機関」として

http://www.pref.nara.jp/

secure/248311/p14%201.pdf
音

県が認定することで、一般の医療機
関が独自の判断で PCR 検査や抗原検

声

査を取り扱うことが可能となる制度

コロナ関連情報について下記の記事

http://www.pref.nara.jp/

として、県独自の「発熱外来認定医

を掲載しています。

secure/248311/11spot1.mp3

療機関」という制度を設けていま
す。発熱外来認定医療機関は県内に

・奈良県の新型コロナウイルス感染

〇

県の広報誌「県民だより奈良」 ３３７カ所あり、うち２４カ所が公
4
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)

表されています。

療）で「重度かつ継続」に該当する

発熱患者受診相談窓口」に電話又は

発熱外来認定医療機関は下記ホーム

場合）

FAX で相談してください。

ページをご覧ください。

・知的障害（療育手帳を所持してい

３．発熱等の症状がない場合でも、

る場合）

感染の不安のある方は、「新型コロ

奈良県の発熱外来認定医療機関数に
ついて（市町村別）↓
発熱外来認定医療機関名簿（県が

ナ・発熱患者受診相談窓口」に電話
詳細につきましては、奈良県疾病対

相談してください。

策課新型コロナウイルス接種対策班

４．検査の結果、感染が判明した場

公表することを希望した医療機関の （TEL ０ ７ ４ ２ － ２ ７ － ８ ３ ０ ９、 合には入院または宿泊療養となりま
み）について↓

０７４２－２７－８１７５）または

す。

各市町村新型コロナウイルスワクチ
〇

新型コロナウイルスワクチンの

接種順位の上位に位置づける基礎疾

ン接種担当課までお問い合わせくだ

〇 「新型コロナ・発熱患者受診相

さい。

談窓口」は下記連絡先です。

患を有する者の範囲について

（電話番号）0742-27-1132（FAX 番号）
〇

新型コロナウイルスワクチンの接種

発熱等の症状のある場合の相談

や受診の流れについて

0742-27-8565

24 時間対応（平日・

土日祝）

順位に位置づける基礎疾患の範囲
に、以下を追加することとなりまし

１．発熱等の症状のある方は、まず、

た。

かかりつけ医等の身近な医療機関に

口の詳細は下記ホームページをご覧

・重い精神疾患（精神疾患の治療の

電話相談してください。

ください。

ために医療機関に入院している、精

２．身近な医療機関がない方、又は

神障害者保健福祉手帳を所持してい

聴覚に障害のある方などお電話での

聴覚に障害のある方など、お電話

る、又は自立支援医療（精神通院医

ご相談が難しい方は、「新型コロナ・

でのご相談が難しい方は下記ホーム

ページの様式を用いて、FAX にて
http://www.pref.nara.jp/
secure/229683/030616_

第 9 回キラリと輝く！特別支援
学校アート展チラシ送付について

hatsunetsunintei.pdf

暑中見舞い申し上げます
コロナ禍の中、第 9 回キラリと輝

新型コロナ・発熱患者受診相談窓

市町村人権・同和問題「啓発連協」
NHK 奈良放送局

＊感染症対策の

ため、ワークショップはありません。
第 5 回特別支援学校と病院を結ぶ！
奈良県立医科大学アート

く！特別支援学校アート展を開催し 【主催】奈良県立医科大学、奈良県
ます。

立高等養護学校、NPO 法人ならチャ

感染症対策として、生徒の受付、ワー

レンジド

クショップはありません。

【期間】202I 年 8 月 23（月）～ 27（金）

また、第 5 回特別支援学校と病院 【場所】医大病院
を結ぶ！奈良県立医科大学附属病院

E 棟カフェ周辺、

BC 棟 l 階、病棟の一部

アートは、感染症対策として、患者 【 後 援 】 奈 良 県、 奈 良 県 教 育 委 員
さん、病院関係者限定で開催します。 会、市町村人権・同和問題「啓発
第 9 回キラリと輝く！
特別支援学校アート展

連 協 」NHK 奈 良 放 送 局

＊感染

症 対 策 の た め、 患 者 さ ん、 医 大

【主催】奈良県特別支援学校長会、 病 院 関 係 者 だ け の 鑑 賞 で す。
NPO 法人ならチャレンジド
【期間】2021 年 8 月 5 日（木）一７
日（土）

チ ラ シ を 作 成 し て い ま せ ん。
2021 年 7 月 NPO 法人ならチャレン
ジド

【場所】奈良公園バスターミナル
東棟 l 階
【後援】奈良県、奈良県教育委員会、
5

理事長
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（参加者）今井副会長、津田常任理
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められている。センター以外の児童

クルージョン）の推進において、児

発達支援事業所と放課後等デイサー

童発達支援センター・児童 発達支

ビス事業との役割分担についてどう

援事業所・放課後等デイサービス事

かんがえるか。

業所の役割についてどう考えるか。

(2) 児童発達支援・放課後等デイ

(4) 障害児通所支援の支給決定の在

サービスの役割・機能の在り方につ

り方について

いて

事
（参加団体）

２０２１年

５領域 11 項目の調査を行ってい

平成 24 年の制度変更移行、利用

るが、食事や入浴等の身体介助の必

者が大幅に増えている。内容として

要度（全介助・一部介助）及び行動

も、補習塾のようなところもでてき

上の課題のみが把握され、発達支援

ている。

の必要性の観点は含まれない。 ま

また、女性の就業率増加に伴い、 た、支給決定で決定するのは、サー
保護者の就労を支える役割を求める

ビスの種類とその利用日数等であ

声も増えている。

り、どのような発達支援を行うかは、

を説明。その後、委員からの質疑対

(3) インクルージョンの推進につい

保護者が選択した事業所に事実上委

応。

て

ねられている。どう考えるか。

（進め方）

各団体８分以内で意見

Ⅰ 「障害児通所支援の在り方に関

これらの事業で適切な支援を受け

(5) 事業所指定の在り方について

する検討会」のねらい

ながら一般施策（保育所・放課後児

自治体は、必要量を満たす場合に

(1) 児童発達支援センターの位置づ

童クラブ・放課後子ども教 室等） は、 指定を行わないことができる。

けについて

を利用することが選択肢として検討

一方で、同一都道府県等の中でも、

児童発達支援センターは、児童発

しづらくなっているという指摘もあ

地域によって事業所の偏在（障害種

達支援についての「中核機能」が求

る。地域社会への参加・包容（イン

別対応含め）が見られる。しかし、

自治体としての必要な事業所数の見

活動はできないこと、支援センター

る事業所の紹介などについては支援

込み方やどのような場合に行うこと

であっても、専門性についてはバラ

センターが中心になることがよいと

が適切か等について示しておらず、 つきがあり、実際には療育ができる

考える。

指定が効果的に実施されていないと

とは言えないところもある。

(3) 障害児通所支援の支給決定の在

の声がある。

(2) 児童発達支援・放課後等デイ

り方について

Ⅱ

サービスの役割・機能の在り方につ 【意見】

日本自閉症協会から提出した意

見（求められた項目に対する意見） いて
の概要
(1) 児童発達支援センターの位置づ
けについて
※

放課後等デイサービスの専門的支

【意見】

援加算に５年以上従事した保育士・

児童発達支援事業所は、障害特性

児童動員を対象に加える。

への合理的配慮を前提とした、障害

学校でトラブルが起きやすいな

以下は、わかりやすくするため、 のある子どもの療育を主たる役割と

ど、配慮が必要でも、言葉ができる

提出書面の記載だけでなく、補足を
加えています。
【意見】

すべきである。
【補足】

などで、障害が軽いと判断されるこ
とがある。適切な評価を要望する。

現状から、利用者が通っていない 【補足】

市町村における児童発達支援施策

支援センターが、地域において療育

本年の報酬改定で、専門的加算と

の中核を担うべき存在として、早期

を必要とする児童の療育を行うこと

して従来認められていた保育士と児

発見から早期療育につなげる機能を

は不可能である。直接支援に取り組

童指導員が認められなくなり、代わ

持つ必要がある。

んでいる事業所も療育を行うべき。

りに、理学療法士などの資格の人を

【補足】

１歳半、３歳児検診などの後で、 専門的加算の対象とされ、事業所の

しかし、児童発達支援センターの

保護者への相談対応が必要なこと

経営が厳しくなった。新たに、対象

ない地域があること、あっても持て

や、保育園、幼稚園への支援、そし

とした資格は自閉症スペクトラムや

る能力として地域全体をカバーした

て、実際に通うことが適切と思われ

知的障害についての専門ではない。

6
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５年以上従事した保育士・児童指導

に通っている児童もいる。一般施策

の実施を検討するよう要望しまし

員を対象に加えるべき。児童発達支

のところにおいても、合理的な配慮

た。

援事業においては、これらを専門的

が提供されるようにすることが大切

加算の対象としている。

であり、それができれば一般施策の

Ⅲ

ところを利用できる児童もいる。

質疑と補足

以上（文責・津田）

大変多くの質問がされましたが、 〇インクルージョンは誰でも同じと
上に記載の意見、補足のことを基本

ころで、同じようにではない。それ

に答えました。

ぞれに応じた合理的な配慮が必要で

なお、上記と少し違う、次の質問
がありました。

れの児童についてアセスメントを行

【質問】
〇

ある。発達支援の事業所は、それぞ
い、それぞれに応じた支援を行うと

発達支援の事業と一般施策との

ころである。その児童に必要な合理

連携についての話がでている。特性

的な配慮に基づいて事業所が取り組

を考えると大きな集団では刺激が大

み、就労などを行う際に、その合理

きすぎるという問題がある。どう考

的配慮の内容を伝えて一般施策のと

えるか。

ころで活動することにつなげていく

〇インクルージョンについて、発達

というように考えることが大切であ

支援の事業所はどのような役割を果

る。

たせるか。

【補足】

【見解】

事業所によるバラつき、専門的人

〇発達障害の特性を持つ児童につい

材の不足があり、知的障害および自

ても、いろいろであり、普通の学校

閉症スペクトラムを中心とした研修
zoom による意見交流に先立ち事前

まれているにもかかわらず（ペアレ

に各都道府県から寄せられた意見を

ントトレーニング・ペアレントプロ

まとめられたものです。私たち奈良

グラム・強度行動障害支援者研修・

コロナ対策を踏まえ初めての試みで

県にも通じる内容が多くみられま

発達支援マネージャー & サポーター

したが、全国の代表者が参加されて

す。これによって全国のなかまの様

研修など）全く良い効果が見られな

いました。限られた時間だったため、 子をお知りおきください。（河村））

いこと。福井…強度行動障害の方が

事前に集められた意見から、1. コ

1. 加盟団体代表者として一番気に

高等部卒業後どのような生活を送っ

ロナ禍での活動について、2. 会員

なっていること

ているのか現状の把握。把握した後

向けあるいは一般向けのイベントの

石川…会員の高齢化・新規会員の減

に、何か手立てがあるか。家族の生

開催のアイデアについてネットを利

少。沖縄… 会員の減少、発達障害

活も含めて。卒業時にはなんとなく

用した講演会やネット茶話会など

層が中心であるため、活動内容が

行く場所が決まっていても、問題行

3. 意見交換、情報提供が行われま

偏ってしまい、重度の会員が少な

動や施設側の問題、家族の問題（送

した。その中で、無料有料のネット

く、居場所が無い。滋賀… 新しい

迎できなくなったり、病気など）で

を活用した講演会の実施の様子をは

会員の定着率の悪さ / 当事者参加

変更となると受け皿がなくなる。入

じめ、少人数で公園などに出向き、

の行事企画においては個別性が高く

所施設はどこもいっぱいで、県外に

弁当を食べるイベント（熊本）やネッ

会員ニーズに応じきれないこと / 役

お願いするケースもあるが、手続き

トを使ったリクレーションとして、

員の担い手の育成の難しさ。神戸…

に行きつく方もいれば、行きつかな

事前に各家庭に肉を配っての焼き肉

コロナ渦での活動は集まりにくい・

い方もいる。栃木…役員の後継者が

パ―ティの実施（東京）の話が面白

リモートにしたくても利用できない

いない。高知…会員の減少傾向・会

かったです。 加盟団体からの意見

会員がいる・会員の高齢化。埼玉…

員の活動への参加者の減少。岡山…

については別紙をご覧ください。

自閉スペクトラム症のある子ども・

理事役員の引継ぎ・活動資金の調達。

日本自閉症協会の加盟団体
意見交換会 zoom 会議
7/17

（河村） 人・親に対して多くのことが取り組
7
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提出がない地区はどのように行政と

会、レクリエーション）の参加が少

とはずれているのかもしれません。

繋がっているのかを伺ってみたいと

ない。徳島…新規会員が増えない。 日本自閉症協会も協会として、目指

思います。愛媛…会員の減少・会員

若い親は、自身で情報検索等し、会

すものを明確化していく努力をされ

の所属地域の偏り。奈良…自閉症の

に在籍するメリットを感じないとの

ていると思いますが、今後深めてい

子どもを抱えた８０５０問題（80

考えにあるため入会せず、高齢の親

く必要があるかと思います。福島…

代の親が 50 代の子どもと同居して

は、子の入所により一線を退いたり、 会員の減少。和歌山…会員の減少。

支援する状態）。東京…新型コロナ

自身の体力の衰え等により活動参加

の影響により、当協会の様々な活動

が億劫になるなど。京都…1）、2） いのか。鳥取…グループホームの好

山口…会員の獲得にはどうしたら良

（部会活動、地区会活動）を縮小し

共通です。会員数の減少が続いてお

事例（重度自閉症の方のくらし）・

たり WEB 開催するなどの制限を受け

り、対策として①「京都府自閉症協

親亡き後問題課題解決に向けた取り

ており、会員と直接対話する機会が

会のあり方についてのアンケート」 組み・成年後見に関する情報。茨城

減っている。また、キャンプや BBQ

を全会員対象に実施、②長年懸案で

…◎協会運営について・コンプライ

等の野外活動も中止・縮小に追い込

あった HP リニューアルを実施、③

アンスについて

慣例的に実施して

まれている。大阪…会員数の件。静 （必ずしも会員数減少対策ではない

きた事業内容や、配布文章等をみる

岡…加盟団体が、協会の取り組みに

が）一般社団法人化（来年 4 月 1 日

と、法的に問題があったり、現在の

ついて、情報共有や意見交換を行う

を目指す）について協議中、などを

社会的に受け入れられない内容が

ことが、適切にできていない。常任

行ってきましたが、今のところ会員

あった。そのため、ひとつひとつそ

理事となり多くの情報に接すること

数減少については成果が見られませ

れらが作られた当時の状況を調べ、

はできるようになったが、現在も、 ん。障害者支援法以降に障害児の親

それが現在のモラルや法令では受け

加盟団体と相互の意見交換ができて

入れられない内容であることを、役

になった若い世代（上野千鶴子先生

いない。熊本…若手の入会の減少、 によれば「サービスただのり世代」） 員会に提出し新たに構築している最
高齢者の大会増加・イベント（講演
・役員会について

のニーズは、これまでの世代の認識

中。

役員会は年５回

発信できる力量をつけること。神戸

岡山…本会の社会的役割・会員の高

で開催されてきたが、
「役員会の役

…コロナ渦で活動をどのようにして

齢化、若い保護者の入会が少ないこ

割」や「役員会が協議する」という

いくか。埼玉…福祉教育において自

とへの対応・会員の減少、会費収入

ことが難しい。それはこの協会に

閉スペクトラム症のある人の感じ方

の減少への対応。愛媛…会員数の増

限ってのことではなく、
「トップダ

などを体験してもらう素材（VR 活

加・コロナ禍での活動の在り方。奈

ウンでの方向決定を当然として受け

用）を協会の常任理事の先生方を中

良…会員の減少を食い止めるにはど

入れる」や「他者への気遣い」等が

心に作成して欲しい。発達障害支援

うすればよいか。東京…ZOOM など

社会人としての常識として過ごして

する人たち（施設職員・教員）に必

の WEB を活用した協会活動の拡充。
・

きた年月を考えれば理解できるの

要なスキル（特性を理解し、その子

Facebook、twitter などの SNS を活

で、少しずつ一つの物事に対しての

に必要な支援を考え、実行するスキ

用した情報発信。・コロナ収束後の

「正解はひとつではなく、意見は分

ル）を明確にすることと既にいろん

協会活動の在り方。静岡…〇早期発

かれてもいい、あなたの意見がきき

なところで作られている資格（発達

見・早期療育に関する取り組みにつ

たい」ということを繰り返して協議

障害児支援士、発達障害学習支援サ

いて。〇強度行動障害への対応につ

の場を作り上げていく必要があると

ポーター、発達障害コミュニケー

いて。〇親亡き後の対策について（施

感じている

ションサポーター、チャイルド・ラ

設、グループホーム、その他の支援）

２）今後検討していくべきこと（年

イフ・サポーター ® ベーシック等） 熊本…会員さんの顔が見える活動。

間を通してじっくり検討していくべ

の検証。福井… 少ない事務局で運

徳島…活動方法の模索。ネットに消

きこと）

営が難しい場合どうしていくと良い

極的又は環境がない会員が多く、コ

沖縄…自閉症協会として役割の再確

のでしょうか。セミナーなどの合同

ロナ禍でオンライン行事を検討した

認と会員のニーズの把握。滋賀…法

開催など可能でしょうか？栃木…本

いが出来ない。かと言って、対面的

整備に向けての課題の整理 / 行政

部主催の講演会など YouTube 配信を

な行事を開催しても、コロナ禍によ

に対して会員の意見・要望を集約し

お願いしたい。高知…協会の活動。 り参加率が低い。会員同士の交流も
8
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困難で、情報交換の機会も得られな

が）一般社団法人化（来年 4 月 1 日

必要を感じます。神奈川…まだ参加

い。茨城…４月２日の啓発デーにつ

を目指す）について協議中、などを

したばかりなので各地区の活動につ

いて新型コロナウィルス感染症のた

行ってきましたが、今のところ会員

いて学ばせていただいた上で検討事

めに実施できない部分があったの

数減少については成果が見られませ

項を考えたい。

で、見直し始めていた企画内容が途

ん。障害者支援法以降に障害児の親

3）ご意見、その他

中のまま頓挫している。それを、三

になった若い世代（上野千鶴子先生

石川…リモートを使って支部の総会

役会（会長・副会長・事務局

によれば「サービスただのり世代」） に参加して、中央の情勢や支部と本

計５

名の集まりのこと）で企画を具体的

のニーズは、これまでの世代の認識

部との意見交換など。沖縄…日本自

な形にして、役員会で協議し次年度

とはずれているのかもしれません。 閉症協会傘下の会員団体と協力し、

には実施できるようにしたいと考え

日本自閉症協会も協会として、目指

当事者家族の生活実態調査のアン

ている。・会報誌について「当協会

すものを明確化していく努力をされ

ケートを実施し、家族がどんな開票

の会員特典になる」ように、会員ア

ていると思いますが、今後深めてい

を抱えているのか調査してもらいた

ンケートから見えてきた課題をもと

く必要があるかと思います。山口…

い。岡山…コロナ渦での各地の活動

に、会報誌に力をいれて作成してい

現在、ほとんど活動できていないの

で工夫していることは？・ZOOm な

く予定。和歌山…新規加入者獲得に

でどうすべきか。鳥取…成年後見が

どの利用ではなく、同じ場所に集い、

向けた組織的な方針。京都…1）、2） 知的障がいや精神症障がいの若い人

顔を合わせての活動をされていれば

共通です。会員数の減少が続いてお

向けになっていない点や、この制度

その事例を教えてほしい。奈良…コ

り、対策として①「京都府自閉症協

に対する、当事者家族への情報提供

ロナ以後もこのような意見交換会や

会のあり方についてのアンケート」 のない点が気になっている。今後「意

情報交換を ZOOM を利用して定期的

を全会員対象に実施、②長年懸案で

思決定支援」の考え方がより強化さ

に実施できないか。滋賀…入会の動

あった HP リニューアルを実施、③

れるなかで、本人了解がとれないこ

機が変化してきています。古い会員

（必ずしも会員数減少対策ではない

とで生じる問題点等、今から備える

は会のために協力しようとする姿勢

があるが（年会費だけを納入して行

行動障害者の方がどのように過ご

役で話あって確認したものです。①

事参加が難しい会員が多い）新しい

されているかの調査を依頼しまし

お顕いしたいこと・日本自閉症協会

会員は行事参加が難しくなると退会

た。県での調査は難しいようです

の理事の講演依頼の窓口になってほ

を選択します。結果として会員減と

が、先日、県立大学の先生を紹介さ

しい・組織について、日本自閉症協

状況が起こります。 れました。何らかの広がりがあると

会の組織図等をできれば HP に掲載

なってしまう

また、賛助会員においては、現役を

良いのですが・・徳島…オンライン

し、どのような意思決定の手順を踏

退くと退会されてしまいます。鳥取

を進めているところは、会員へどの

んでいるのかを加盟団体にもわかり

…グループホームの好事例（重度自

ように参加を促していったのか知り

やすく提示してほしい。また、加盟

閉症の人のくらし）
・親亡きあと問

たいです。静岡…政策関係について

団体へ予算要望や他意見等を求める

題・課題解決に向けた取り組み・成

は、都道府県政令指定都市団体との

時には、年間計画表などを作成し、

年後見に関する情報・
「意思決定支

やりとりでは限界があり、国に要望

各加盟団体が役員会で協議する時間

援」の考え方が強化される中で、本

しなければならないことがある。し

を与えていただきたいと思います。

人の了解がとれないことで生じる問

かし、これらについて、日常的に意

代表者の意見が団体の意見でありま

題に今から備える必要がある高知…

見交換がおこなわれておらず、極め

せん、その点をご理解ください。②

今まで隔年で開催していたブロック

て短時間で要望をまとめなければな

文章で使用される文言や内容につい

会議は、どのようになるのか？埼玉

らない状態となっている。また、各

て・「総会資料㊥：報告事項資料、

…国の会議において各団休から出た

団体で意見交換をしていないことか

2P（3）②」治療教育相談事業（公

意見を活用される場合は、会議の前

ら、要望が違っているように見える

益財団法人 jKA 補助事業）について

に内容の確認等をしていただく方が

こともあるが、丁寧なやり取りを行

疑問があります。また、②では「集

良いのではないかと思います。福井

うことで、方向が揃ってくれば、実

団生活になれるよう」「日常生活に

…現在、加藤会長の方で県の障害福

現させる力になる。茨木…＜日本自

般化できるよう・・‥適切な指導の

祉課に打診し、県内の卒業後、強度

閉症協会へ＞以下の内容は当協会三

もとに」と記載されています。当協
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会では「自閉症は病気ではない。だ

護者の方が読んだときにどう感じら

文章等、理事の方にご検討いただき

から病気だと誤解されるようなこと

れたでしょうか？たぶんですが、こ

たいと思います。

をすべきではない」と 4 年前に難病

れは依頼して作成してもらった文章

団体に加入を勧められたとき、役員

で、そのまま掲載されたのだろうと

以上

会で協議し決定しています。「治療」 は思います。それでもこれらの文章
という病気やケガを治すという意味

や文言というものは、私たちは「日

合いの文言を使用されていることに

本自閉症協会理事の方が承諾して発

違和感を覚えます。そして、障がい

行されている J という前提で受け取

の特性というものは般化されるもの

り読んでいます。ですから、他者や

でしょうか。もちろん、この文章は

他団体が作成した文章や文言であっ

実際に実施される内容との希離やも

ても、「どうして？？？」というぐ

しかすると JKA 側が件成したものな

らいびっくりしています。障害者差

のかもしれません。ですが、少なく

別解消法が施行されてからは、公共

ても日本自閉症協会として承認し、 団体や学校、身近では茨城の特別支
発表している内容となります。
・か

援学校では、合理的配慮やコンプラ

がやき 2021（いとしご

かがやき

イアンスについて、驚くほど変わり

この文章の最後に「す

ました。学校も PTA も親という言葉

べてのことは幼年期の母親の療育に

は使用せず、呼びかける時には保護

帰結します」と結ばれています。こ

者と呼びかけます。それは障がいが

れを読んで母親のいないご家庭の

あり、かつ児童養護施設から通学し

方、もしくは幼年期療育を満足に受

てくるお子さんが当たり前に在籍し

けられる状況でなかったご家庭の保

ているからです。どうか発表される

合併号）7p

まほろば「あいサポート」推進協議会
構成団体 各位
障 福 第 １ ８ ５ 号

令和３年７月１日

奈良県福祉医療部障害福祉課長
（公 印 省 略）

令和３年度あいサポートメッセンジャー養成研修の開催について

令和３年８月２４日（火）１３：３０～１５：３０
１３：１０受付開始

平素は、本県障害福祉行政の推進にご協力いただき御礼申し上げます。
県では平成２５年度より、障害のある人とない人が共に理解しあい、支えあう地域社
会の構築を目指してまほろば「あいサポート運動」を実施しており、まほろば「あいサ
ポート」推進協議会（以下：推進協議会）構成団体の皆様方におかれましても、運動の
推進にご協力いただいているところです。
このたび、
「あいサポーター研修」を行っていただく講師（メッセンジャー）を養成
する研修を下記のとおり開催いたします。
つきましては、推進協議会の構成団体に所属される方の中で、メッセンジャーとして
活動いただける方に当研修の受講をお願いしたいと存じますので、
受講を希望される方
は、別添受講申込書のご提出をお願いいたします。

時

奈良県社会福祉総合センター

※申込にあたっては、ＦＡＸ又は郵送により、令和３年８月１０日（火）
（※必着）ま
でにご提出願います。

１．日

所

別紙「開催要項」のとおり

記

２．場

容
（橿原市大久保町 320 番 11）

３．内

〒630-8501 奈良市登大路町３０番地
奈良県福祉医療部障害福祉課
担当者：佐武、奥田、中棹
ＴＥＬ：0742-27-8514 ＦＡＸ：0742-22-1814
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令和３年度あいサポートメッセンジャー養成研修 開催要項
１．目的
多様な障害の特性、障害のある方が困っていること、障害のある方への必要な配慮などを理解し、日常生活
の中でちょっとした手助けを行う「あいサポーター」になっていただくための「あいサポーター研修」の講師
役となる「あいサポートメッセンジャー」を養成する。
２．主催者

奈良県

３．受講料

無 料

４．日程・会場
令和３年８月２４日（火）１３：３０～１５：３０（受付 １３：１０～）
○会場：奈良県社会福祉総合センター 大会議室（橿原市大久保町３２０番地１１）
○定員：４０人
５．参加対象 （※以下のいずれかに該当される方）
①県内にお住まい、またはお勤めの方で、過去にあいサポーター研修を受講したことのある方
②「あいサポート企業・団体」認定企業・団体に所属される方
③まほろば「あいサポート運動」推進協議会構成団体に所属される方
６．研修内容 まほろば「あいサポート運動」の概要、あいサポーター研修の進め方について 等
７．受講決定
受講申込書の受理をもって受講決定とします。

※ お申込み後の通知は行いませんので、本開催要項をご確認のうえ、日時、会場をお間違えのな
いようにお越し下さい。
※ただし、申込み多数の場合は調整の上、受講をお断りする場合があります。その際はご連絡いたします。
８．
「奈良県障害理解促進 DVD」の事前視聴のお願い
研修当日は、時間の都合上、あいサポーター研修で使用する「奈良県障害理解促進 DVD」を視聴する時
間を設けておりません。つきましては、研修受講日までに、各自で DVD をご覧いただきますようお願いい
たします。なお、DVD の映像は YouTube にてご覧いただけます。ご覧いただけない方については、個別
にご相談下さい。
（YouTube 『シルコトカラー奈良県障害理解促進チャンネルー』
https://www.youtube.com/channel/UCMrbFoMNHNA89AeSqG6DpvQ
YouTube の閲覧方法については※別紙２をご覧下さい）
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令和3年度あいサポートメッセンジャー養成研修 受講申込書

別紙 １

【申込先】
〒６３０－８５０１ 奈良市登⼤路町３０番地
奈良県福祉医療部障害福祉課 障害理解促進係

※FAXで送信していただく場合、

担当︓佐武

送付票は不要です。

TEL︓０７４２－２７－８５１４
FAX︓０７４２－２２－１８１４
申込〆︓令和３年８⽉１０⽇（⽕）
※点字資料が必要な⽅は、「その他」欄に記⼊の上、
7⽉27⽇（⽕）までにお申し込みください。

ふりがな

2

3

氏

一九九六年五月一日発行第三種郵便物承認

1

名

所属・勤務先

住所
（⾃宅もしくは
所属・勤務先）

（ ⾃宅 ・ 所属(勤務)先 ）

（ 携帯 ・ ⾃宅 ・ 所属(勤務)先 ）
電話番号︓

FAX番号︓

5

メールアドレス
※受講にあたり必要な配慮がございましたら、こちらに記載ください。
申し込み後に個別にご相談させて頂きます。

6

その他

発行人：関西障害者定期刊行物協会
住

所：〒５４３－００１５
大阪市天王寺区真田山２－２

編集人：奈良県自閉症協会
定

価：１００円
12
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※連絡可能な番
4
号を記入してくださ
（⾃宅・所属(勤務)先の場合は）
い

