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　パソコンで Zoom ミーティングに参加するのであれば、Zoom アプリをダウンロードしな

くても、インターネット・ブラウザから行う方法もありますが、Zoomをダウンロードしてパ

ソコンにインストールした方が簡単に使用できます。ぜひインストールして使う方法をおすす
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☆超簡単☆ Zoomミーティングへの参加方法

５　“どのように音声会議に参加しますか”と尋ねられたら「コンピューターオーディオに参

加する」を選択

　Zoomミーティングに参加する方法はたったこれだけです。特別なものを用意する必要はあ

りません。

　パソコンで Zoomミーティングをするのに必要な機材は、パソコンの他に、

・マイク（ヘッドセットや WEBカメラ内臓のものでも可）

・カメラ（顔を映さずに参加する場合はなくても可）

・スピーカー（イヤホン、ヘッドセットでも可）

この３つ。しかしこれらはノートパソコンならたいてい内蔵されていますが、デスクトップパ

ソコンにはマイクとカメラが内蔵されていないかもしれません。必要に応じて購入する必要が

あります。

　スマホ、タブレットでも Zoom 参加可能です。事前に Zoom アプリのダウンロードが必要

です。

　データ量に応じた契約は、通信費が高くなるのでご注意を！

めします。

１　Zoom参加者にはホスト側から

招待 URLや招待メールが届く

２　招待 URLをクリック

３　すでに Zoomをダウンロードし、

インストールが完了していれば

Zoomのアプリが起動し画面表

示される

４　“ビデオをオンにする”か“オ

フにして参加するか”を尋ねら

れたら、顔を出して参加するな

ら「オン」そうでないなら「オ

フ」を選ぶ
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　京都府自閉症協会では例年６月に定期総会を開催し、前年度の活動や決算の報告、今年度の

活動計画案や予算案の承認を得ています。しかしながら、2020年度の第51回定期総会は新型コ

ロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、役員会において総会を「書面による決議とする」こと

に決定しました。

〈書面決議の方法〉

１．議案書と決議事項確認書のはがきを正会員に送付（６月１日発送）

２．決定事項確認書に記入し返送してもらう（７月８日締切）

３．７月13日（月）に三役による決議事項確認書の確認を行い定期総会とする

返送された決議事項確認書のうち、賛成が過半数を超えた場合に可決とする

　上記の方法で書面決議を行いました。

　166人から提出された確認書によって、議案事項すべてに承認を得ましたことを報告いたし

ます。なお正会員数（専門部含む）は317人です。また、ご意見などもありませんでした。

　はがきをご返送いただきました皆さま、ありがとうございました。

【事務局関係】

１．毎月の役員会の開催

２．必要に応じた相談交流会の開催

３．自閉症を正しく理解してもらうための社会的啓発活動

４．情報に関する活動

☆ホームページをリニューアルする

・インターネットによる情報の収集・発信（ホームページの運営）

・会員相互の情報交換（メーリングリストの運営）

５．ビデオライブラリーの管理・貸し出し

６．書籍・DVD・医療用絵カード等の販売

７．高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2020　⇒中止

（高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー実行委員会）

基調講演と４つの分科会　７／23（木／祝）　ひと・まち交流館京都

８．保護者対象の合同学習会の実施

９／10（木）　「コミュニケーション」⇒ Zoomでのオンライン学習会

９．☆専門部との共同企画として小規模のセミナー・懇談会を実施

10．子育てほっとタイムの実施（京都市障害者相談員（発達）合同の保護者の相談交流会）

11．余暇活動の音楽サークル「The BEAT」への協力　⇒９月から活動予定

12．日本自閉症協会、近畿ブロックとの連携及び代表派遣

・日本自閉症協会の総会への代表派遣

６／14（日）　東京　⇒ Zoomでのオンライン説明会に変更

・全国大会への代表派遣

10／31（土）～11／１（日）　YCC 県民ホール（山梨県）　⇒中止

・加盟団体役員連絡会

10／31（土）　東京会場とオンライン会議形式

・近畿ブロック会議への代表派遣

第51回定期総会　書面決議で承認

令和２年度（2020年度）事 業 計 画
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・2020年度 NHKハートフォーラムへの協力（担当：滋賀県自閉症協会）

６／14（日）　G-NET しが（滋賀県立男女共同参画センター）　⇒中止

・2021年度 NHKハートフォーラムへの協力（担当：滋賀県自閉症協会）

13．府・市及び府教委・市教委などの行政当局との連携と必要に応じた要望

京都府障害者施策推進協議会への代表派遣

京都府発達障害者支援センター「はばたき」との連携

京都府切れ目ない支援体制整備に係る特別支援連携協議会

京都府教育委員会との懇談会の実施

京都府ペアレントメンター養成講座への受講者派遣

京都市障害者施策推進審議会への代表派遣

京都市市営保育所移管先選定部会への代表派遣

京都市障害児通所支援事業所選定部会への代表派遣

京都市障害者自立支援協議会　権利擁護部会への代表派遣

京都市発達障害者支援連携協議会　発達障害施策推進部会への代表派遣

京都市発達障害者支援連携協議会　就労支援連絡部会への代表派遣

京都市障害者相談員活動（発達）委託業務の遂行

京都市発達相談員連絡会の開催、研修会の実施

京都市障害者相談員連絡会・研修会に参加

京都市ほほえみ交流活動支援事業への参画

京都市発達障害者支援センター「かがやき」との連携

京都市教育委員会との懇談会の実施

京都市社会福祉協議会福祉委員会への代表派遣

京都市「ほほえみ広場」への参画と実行委員会への代表派遣

10／17（土）　梅小路公園　⇒中止

府・市の圏域障害者自立支援協議会全体会などへの代表派遣

14．他の障害者団体、関係機関・団体との交流及び連携

京都障害児者親の会協議会の役員会、理事会、総会などへの代表派遣

京都障害児者親の会協議会の役員・リーダー等研修会への代表派遣

京都障害者新成人のつどいへの参画

2021年１／11（月/祝）　京都テルサ

主催：京都障害者成人式実行委員会

［構成団体：京都障害児者親の会協議会、（社）京都手をつなぐ育成会、（社）

京都身体障害児者父母の会連合会、（社）日本筋ジストロフィー協会京都支

部、京都府自閉症協会、京都重症心身障害児（者）を守る会］

京都総合福祉協会の理事会、評議員会、後援会などへの代表派遣

関西障害者定期刊行物協会総会への代表派遣

障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会への代表派遣

　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　インクルーシブ教育部会への代表派遣

発達障害関係団体連絡会（京都 LD 等発達障害親の会「たんぽぽ」、高機能自閉症・アスぺ

ルガー症候群及び周辺の発達障害京都親の会「ONLY ONEの会」）との連携

15．世界自閉症啓発デーに向けてのイベント「世界自閉症啓発デー in京都」の企画・実施

 （京都発達障害関係団体連絡会）

京都駅ビル駅前広場

京都タワーその他でのブルーライトアップ

16．NPO法人あすくとの連携

17．NPO法人あすく主催の「超！入門　自閉症支援講座」への協力　⇒中止

☆は、「今後の京都府自閉症協会のあり方」についてのアンケート調査結果を踏まえて新

たに計画するものです。
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親や関係者を対象にした講演会、研修

会への協力

☆小規模のセミナー・懇談会の実施

保護者対象の学習会への協力

編集部への協力

京都市ほほえみ交流活動支援事業への

協力

 NPO 法人あすくおよび工房あすくへ

のサポート

 NPO 法人あすく主催の「超！入門　

自閉症支援講座」への協力　⇒中止

専 門 部

会報「BEAM」の発行（年３回）

情報の収集

編 集 部

レクリエーション

クリスマス会の集い　⇒中止

学習会

・幼児期～高校３年までの子を持つ親

の学習会の実施

 ⇒９月から活動予定

・施設や学校などの見学会を予定

幼児学齢部

学習会

・高校生以上の子どもを持つ親の学習

会を月１回実施予定

 ⇒９月から活動予定

・施設など見学会の実施

・バスレクリエーション

10/８（木）　⇒中止

レクリエーションとしての音楽活動

「Kirala」の実施

 ⇒10月から活動予定

シニアＧ

自閉症の人と親の高齢化に関する課題

検討会などを実施予定

青年成人部

保護者交流会

高機能自閉症やアスペルガー症候群の

お子さんを持つ親の交流会の開催

・交流会：お子さんの年齢を問わな

い、全年齢対象の保護者交流会

・ほっこりタイム：成人のお子さん

を持つ親を対象とする保護者交流

会

・ランチ会

学習会の実施

すべて Zoom によるオンライン形式に

なりました

高機能・アスペルガー部

きょうだい支援のための活動に協力

きょうだい部

父子お楽しみバーベキュー

５/24（日）　宇治市総合野外活動セ

ンター「アクトパル宇治」　⇒中止

吹奏楽コンサートの開催　⇒中止

学習会の実施　⇒中止

懇親会の実施　⇒中止

父親ネットワーク

 新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から事業の中止や活

動の自粛が相次いでいます。

 ９月以降に予定の活動も今後

の状況により中止になる可能性

があります。当協会のホームペー

ジなどでご確認ください。
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アセスメントからはじめよう
―不適切行動を考える―

特集

澤　月子 氏（南山城学園スーパーヴァイザー・

湊川短期大学非常勤講師）

　自閉スペクトラム症の人の不適切な行動への対応は、多くの親や支援者にとって共

通の課題です。ただし、本当に困っているのは、本人であることを大前提として考え

ておかなければなりません。当協会の学習会で2018年９/13（木）、2019年９/12（木）と

２回続けて澤月子氏をお迎えして、「アセスメント」についてご講演いただきました。

学習会に参加できなかった人や、「アセスメント」という言葉を初めて聞く保護者や

支援者にも、不適切な行動の背景や原因を探りながら、不適切行動を適切な行動に変

える手立てなどを分かりやすくまとめていただきましたので今号で特集として掲載い

たします。

アセスメントとは  

　現在、新型コロナウイルス感染症の恐怖が日本中を覆っています。そして、誰もが自分は罹

患しているのか否かを知り、自分の命だけではなく大切な人の命も守りたいと考えています。

そのために検査を望む声が日ごとに大きくなっている現状です。

　まさに、この検査に該当するのが「アセスメント（評価と訳されています）」です。主観的

な解釈ではなく、誰もが納得がいくように客観的な数字にしたり、傾向が分かるような記録を

用いたりします。

　これまでの経験の一部ですが、不適切行動を考える時だけではなく、本来、支援にあたる際

には、まずアセスメントが大切という事を強調しておきたいと思います。

アセスメントが大切なわけ  

　不適切行動を目の当たりにすると、多くの場合、なぜそのような行動が起きているのかを考

える前に大変な現象だけに目を奪われ、何とかおさめなくては、と思ってしまいます。原因が

分からないのに解決方法を探してしまうのです。

　しかも、原因は一つだけではありません。自閉スペクトラム症としての特性、本人のこれま

での歴史など本人をしっかり評価することが大切です。TEACCH プログラム〔注〕では、自閉ス

ペクトラム症を理解するために「氷山モデル」という考え方を用います。私なりに氷山モデル

を図のように考えています。（図）

〔注〕TEACCH（Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped CHildren）プログラムは、アメリカ・ノースカロライナ州における自閉症の

人の生涯にわたる包括的な支援プログラムである。
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　次に大切なことは、海水に該当する私たちの対応を含めた環境の在り方をも評価するという

ことなのです。自閉スペクトラム症なら全員が不適切行動を伴うものなのでしょうか？もちろ

ん、答えは NO です。不適切行動は、環境との相互作用で作られると言っても過言ではあり

ません。だからこそ、支援の方法や環境の中にある刺激などをしっかりと評価して、適切な環

境に変えていかなくてはなりません。不適切行動を自閉スペクトラム症のせいにしてはいけな

いのです。

どんな時に・どんなアセスメントを？  

　アセスメントは、大きく２種類に分かれます。多くの場合、マニュアルがあり障害のない子

どもにも用いてみて標準の姿と比較して偏りや遅れの度合いを数値的にあらわすフォーマルア

セスメント（療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を取る時に経験したような検査）と、普段の

様子の記録などによる、インフォーマルアセスメントがあります。

　前者は客観的ですが、日常場面での様子との関連を深く分析する必要があり、誰もができる

というものではありません。後者は、能力だけではなく、興味関心を知ることができたり、日

常場面の様子は分かるのですが、どうしても主観的になってしまいます。それをできるだけ客

観的にする方法を考えてみましょう。

　どんな時に・どんなアセスメントをするのか？これも、決まった答えがあるわけではありま

せんが、数多くのインフォーマルなアセスメントの方法から、いくつかを紹介します。

こんな時に・こんなインフォーマルアセスメント  

１．行動には必ず意味があることを知る

１－①　みんなでつけてみよう　その行動の目的を知る～「動機評価尺度」

「行動動機診断スケール」で検索

　人の行動にはすべて意味があります。時々「今日は、調子が悪いんです」と言って、その意

味を考えようとしない支援者（支援と言えるのか⁈）に出会うことがあります。そういう時、

私は「調子って何？説明して下さい」と言ってしまいます。主観ではなく科学が必要なのです。

　動機評価尺度は、16の質問に答え、その合計点数で行動の目的と意味を探るというもので、

全くの主観でつけていきます。５分ぐらいでできるので、対象となる本人に関わるすべての人

が振り返ってつけてみることが可能です。

　その行動によって、本人は何を得たのかということを考えます。たとえば、「モノを投げる」

同じような行動でも、人によっては求めているものが違うということなのです。

　物を投げたら→身体がすっきりした「感覚（好きな感覚を満たす）要求」、嫌な作業をやら

なくて済んだ「逃避要求」、誰かが来てかまってくれた「注目（を浴びたい）要求」、欲しいも

のがもらえた「物活動要求」など、大きく４つの動機があるのです。（表１）

不適切行動

★障害の特性や経験

 ★周囲の対応や環境

図　氷山モデル



ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 139）　第三種郵便物承認　　　通巻第9784号　　　2020年10月28日発行（8）

　初めに述べたように、本人の行動とそれに対する周囲の対応との相互関係に目を向ける必要

があります。対応いかんによっては、自分にとってメリットとなるものを得ているわけです。

１－②　動機が分かれば対応が分かる（表２）

表２　原因・背景（動機）が分かれば対応が分かる

トークン〔注〕

１－③　この場合、「みんなちがってみんないい」は間違い

　ある事業所で、ものすごい力で職員の腕をつかまえては、幾度となく旅行などのスケジュー

ルを執拗に聞く人がいました。この人は、失明していてスケジュールが全く見えなかったので

仕方ないとはいうものの、力のすごさもさることながら、実は問いかけている時のご本人の表

情があまりにも苦しそうで対応に苦慮しているところでした。職員たちは、この行動がどんな

時に起きているのか、何が目的なのかを知るために動機評価尺度を各自でつけてみることにし

ました。（表３）

　見事に？職員によって解釈がバラバラであることが分かりました。当然、対応もバラバラ。

「みんなちがってみんないい」ではなく、各自の評価が違っていたということが分かったこと

に大きな意味があると考えました。もちろん、一致することもあり、その場合は、話が早い。

必要な対応を導きだすことが容易だからです。

〔注〕トークン：対象の人が望ましい行動をした時に、ご褒美としてお金に変わるシールなどを手渡

し、それが貯まったら大好きなものと交換ができるという「活動への動機」を高める視覚的な

方法。

表１　続く行動障害の原因・機能は４つ

感覚要求

逃避要求

注目要求

物活動要求
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いつ どんな状況 行動 周囲の対応 行動は 考えられること 

月日 

時刻  ： 

 

*記述式 

・つかみかかる ・離れる ・おさまった ・注意をひきたい 

・人をたたく ・別室で休憩を促す ・ひどくなった ・気になることを聞きたい 

記入者； ・大声を出す ・質問に答える ・変わらない ・時間を持て余している 

表４　「なぜ」と考える思考の流れ

 

職員によって 

バラバラ！ 

表３　支援者の主観の違いが明確に

２．周囲の対応にこそ課題があることを知る

２－①　直前状況と職員の対応をより詳しく見ていくために～「ABC 分析の記録」

　ABC とは、きっかけとなる状況（Antecedent）・行動（Behavior）・行動への対応やその

結果（Consequence）を表しています。記録は、簡潔に、そして傾向が分かるようにつける

必要があります。学校の連絡帳を山と積まれても、なかなか分析しにくいのは、記述式で主観

的であるということが原因ではないでしょうか？

　ABC 分析の記録表を作成する時には、丸を付けるだけでいいように工夫しています。ただ

直前の様子だけは簡単に記述式にします。そして、大切なことは支援する側がなぜその行動が

起きているのかを自分の頭で考えることをも提起していることです。（表４）

いつ どんな状況 行動 周囲の対応 行動は 考えられること

月日

時刻 ： *記述式

・つかみかかる ・離れる ・おさまった ・注意をひきたい

・人をたたく ・別室で休憩を促す ・ひどくなった ・気になることを聞きたい

記入者； ・大声を出す ・質問に答える ・変わらない ・時間を持て余している

表４　「なぜ」と考える思考の流れ

いつ どんな状況 行動 周囲の対応 行動は 考えられること 

月日 

時刻  ： 

 

*記述式 

・つかみかかる ・離れる ・おさまった ・注意をひきたい 

・人をたたく ・別室で休憩を促す ・ひどくなった ・気になることを聞きたい 

記入者； ・大声を出す ・質問に答える ・変わらない ・時間を持て余している 

表４　「なぜ」と考える思考の流れ

　先の例は、明らかに予定が気になるけれども、この記録によって、表現の仕方がつかみかか

るという直接的な手段になっていたことを全員で合意することができました。

２－②　必ずコミュニケーションの視点を

　私は「考えられること」の中に必ず「コミュニケーションの理解・表出」を加えています。

周囲の状況がよく分からない、あるいは、うまく伝えられないといったコミュニケーションに

大きな課題があると考えるからです。そして、不適切行動の原因としての多くがこのコミュニ

ケーションの問題であることが分かります。

　ABC 分析の記録を１か月ほどつけた後、この人への支援をコミュニケーション手段の獲得

に置き換えました。失明しているためかなり大きなボードを部屋に掲げ（午前、午後各２枚）、

そのボードを職員に渡して質問する形に統一したこと、職員によって答えが違うと混乱するの

で、答え方もそのボードに記しておくようにしました。

　今では全くつかみかかりもなく、穏やかになられました。一番しんどかったのは誰だったの

だろう？と教えてくれた貴重な例となりました。
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表５　PECS〔注〕導入前

 

表６　PECS〔注〕導入後

３．長い時間の流れの中で変化を知る
３－①　どの時間帯にその行動が多いのか？その時間ってどんな時？～「24時間の記録」
　どの時間帯・どの曜日に集中しているのかを知ることで、その時、何があるのか何が足りな
いのかが見えてきます。
　過飲水でトイレの水まで飲んでしまい、身体に危険を及ぼす行動が見られた人の例です。少
し見づらい表ですが大まかな傾向は分かると思います。横軸は24時間、縦軸は月日です。〔泣く〕
〔飲水〕の行動がチェックされています。 （表５・６）

〔注〕PECS（絵カード交換式コミュニケーションシステム）：言葉によるコミュニケーションが難

しい人を対象として、欲しいものの要求や状況をコメントする絵カードを自発的に相手に渡し

て表出するコミュニケーション方法。６段階にわたるトレーニング手順がある。



（11）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 139）　第三種郵便物承認　　　通巻第9784号　　　2020年10月28日発行

表７　支援と不適切行動の関連

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 月 × 〇 × 〇 × 〇 × × × × 〇 × 〇 × × 〇 × × 〇 × 〇 〇 × × 

3 月 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

　動機としては、感覚を満たすためと同時に適切に水分を要求することができないためと考え、

これも PECS を用いて要求カードを部屋に10枚近く貼ったことと、作業の工程の中にお茶要

求の場面を作りました。ゼロにはなっていないのですが泣くことや飲水の跡がみられる回数が

うんと減っています。しかも、ある一定時間に絞られてきました。この時間はどんな時間帯？

職員によって寝る前の一斉のお茶提供の仕方にズレがあることが分かり、時間と対応を統一す

る課題が見えてきました。現在では、お茶要求の回数も半分くらいになっています。

３－②　ビフォー・アフターで支援の効果を確かめる

　表からは、PECSを用いて要求方法を学んだ半年後の成果を確信することができます。主観

的で羅列的な記録では、なかなか把握できないことです。

　その行動は、自分にとって意味があるからこそ生起し、続いていきます。最終的には、取り

組みの効果を見る時に不適切行動の回数だけを記入して検証しておきます。（表７）

　これは、しばしば入浴を拒否されていた人に３月２日から入浴後にお菓子をお渡しすること

で、見事に改善した例です。私たちが考える入浴の意味と自分にとっての意味が違うのだとい

うことですね。

　一目瞭然の結果を見て、対象の人だけではなく支援する側にとっても大きな一歩を踏み出し

たと実感できます。

４　記録表の作成から始める

　何を知りたいかによって記録表を自分たちで作っていく必要があります（動機評価尺度以外）。

私は、その作業こそが対象の人の不適切行動をチームとして考える大事なプロセスだと考えて

います。分析に際してもいろいろな意見があるでしょう。そこに客観的な視点を入れていくた

めに、可能であればフォーマルアセスメントができればいいなと思います。

さいごに  

　紙数が尽きたので、フォーマルアセスメントについては、もし別の機会があれば、そこに譲

ることにしましょう。さあ、対象の人の周りにいる人たちがチームになって、インフォーマル

アセスメントに挑戦してみませんか？きっと「困った人」ではなく「困っている人」の姿が見

えてくるはずです。

＊更に詳しく学びたい人のために、「アセスメント　ちょっと詳しい版」を執筆していただき、

当協会のホームページにアップしていますので参考にしてください。

＊なお、社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団より「在宅心身障害児（者）療育研修事業」と

して令和元年度 国庫補助事業の助成を受けて開催しました。
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おすすめの１冊 事務所でも

販売しています

作者紹介：

日下部ななえ

（くさかべ　ななえ）

1989年生まれ

アスペルガー当事者

５匹の猫と過ごす毎日

漫画、イラストの

お仕事募集中

　話し言葉によるコミュニケーションに重度の困難のある自閉症をはじ
めとした子どもや大人の特徴のいくつかを説明するとともに、拡大・代
替コミュニケーションシステムである PECS について、とてもわかり
やすく解説されています。
　この本は、「PECSマニュアル」を除いて PECS（絵カード交換式コミュ
ニケーション・システム）について日本語で読める唯一の本です。
　自閉症の人（子どもも大人も）が言葉を話せるか話せないかにかかわ
らず、その人に関わるご家族、支援者、教師全ての方にぜひ読んでいた
だきたい本です！

「自閉症児と絵カードでコミュニケーション― PECSと AAC―第２版」

 著：アンディ・ボンディ氏、ロリ・フロスト氏

 訳：門眞一郎氏他

二瓶社
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各部だより  

学習相談会事業セクシュアリティー学習会
　２月12日（水）に当協会の事務所において「生活の一部としてセクシュアリティを考える」

～知って学んで慣れて伝える～をテーマに、平木真由美先生を講師にお迎えし、全会員向

けの学習会を行いました。参加者は16人でした。

　今回は全会員対象ということで、子どもの年齢が幅広い保護者の参加となりました。人

生でのさまざまなステージに大きく関わってくるセクシュアリティとその支援について、

平木先生がこれまで活用されてきたたくさんの教材を使ってとてもわかりやすく、そして

明るく楽しく教えていただきました。まさしく「セクシュアリティとは人生すべてです」と

のお話の通り、子どもの一生を考えての正しい支援の大切さを勉強させていただきました。

　「恋はメリーゴーランド」と題されたおつきあいの図のお話が楽しく、思わずいつか誰

かに恋するわが子を想像してしまいました。

　参加者からの質問にもお答えいただき、長時間になりましたがとても有意義な時間を過

ごすことができました。

　平木先生、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

サイコロゲームで

メリーゴーランドの図で

教
材
を
手
に
説
明
さ
れ
る
先
生

＊令和元年度競輪公益資金補助事業として競輪の補助を受けて開催しました。

おつきあいの仕方を学びました

　

合

同

学

習

会
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募集します
コロナにまつわるエトセトラ

体験談・エピソード・思い・悩み・不安・希望・情報…

　もしも感染したらどうすればいいのか・・・誰もが不安に思いながらの生活をされ
ていることと思います。
　５月５日（火）、当協会正会員のメーリングリスト（以下 ML）で岡会長からの「ど
のようにお過ごしですか」という問いかけに多くの声が寄せられました。ML に参加
されていない会員もたくさんおられますので、今後は BEAM でも会員の皆さまから
の声を取り上げていくことになりました。
　自閉スペクトラム症ならではの「思い」や「気づき」があると思います。例えば・・・

先行きが不透明で不安だった
自粛生活でストレスを感じた
子どもの学校が休校になり、仕事に出かけられず困った
家庭で、学校で、職場で、施設でこんなことがあった
環境の変化が心配だったが意外と大丈夫だった
こんな対応をしてもらってよかった

など、どんなことでもけっこうです。皆さまからいただいた体験談や思いなどは、行
政などへの要望の基になりますので、たくさんの声をお待ちしています。
　FAX、メール、郵便で事務局にお送りください。【匿名でも結構です】

FAX：075-813-5157　　メール：askyoto＠shirt.ocn.ne.jp
 （正会員 MLへの参加希望の人もこちらにお申し込みください）
住所：〒602-8144 京都市上京区丸太町通黒門東入ル藁屋町536-1 元待賢小学校３Ｆ

新型コロナウイルス感染症に関しての投稿

災い転じてオンライン

宮　内　賀永子

　新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、春以降はほとんどの行事が中止となり、あ
らゆることが自粛となりましたが、それでも感染が広がりを見せ、緊急事態宣言が発出される
までになりました。現在、緊急事態宣言は解除されていますが、依然として感染者の数は増加
傾向にあり、いつ誰が感染するか分からない不安な状況が続いています。
　当協会の事業も世界自閉症啓発デーがブルーライトアップのみでイベントは中止、総会も書
面決議に変更し、高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナーも中止、各部の活動も自粛して
おり、今後状況を見ながら対策を講じつつ行っていきたいと思っているところです。

　しかし、こういう時でも、こういう時だからこそ役員として今後に
向けての話し合いや、現時点でやるべきことなど、役員会の開催は必
要となります。そんな中、専門部から「Zoomでのオンライン会議を
導入してはどうか」という提案がありました。Zoomというものを知っ
てはいても不安だらけで、『そんなん無理ぃ！』と心で叫んだ役員が
私を含めて何人いたことか⁉　それでもとにかく一度やってみようと
いうことになり、設定した時間にはパソコンの前で髪を整えたり、背
景を気にしたり・・・参加することはそんなに難しいこともなく、で

も中にはなかなかミーティングに入れない人がいたり、緊張しながら会議が始まりました。画
面の向こうには久しぶりに見る役員たちの懐かしい顔。慣れないこともあり、冗談がでること
もなく、予定時間より早くに終わりました。（いつも延長になってしまうのに・・・）



（15）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 139）　第三種郵便物承認　　　通巻第9784号　　　2020年10月28日発行

　初めは自分にはハードルが高そうに思いましたが、役員会は今のところ Zoomを使って行っ
ています。まさか自分がオンライン会議を行うことになろうとは・・・⁉
　コロナがなければやることもなかったと思いますが、いつもは仕事などで出席できない人や
遠方で出席しにくい人などの参加があり、とてもよいシステムだと思います。
　今後も相談交流会や学習会などでも使っていきます。思っているよりもハードルは高くない
ので、皆さまもぜひご参加ください。
　福となったかどうかは分かりませんが、いい経験になりました。

PCR検査受けました

常　岡　孝　子

　平日はグループホームで生活し週末は家に帰ってくる32歳、支援区分６の二男の PCR 検査
体験談です。
　６月のある金曜日、帰宅した二男は38度台の熱がありました。食欲は普段と変わらず、家の
中をウロウロ歩き回れるほど元気でしたが、週末ずっと熱は下がらず、新型コロナではないか
と心配になりました。
　月曜日（発熱から４日目）の朝に保健所に電話をかけて PCR 検査を受けたいとお願いしま
した。しかし、保健所の答えは「まずかかりつけ医の診察を受けてください。その先生が
PCR 検査を必要と判断したら保健所に依頼がありますのでその依頼を受けて、保健所から医
療機関に検査を手配することになります」でした。
　それで、二男がいつも診てもらっている近所のかかりつけ医に診てもらいました。診察の後、
先生が「薬を処方します。それを飲んでしばらく様子を見ましょう」と言われたので、私は
「PCR 検査を受けたいです」とお願いしました。しかし「熱がこの後２、３日続いたら、Ａ
病院（京都府南部で PCR 検査を行っている基幹病院）に行って下さい」と。その言葉で、こ
の先生から保健所には依頼してもらえないと思いました。
　勝手にＡ病院に行ってもいいのか、合点のいかない展開になったので帰宅してから再度保健
所に確認の電話をすると、保健師さんから「医師からの依頼が無ければ、勝手にＡ病院に行っ
ても検査はしてもらえませんよ」と言われました。私は二男の体調が心配なのは勿論ですが、
もし新型コロナだったら施設にウイルスをまき散らしてしまっているかもしれない。そうだと
したらたいへんなことになる、施設に迷惑はかけられないので何とか PCR につながりたいと
強く思いました。
　火曜日（発熱から５日目）別のＢ病院（地域の総合病院）に医療関係者の夫が電話で診察の
お願いをしました。その際、夫は二男が自閉症で自分の体調を的確に伝えられないこと、万が
一新型コロナに感染していても障害を正しく理解してくれる支援者がいなければ入院や隔離な
どは不可能なこと、本人は治療が理解できないこと、暮らしの場であるグループホーム内でク
ラスターが発生したらとんでもないことになるので一日も早く PCR 検査をしてもらいたいこ
となど、知人の病院の医師に私たちの実情をわかってもらえるように話をしました。
　有難いことにＢ病院からその日の午後２時に来るように指示があり、指定された時間に自家
用車で夫と私と二男の３人で病院に行きました。新型コロナウイルスに感染している可能性が
あるため、着いたら車に乗ったまま携帯で着いたと連絡するように（降りないように）と言われ
ていました。電話をかけると担当者が出てこられて、夫と二男が案内されて病院の中に入って
行きました。入口もエレベーターも一般の人と接触しないように別になっていたそうです。発
熱外来に着いたら防護服の先生が待っていてくださって、すぐに PCR 検査をしてもらいました。
　私たちは、Ｂ病院から保健所に PCR 検査依頼をしてもらうための診察に来たつもりでしたが、
すぐにその場で検査を受けられたことにびっくりしました。さらに驚いたのは、慣れない場所
が苦手な二男がおとなしく検査を受けたことでした。鼻に綿棒を差し込まれた時は少しのけぞっ
たそうですが、すかさず後ろから夫が手を添えるとちゃんと検体が採
れたそうです。高齢で血圧の高い（高リスクの）夫も濃厚接触者なの
で一緒に検体を採ってもらいました。
　翌水曜日、二人とも陰性で結果オーライ。ほっとしましたが、医療
機関や保健所の指示や対応がバラバラなのは困りました。
　PCR 検査は高齢者や持病のある人は早く受けられるようですが、
自閉症などの知的障害のある人たちも優先的に受けられるようにして
ほしいと切に願うできごとでした。
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2020年
４月２日　世界自閉症啓発デー in京都

⇒イベントは中止
ブルーライトアップは実施

　　９日　京都市はぐくみ推進会議
⇒書面決議

　　10日　ほほえみ交流活動支援事業推進委員会
⇒中止
京都障害児者親の会協議会　役員会
 〈北山ふれあいセンター〉

　　13日　役員会《メールにて実施》
　　18日　京都市保育所移管選定部会

⇒書面決議
　　24日　京都障害児者親の会協議会

役員会・理事会　⇒中止
　　29日（水/祝）　NPO法人あすく理事会

《Zoomでのオンライン会議》
　　30日　京都市障害者相談員（発達）連絡会・

研修会　⇒中止、報告書送付
５月13日　高機能・アスペルガー部　交流会

⇒中止
　　17日　音楽活動「The BEAT」　⇒中止
　　20日　ほほえみ広場実行委員会　⇒中止

青年成人部　部会
《Zoomでのオンライン会議》

　　21日　役員会
《Zoomでのオンライン会議》

　　23日　京都障害児者親の会協議会　総会
⇒書面決議

　　24日　親子お楽しみバーベキュー　⇒中止
　　27日　子育てほっとタイム　⇒中止
　　28日　発送作業
　　29日　発送作業
６月１日　発送作業
　　２日　発送作業
　　３日　発送作業
　　４日　発送作業
　　６日　音楽活動「The BEAT」　⇒中止
　　７日　青年成人部　レクリエーション

「Kirala」⇒中止
　　８日　高機能・アスペルガー部　ほっこり

タイム　⇒中止
京都総合福祉協会　理事会
 〈北山ふれあいセンター〉

　　10日　高機能・アスペルガー部　部会
《Zoomでのオンライン会議》

　　11日　青年成人部　学習会　⇒中止
　　13日　定期総会　⇒書面決議に変更
　　14日　日本自閉症協会　総会議案説明会

《Zoomにて》
NHKハートフォーラム in滋賀
⇒中止
幼児学齢部　レクリエーション事前
説明会　⇒中止

　　16日　編集部　部会 〈事務所〉
　　17日　日本自閉症協会　総会　⇒書面決議

役員会
《Zoomでのオンライン会議》

　　21日　NPO法人あすく　総会・理事会
《Zoomでのオンライン会議》

　　25日　ホームページ委員会 〈事務所〉
　　26日　京都総合福祉協会　評議員会

 〈北山ふれあいセンター〉
関西障害者定期刊行物協会　総会
⇒中止

　　28日　幼児学齢部　レクリエーション
⇒中止

７月５日　青年成人部　レクリエーション
「Kirala」　⇒中止
音楽活動「The BEAT」　⇒中止

　　７日　役員会
《Zoomでのオンライン会議》
高機能・アスペルガー部
DVD視聴会　⇒中止

　　９日　青年成人部　学習会　⇒中止
　　10日　幼児学齢部　学習会　⇒中止
　　13日　第51回定期総会

⇒三役による書面決議
京都府障害者施策推進協議会
 〈平安ホテル〉

　　14日　京都市障害者相談員（発達）連絡会・
研修会　⇒中止、報告書送付

　　16日　京都府発達障害関係団体連絡会
 〈京都府庁〉
　　23日（木/祝）　高機能自閉症・アスペルガー

症候群セミナー2020　⇒中止
ホームページ委員会
《Zoomでのオンライン会議》

　　28日　京都市から意見聴取 〈事務所〉
　　29日　青年成人部　施設見学の下見
８月２日　高機能・アスペルガー部　部会

《Zoomでのオンライン会議》
　　３日　発送作業
　　４日　発送作業
　　６日　三役会議

《Zoomでのオンライン会議》
　　20日　HP委員会

《Zoomでのオンライン会議》
　　22日　公明党予算・税制要望並びに政策懇

談会 〈京都東急ホテル〉
　　23日　京都市障害者相談員全体研修会

 〈京都テルサ〉
　　27日　京都障害者新成人のつどい実行委員

会 〈北山ふれあいセンター〉
　　28日　HP委員会

《Zoomでのオンライン会議》
　　30日　青年成人部　レクリエーション

「Kirala」⇒中止

●役員会の活動報告  
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

を適切に伝えることができるよう、本人に関する情報を集約するためのツールです。

◆使い方
　保護者（または本人）が作成する「情報共有シート」、相談・診療の記録のほか、心理判定
の結果報告書や、教育や福祉サービス等の事業所から交付された資料をとじていき、本人に関
する情報をまとめておくことができます。
　保護者（または本人）で保管して、進級・進学や福祉サービスの利用を開始するときなど、
情報を知ってほしい相手方に直接見せるなどして活用します。
・発達の状況や特性について、先生や支援者などの本人に関わる人に、同じように知ってほしい。
・成長して環境が変わっても、これまで受けてきた支援や配慮を参考にして本人に関わってほ
しい。

京都市版「個別支援ファイル」

　新型コロナウィルスの流行によって、今までの「当たり前」の生活が大きく変化しました。

当たり前のように通っていた職場や学校は、在宅ワークやオンライン授業となり、当協会でも

実際に集まることなく交流できる Zoomでの役員会が始まりました。

　この大きな変化、感染症対策に不安を感じておられる方も少なくないとは思いますが、こん

な時だからこそ「自閉スペクトラム症の人のみならず誰もが個人の尊厳を守られた幸せな人生

を送れるように」との願いを込めた BEAM をお届けしたいと思います。

　基本に立ち返り、支援の在り方を再考するきっかけとなりましたら幸いです。

◆支援をつなぐためのしくみ
　京都市では、発達障害のある人、または発達に関して心配
のある人を対象に、令和２年度８月より、京都市版「個別支
援ファイル」を導入しました。
　「個別支援ファイル」は、発達障害のある人、または発達
に関して心配のある人が、進級・進学や社会に出るときなど、
成長に応じて環境が新しくなるときのとまどいや不安を減ら
し、切れ目のない支援を受けられるようにすることを目的と
しています。
　学校・園や福祉サービスなどの事業所へ、本人の様子など

　このような場面で、ぜひお役立てください。

◆次の場所で配付されています
発達障害者支援センター“かがやき”
児童福祉センター発達相談所（１階受付）
第二児童福祉センター発達相談部門（本館１階受付）

＊「京都市版個別支援ファイル」で検索すると、活用の案内やシート類のダウンロードができます。
＊京都市発達障害者支援センター“かがやき”で「個別支援ファイル活用説明会」を開催され
ています。活用説明会に参加するには事前申込が必要です。詳しくは“かがやき”のホーム
ページを検索、または電話（075-841-0375）などでお問い合わせください。

マスクが付けられない人のために

　感覚過敏研究所が感覚過敏でマスクやフェイスシールドが
付けられない人向けの意思表示カードを作りました。
　http://kabin.life/archives/1633　をクリックすると無料
でダウンロードできます。
　ぜひご活用下さい。
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発行人　関西障害者定期刊行物協会　〒543-0015　大阪市天王寺区真田山町2-2　東興ビル４Ｆ

編集人　京都府自閉症協会

〒602-8144　京都市上京区丸太町通黒門東入ル藁屋町536-1　元待賢小学校３Ｆ

　　TEL 075-813-5156　FAX 075-813-5157 定価　100円

★入会、住所変更、書籍の購入、ＤＶＤ貸し出しなど各種お申し込み、お問い合わせは、

事務局の宮内までご連絡ください。

事務所　　ＴＥＬ 075-813-5156　　ＦＡＸ 075-813-5157

会費の納入について 新年度分の会費納入をお願いいたします

・正会員
年額　12,000円（月額1,000円）

（日本自閉症協会年会費2,200円および機関紙購読料を含む）

年度途中でご入会の場合は、入会月から翌３月

までの会費を納入してください。

・賛助会員
個人年会費（4月～3月）　3,000円

（日本自閉症協会年会費1,500円および機関紙購読料を含む）

団体年会費（4月～3月）10,000円
（日本自閉症協会年会費5,000円および機関紙購読料を含む）

※郵便振替払込請求書兼受領証をもって領収証にかえさせていただきます。

※京都府自閉症協会は、入会金はいただいておりません。

　日本自閉症協会発行の機関紙「いとし

ご」（年６回発行）などは、京都府自閉症

協会から会員の皆様へお送りいたします。

会員以外で「BEAM」の定期購読を希望される人は、事務所までお申し込みください。

年間購読料（年３回発行）はこれまで450円でしたが、諸経費高騰のため、今年度から600

円（郵送料含）に改定しました。ご了承ください。発送の際に、振込用紙を同封します。バッ

クナンバーもありますので、事務局にお問い合わせください。

編 集 部 か ら

表紙の絵は、加賀谷和之（かがや かずゆき）さんの作品です。

ホームページＵＲＬ

http://as-kyoto.com/　 

※会員向けページもご覧いただけます

Ｅ-ｍａｉｌ

新 askyoto＠shirt.ocn.ne.jp　

小規模セミナー

「融
ゆ う ず う む げ

Zoom碍なオンライン講座」のご案内

日　時：12月12日（土）14：00～16：00

テーマ：問題行動は問題提起行動

講　師：門　眞一郎氏（フリーランス児童精神科医　京都府自閉症協会専門部部長）

申込方法：京都府自閉症協会（askyoto＠shirt.ocn.ne.jp）にメールでお申し込みください

詳細についてはホームページ、チラシでご確認下さい。


