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　より見やすく、より分かりやすく、より情報を得やすく。当協会のホームページは、このた

びデザインやページの構成を一新しました。ちょっと覗いてみようと思っていただけるホーム

正会員は、画面右上のメニュー
（ ）から ID・パスワードでロ
グインしてください。正会員限
定動画や BEAM が閲覧できます。

カレンダーで今後のイベントや、
そのチラシを確認することがで
きます。

お薦め動画もぜひご覧ください。
（一部は正会員限定です）
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京都府・京都市のひきこもりに関する相談窓口

ホームページをリニューアルしました！

ページを目指して、今後も改良を重ねてまいりますので皆さまからのご意見や

ご希望をお待ちしています。

（こちらの QRコードからホームページをご覧いただけます→）

URL：http://as-kyoto.com/メニューは
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■ The BEAT、Kirala の活動内容を
写真や動画でも紹介しています。

■医療、福祉、法律、防災などの疑問は
お役立ち情報をご覧ください。

■電車やバスの中などで予定をチェックしたり
動画を見たり…是非ご利用ください︕

　京遊連社会福祉基金様より助成金

をいただき、当協会のホームページ

のリニューアルに活用させていただ

きました。

　心より御礼申し上げます。ありが

とうございました。

助成金のご報告

11月27日（金）に京都遊戯会館にて

贈呈式が行われました

☆ホームページのリニューアルにあたり、米津 勇氏に多大なるご尽力をいただき、

更新にも引き続きご指導、ご協力をいただいています。心より感謝いたします。

BEAMの表紙に掲載する作品を募集しています
事務局までお問い合わせください（裏表紙参照）



ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 140）　第三種郵便物承認　　　通巻第9891号　　　2021年３月８日発行（4）

１．はじめに  

　2020年９月10日（木）に当協会の専門部長 門 眞一郎氏に講師をお願いし、Zoom に

よる初めてのオンライン学習会「自発的表出コミュニケーションの支援」を行いまし

た。これまでの学習会で「構造化」「アセスメント」について学んできましたが、門

先生は「自閉スペクトラム障害の人の自立社会参加を目指すあらゆる支援の基礎はコ

ミュニケーション支援」と述べておられます。今回の学習会で先生から自閉スペクト

ラム障害の適切な理解、合理的配慮の一つである視覚支援、PECS を用いてコミュニ

ケーションできるようにすることについて詳しく教えていただきました。

　「自発的表出コミュニケーションの支援」の内容を、先生が分かりやすくまとめて

くださいましたので今号の特集として掲載いたします。

自発的表出コミュニケーションの支援

特集

門　眞一郎 氏

（フリーランス児童精神科医）

　最近は、「自閉症スペクトラム」に代わって、「自閉スペクトラム

症」という名称がよく使われます。これは、アメリカの精神医学会

が作った診断分類と診断基準（DSM-５）を日本語に翻訳するとき

に、いくつかの学会が協力して、「障害」は親には厳しい表現なので、

「自閉スペクトラム症」にしようということになったのです。

　しかし、私は、「症」が病気のイメージを与えるので嫌なのです。

私は、「自閉スペクトラム」と「自閉スペクトラム障害」という名

称を使っています。「自閉スペクトラム」という状態は、生まれつき脳機能のタイプが一般の

人とは違うのです。多くの本では、「生まれつき、脳に機能障害があって」と書き始められ、

医学モデルで話が進みます。本人の脳の中に「機能障害」があるので、本人の中のその障害を

なんとかしましょうと考えます。

　しかし私は、社会モデルで考えたい。本人の脳の中にあるのは「機能変異」です。それが、

環境や社会との関係の中で「障害」という状態になるのです。「障害」とは、継続的に日常生

活や社会生活に大きな制約を受けている状態のことです。

　「自閉スペクトラム」は、生まれつき脳機能のタイプがほかの人とは違うだけです。劣って

いるとか、障害があるとかではなく、発達に著しくメリハリが利いているのです。しかし、「自

閉スペクトラム」の人を取り巻く人たちの理解や支援が不適切だと、日常生活や社会生活に大

きな制約を受けることになる。そのとき、それは「障害」という状態になるのです。そして、

そういう状態になっている場合に、「自閉スペクトラム障害」と私は言うわけです。ですから、

障害レベルにならないように、周囲の人や社会が適切な理解や支援をすべきなのです。すごく

メリハリが利いていても、周りから理解され、必要なサポートが得られて、日常生活や社会生
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活に大きな制約を受けなければいいのです。周りの人は、自閉スペクトラムの人をどう理解し

支えていくかべきかを考える前に、まずその人のメリハリをよく理解する必要があります。

２．自閉スペクトラムの人の最も重要なメリハリ  

　自閉スペクトラムの人の発達は、メリハリがすごく利いている。つまり、できることとでき

ないことの差、強みと弱みの差が、非常に大きい。いろんなメリハリがありますが、最も重要

なメリハリは、音声言語（いわゆる言葉）だけでは、意味を正確に理解することが難しいとい

うメリです。もちろん、簡単な言葉でしたら、さほど問題はないかもしれませんが、例えば、 

長々とくどくどと話されると、意味処理が追いつかなくなるのです。途中までしか追えなくなっ

て、理解できなくなり、コミュニケーションに支障をきたすことになるのです。

３．誰だって視覚優位  

　自閉スペクトラムの人は、相対的に視覚優位なのですが、実は一般の人でも「情報の約80％

は、目から入る」と言われています。一般の人も、視覚優位なのです。だから、世の中には視

覚的な支援があふれているのです。道路に出たり、駅に行ったりすれば、そのことはよくわか

るはずです。一般の人が情報の80％を目から取っているとすると、自閉スペクトラムの人は

80％では済まないでしょう。90％、なかには99％と言う人もいるでしょう。このメリハリ、相

対的に視覚優位ということを、コミュニケーション支援をする時に忘れてはならないのです。

４．自閉スペクトラムの人へのコミュニケーション支援  

　自閉スペクトラム、自閉スペクトラム障害の人にコミュニケーション支援をするときには、

メリハリのハリを生かして支援するべきです。つまり、拡大・代替コミュニケーション（以下

AAC）を使うことになります。AACとは、いわゆる言葉でコミュニケーションが取れない、

あるいは十分に取れないときに、言葉以外のコミュニケーション手段を使うことです。例えば、

絵カード・写真・文字（筆談）・手話・ICT 機器などを使うのです。点字以外の AAC はすべ

て視覚的なコミュニケーション手段です。

　コミュニケーションには、理解（受容性）と表出（表現性）の２つの方向があります。こち

らから伝えて理解してもらう、本人からこちらに表出してもらう。この両方をきちんと支援し

ないと、コミュニケーションの支援をしたことにはなりません。

　どちらの方向にも、AAC を使うということです。中でも、絵、写真、文字などは消さない

限りは消えません。非一過性です。そこに存在し続けるものです。しかし手話は動作なので一

過性です。すぐに消える一過性のものよりも、消えない非一過性の手段の方が、理解しやすい

のです。ですから、表出も理解もどちらも、絵や写真や文字、最近では ICT機器などを使って、

支援するということになります。

　今日は、理解コミュニケーションの支援についてはお話ししません。実は、理解コミュニケー

ション支援で最も重要な方法は「構造化」、それも「視覚的な構造化」です。このことについ

ては、すでに野畑先生からお話がありました。しかし構造化だけではコミュニケーション支援

の半分にしかならないのです。

　そこで今回は、表出コミュニケーション支援、それも自発的な表出についてお話しします。 

絵、写真、文字、ICT 機器などを使ってこちらに伝えてもらうわけですが、その使い方を教

えないといけません。しかし、教える時には、まずこちらから働きかけて教え始めるので、《応

答の》コミュニケーションになりがちなのです。今までは、自発的表出を教えることが、簡単
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にはできなかったのです。しかし PECSが登場して、初めて《自発的な》表出を最初から教

えることができるようになったのです。

５．PECSとは  

教育へのピラミッド・
アプローチ

役に立つＡＢＡ入門

￥3564税込+送料¥350
申込先：
ピラミッド教育コンサルタントオブジャパン
http://www.pecs-japan.com/

門 眞一郎 監訳

　PECSは“The Picture Exchange 

Communication System”の頭文字を取っ

て PECS 。日本語名は「絵カード交換式

コミュニケーション・システム」です。開

発者は、応用行動分析学のアンディ・ボン

ディさんと、日本でいう言語聴覚士、米国で

は SLP（Speech Language Pathologist）

のロリ・フロストさんです。

　その理論的な基盤は、ピラミッド・アプ

ローチという応用行動分析学ですが、その

入門書も日本語版が出ました（『教育への

ピラミッド・アプローチ第２版』ピラミッド教育コンサルタントオブジャパン社刊）。これは PECS

だけではなく、いろいろなスキルを、子どもあるいは大人に教えるときに知っておくと役に立

つ本です。

６．PECSの対象  

　どういう人に PECSを使うとよいか。まず、年齢や障害種別は問いません。私なりにまと

めた以下の３つの条件のどれか１つでも当てはまれば、PECSを使ってみる価値があると言っ

ていいでしょう。

１．音声言語でコミュニケーションが取れない人。

２．自発的なコミュニケーションが難しい人。つまり、音声言語でコミュニケーションを取

るスキルは持っていても、それを自発的に使えない人。聞かれたときだけ答える。聞か

れないと、どれだけ困っていても伝えられないという人です。

３．自発的に言葉でコミュニケーションを取れるのに対人接近ができない人。たとえば、作

業をしていて材料が足りなくなったときに「～が足らない」「～をください」など、そ

の場では自発的に言葉で言えるのですが、離れたところにいるスタッフには聞こえない。

スタッフのところまで行かないといけないのですが、行けない人がいます。

　この３つのうちのどれか１つでも当てはまれば PECSを使ってみたらいいと思います。

７．コミュニケーションのはたらき（機能）  

　PECSで教える表出コミュニケーション機能は「要求」と「コメント」です。これまでの

コミュニケーションや言葉の教え方は、要求ではなくてコメントから教えるものでした。そし

て自発ではなく応答から教えてきました。

　自閉スペクトラムの人の場合、コメントよりも要求から教える方が、意欲が持続しやすいの

です。さらに自閉スペクトラムの人に、応答のコミュニケーションの練習ばかりさせていると、

プロンプト注）依存になりかねません。指示待ち状態です。これは「自立」とは正反対の状態で

 

注）プロンプト　適切な場面で適切な行動が生じるように手助けすること
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すから、できるだけ自立した生活を送れるようにと支援するなら、プロンプト依存にはしない

ように気を付けないといけません。

８．PECSの６フェイズ  

　PECSの中心的なトレーニングは、６つのフェイズ（段階）からなり、その手順は系統的

にマニュアル化されています。これで、自発的な要求とコメントを教えるのです。

　まず、フェイズ１では、絵カードで自発的に要求することを教えます。目の前にいる人に自

発的に絵カードを渡して、自分が要求したものを受け取る。これが、自分一人の力でできるよ

うに教えます。

フェイズⅠ

コミュニケーショ
ン・パートナープロンプター

自閉症の人 強化子

身体的プロンプト

絵カード

黙って
見せるだけ

すぐに声を
かけて
強化子を
渡す

最後まで
黙ったまま

　フェイズ２では、離れた位置から絵カー

ドを自発的に交換しに行って要求するとい

う、自発的な対人接近を教えます。つまり、

絵カードを受け取る人が少しずつ離れてい

き、そこまで歩いて絵カードを渡しにいく。

そして、絵カードが置いてある場所も少し

ずつ離していくのです。これは、自発的な対

人接近を教える非常に大事なフェイズです。

　なぜ、PECSでは最初からこの「自発的」

要求が教えられるのかと言うと、このフェ

イズ１と２だけは、２人がかりで教えるか

らです。コミュニケーションの相手（パー

トナー）と援助者（プロンプター）を分け

て、２人で教えることで、自発的な表出を

教えることができるのです。

　フェイズ３では、要求に使う絵カードを弁別し自発的に選択することを教えます。最初は２

枚のカードから、自分が要求したいモノや活動の絵カードを弁別し、それを選んで渡すことを

教えます。それが３枚、４枚、５枚と、少しずつ数が増えていっても、弁別して選択できるよ

うにします。

　このフェイズ３で、絵カードの弁別を教えるということは、それまでのフェイズ１、２では

絵カードの弁別ができていなくてもいいということなのです。だから、絵カードが理解できな

くても、フェイズ１と２のトレーニングはできるのです。絵カードの区別ができないなら、フェ

イズ３で教えるのです。だから、年齢がとても低くても、また障害がとても重くても PECS

には取り組めるのです。欲しいモノに手を伸ばすことさえできれば、PECSを始めることが

できます。必要なスキルはそれだけです。

　そして、５枚以上絵カードの区別ができるようになったらフェイズ４にいき、文で自発的に

要求することを教えます。最初は、「〇〇」＋「ください」と、２枚のカードで要求すること

を教えます。

　属性語を教える。二語文で要求ができるようになったら、文を長くしていくためにいろいろ

な属性語を教えていきます。大小や、色や数を指定して、文を長くしていくことを教えていく

のです。

　そして、フェイズ５で初めて応答的に要求することを教えます。「何がほしいの」という質

問をして、答えてもらいます。自発的な要求のほうが難しいので、それをしっかりフェイズ４

までで身に付けていれば、これは簡単です。

　最後のフェイズ６で意欲をなかなか続けさせにくいコメントを教えます。まず応答的コメン

注）強化子

（上図）

ある行動の直後に生じると、今後その行動が

繰り返される（強化される）ようになる刺激

やできごと。好みのモノや活動が強化子にな

りやすい
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トから入っていき、自発的なコメントにつないでいきます。応答のコメントでは、質問して、

答えてもらう。「何が見える？」、「何が聞こえる？」、「何を持ってる？」、「今日の天気は、どう？」

などコメントにはいろいろあります。質問に PECSで答えられるようになったら、自発的な

コメントを引き出す工夫をします。自発的なコメントが出やすいような状況設定です。日常的

な場面では、自発的なコメントは出にくいので、日常的な場面に、非日常的なことを入れるな

ど工夫します。あるいは、少し普段と違う状況を設定します。例えば、いつもは行かない、テー

マパークなどに行けば、コメントは出やすくなるので、そういう機会にはコメントに使えるカー

ドを用意しておいて行くといいでしょう。

９．PECSの発展形　iPad PECS  

PECS IV+
PECS用公式アプリ(iPad, iPad mini用） ¥10,400
◼ 簡単にカスタマイズできる直観的なデザイン
◼ 使用頻度の高い1,000枚以上の絵カードを搭載
◼ 新たな絵カードの作成や音声の録音が超簡単
◼ 最大10枚の絵カードを使った文を作成できる
◼ 作成した文の語順の入れ替えなど超簡単
◼ ７カ国語(音声は36カ国語)に対応
◼ 絵カード選択時に音声を再生するタイミングを指定で
きる（一定時間遅延法が使える）

◼ 使用データが自動的に取れる。

1年使えば:¥28/日
3年使えば: ¥9/日

　近年の ICT 機器の進化に対応して、

PECSの iPad 用のアプリ「PECS IV＋」

が開発されました。他にも似たようなアプ

リはあります、そのようなものを使うとき

に、PECSでは、「まず、アナログの通常

の PECSをトレーニングして、フェイズ

２で対人接近がきちんとできて、そしてフェ

イズ４で文が作れるというところまで達成

してから、こういうアプリに手を出した方

がいい」と言っています。

　それから、そういうアプリに完全移行す

るのではなく、併用を勧めています。つまり、コミュニケーションの手段が増えるのです。ア

ナログ PECSと、iPad 用のデジタル PECS、手段を２つ使えるようになるわけです。いつ、

どこで、どれを使うかについての選択権は、本人のものです。

　その PECS用アプリ「PECS IV＋」は、驚かれるかもしれませんが、実は１万円もする

のです（毎年自閉症月間の４月と AAC 月間の10月には半額近くにまで値下がりします）。値

段は高いのですが、ものすごく高性能です。まず、すでに1,000枚以上のカードが入っている

ので、とりあえずこの中から使いたい絵カードを選べばいいわけです。さらに、新しい絵カー

ドはすごく簡単に作ることができます。最近では、自分で絵カードを作成する自閉スペクトラ

ムの人が増えてきました。

　アプリのブック１冊あたり20ページ作れて、１ページあたり24枚のカードを貼り付けられま

すので、１つのブックに480枚登載できます。それを超えるカードは、２冊目のブックを作っ

て入れればいいのです。あるいは、家庭用、学校用そして外出用などと、使う場面によってブッ

クを分けることもできるのです。１台の iPad の中にブックは何冊も作れますが、重さは

iPad だけの重さですみます。

10．９つの重要なコミュニケーション・スキル  

　PECSでは、欲しいモノや活動の要求とコメントだけを教えるのではありません。他にも

重要なコミュニケーション・スキルがあり、合わせて９つが特に重要とされます。

　表出スキルとしては、１）強化子（欲しいモノ）の要求。これはフェイズ１から５までで教

えます。次に、２）手助けの要求と、３）休憩の要求です。さらに４）拒否と、５）肯定も教

えます。理解スキルでは、６）強化子の遅延と消失に応じるスキルです。欲しいモノを手に入

れるには待たなければならないことの理解と、要求したモノが今は手に入らないことの理解で
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いう行動障害に発展しやすいので、この９つをしっかり教えることがとても重要なのです。

11．PECSのすぐれた点  

　PECSの優れた点は、まず自発的な表出コミュニケーションを最初から教えることです。

プロンプトをできるだけ早くやめるので、プロンプト依存になりません。カードを手渡すので、

相手を意識し、対人接近が確実にできるようになります。毎回要求が伝わりコミュニケーショ

ンが成立するので、信頼関係が築きやすいといった利点があります。

12．おわりに  

　PECSを実行するには、ワークショップに出てからの方が望ましいです。基礎篇のワークショッ

プは丸２日間で、レベル１のワークショップと呼ばれます。Zoomを使ったオンラインのワー

クショップも増えました。ワークショップの日程と開催地については、ピラミッド教育コンサ

ルタントオブジャパンのホームページ＊１をご覧ください。（http://PECS-japan.com/）

表出スキル 理解スキル
１．欲しいモノやしたい
ことの要求

６．要求実現まで「待つ」と
「だめ」に応じる

２．手助けの要求 ７．絵カード指示に応じる
３．休憩の要求 ８．活動間の移行に応じる
４．拒否（いいえ） ９．スケジュールに応じる
５．肯定（はい）

（PECSトレーニング・マニュアルp.243-271を一部改変）

PECS ９つの重要な
コミュニケーション・スキル

す。そして、７）絵カードによる指示の理

解、８）活動の切り替えの理解、９）絵カー

ドを並べたスケジュールの理解です。

　PECSは、要求やコメントだけを教え

るのではありません。このように表出スキ

ルだけでなく理解スキルも教えます。そし

て、この９つのスキルがなぜ重要かと言う

と、これらのスキルを落ち着いて効果的に

使えないと、同じ結果を手に入れるために、

別の手段を使う可能性が高くなるからです。

たとえば、自傷や他害行為などです。そう

う

二瓶社
2,000円＋税

　PECSに関して、日本語で読める本は、

アンディ・ボンディ著『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、二瓶社）です。さらに、PECS

に関する資料をいくつか、私のホームペー

ジ＊２に上げていますのでご覧下さい。

（https://kado2006.sakura.ne.jp/）

　自閉症の人に、どのコミュニケーション

手段を使うかの選択権を認めないことは、

権利の侵害であり、差別行為であり、虐待

とすら言えます。

＊１　ホームページ「ピラミッド教育

コンサルタントオブジャパン」

＊２　ホームページ「精神科医 

門眞一郎の落書帳」
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　本カードについては BEAM130号で紹介しておりますが、まだご存じではない方も

おられるようですので再度お知らせします。お出かけの際に大変便利ですので活用さ

れてはいかがでしょうか。

　本カードは旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の区分に「第１種」が記載された身体

障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方が利用できます。本人用と介護者用が同時

に発行されます。

　大人用と子ども用（６歳〈小１〉から12歳〈小６卒業〉まで）があります。ご本人

と一緒に窓口（本カードの取り扱い事業者の駅）でお申し込み下さい。

申込費用・発行費用は不要です

申込に必要なもの

・申込書　＊本カード取扱事業者の駅などの窓口にあります

・申込本人の身体障がい者手帳または療育手帳の写し（本人の写真、手帳番号、氏

名、「第１種」の記載が確認できるもの）

・特別割引用 IC カード手帳確認届（新規申込用）

 ＊本カード取扱事業者の駅などの窓口にあります

・本人確認書類の写し（本人の氏名、生年月日、現住所を確認できる場合は手帳の

写しで可能）

　申込書類を「株式会社スルッと KANSAI特別割引用 IC カードサービスセンター」

まで郵送すると、３週間ほどでお手元に届きます。

　年１回の「継続利用確認」の手続きが必要です。手続きを忘れると利用停止になる

可能性があります。ご注意ください。

お問い合せ先　０６－７７３０－９８６０

（株）スルッと KANSAI　特別割引用 IC カードサービスセンター

（９：00～17：00　土・日・祝　年末年始除く）

詳しくは　https://www.surutto.com/tkwric/

スルッとＫＡＮＳＡＩ

特別割引用ＩＣカード 身体障がい者・知的障がい者割引

ご存じですか？
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おすすめの１冊 事務所は本体価格で
販売しています

「京都　幼稚園・保育園・認定こども園情報　Vol.15」

 編集・発行　NPO法人　おふぃすパワーアップ

 定価　本体1200円＋税

　京都市内を中心に幼稚園・保育園など92施設の情報に加え、保育制度

や園選びの情報が満載です。

　特別企画「心身発達障害児の入園＆サポート」では、京都市の担当窓

口への相談の流れ、専門家へのインタビュー、保護者の体験談〈当協会

員の声もあります〉が掲載されています。

　未就園児のパパ・ママに、そんなファミリーをサポートしていきたい

全ての人たちにぜひ読んでいただきたい１冊です。

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

〈『ASDな日々』の冊子や
 缶バッジの取り扱いサイト〉

https://pictspace.net/

nanaekusakabe
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各部だより  
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南山城学園　施設見学
　10月26日（月）京都市伏見区日野に

ある「社会福祉法人　南山城学園」

の施設見学をしました。幼児学齢部

学習会の施設見学ですが、今回は法

人が幅広い事業を行っておられるた

め正会員全員を対象といたしました。

参加者は12人でした。「障害者支援

施設　輝（かがやき）」「障害者デイ

サービスセンター　わこう」の２カ

所の見学を行いました。

　まず施設内にある多目的ホールに

て、各施設の概要を写真や映像で説明していただきました。当初は「障害者支援施設　光

（ひかり）」も見学予定でしたが、新型コロナウイルスの感染予防の観点から説明だけと

なりました。

　「障害者支援施設　光」には現在施設入所42人（男性32人、女性10人）、短期入所３人

が利用されており、平均年齢は約45歳で、重度の知的障害と自閉スペクトラム症を併せ持っ

ている人が７割いらっしゃるそうです。強度行動障害が見られる利用者が多いことから、

職員は利用者との意思疎通のため PECS の実践に取り組んでいるとのことでした。当協

会専門部の門先生、また澤先生がアドバイザーとして関わっておられるそうで、PECS を

使って利用者が職員に「室温を上げて欲しい」「バーべキューに行きたい」などの要求を

している場面の映像も見せていただきました。他にも物理的構造化（活動スペースと休憩

所を分けるなど）、視覚的構造化（コップを置く位置にイラストがあるなど）、トークンシ

ステムなど一人一人の利用者に応じた支援を実践されていました。

　「障害者支援施設　輝」には施設入所58人（男性28人、女性30人）、短期入所７人（男

性４人、女性３人）が利用されており、平均年齢は56歳で高齢の女性の割合が多いとのこ

とでした。主に高齢者や医療的ケアが必要な人が利用されているので、建物内部も廊下に

手すりがついていたり、車いすが通りやすいように広めの廊下やドアの造りになっていま

した。リハビリテーションなどには同法人の「介護老人保健施設　煌（きらめき）」から

作業療法士が定期的に来訪するとのことでした。強度行動障害の人は少ないようですが、

利用者に、より分かりやすく伝えるためにも視覚支援を積極的に取り入れているとのお話

でした。障害特性に関係

なく誰にとっても分かり

やすく、安心して過ごせ

る環境を作るためにこの

ような支援をしていただ

けているのはとてもうれ

しいことです。

　「障害者デイサービス

センター　わこう」の定

員は30人で、送迎エリア

は伏見区、山科区で月曜

門の横に設けられた大きな案内板

「日中一時支援事業所　ちぇりー」
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　「輝」は前述したとおり医療的ケアが必要な利用者がおられることから、ベッドも介護

用が備え付けられており、バリアフリー構造でエレベーターやスロープが完備されていま

した。

　「わこう」では26人の利用者がおられましたが、みなさんテレビをみたり、自立課題に

取り組んでおられたり、思い思いの過ごし方をされていて、職員さんも利用者さんを見守

　

幼

児

学

齢

部

　

りつつサポートしておられました。

　各施設の日中活動には近隣の公園などの清掃

活動があり、地域貢献されています。また、毎

年醍醐エリアで開催されるお祭り「和光祭」な

どでも地域と利用者とのつながりを感じました。

　今回の見学では、各施設とも高齢の利用者が

多く、学齢期の保護者にとってはわが子や自分

の将来像が想像しにくい面があったかもしれま

せんが、施設や利用者の様子を実際に見ること

ができたことで、先の見通しを持つための貴重

な機会になったのではないかと思います。

　コロナ禍という状況のなかでご参加いただい

た皆さま、そして何よりも見学を受け入れてく

ださった南山城学園のスタッフの皆さまに感謝

いたします。ありがとうございました。

日から土曜日まで利用できるそうです。利用者の年齢は幅広く、20歳から63歳までの方が

利用されているようです。こちらも視覚支援、構造化、スケジュールなどの取り組みをさ

れていて、自立課題も個々に用意されていました。職員が定期的に利用者の家庭訪問を行

い、地域包括支援センターや行政のケースワーカーとも連携をとられているので、利用者

だけでなく家族にも丁寧に対応されている印象を受けました。

　各施設の説明を受けたあとに参加者が半分に分かれてそれぞれ「輝」「わこう」を見学

しました。平成22年に「輝」が、23年に「わこう」が開設されたそうで、どちらも新しく

きれいな建物でした。

「障害者デイサービスセンター　わこう」

「障害者支援施設　輝」

視覚支援で分かりやすく
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着いたお部屋。そして焙煎したコーヒー、地元の野菜と出汁にこだわったお食事。どれも

興味深く感じながら、施設長の森口誠氏のお話を伺いました。

　現在、一般社団法人暮らしランプは、「放課後等デイサービス事業あくあ」「就労支援Ｂ

型事業所こきゅう」「就労支援Ｂ型事業所なかの邸」「生活介護事業所 uuu」「共同生活援

助事業所 colle」「居宅介護等事業所 stereoscope」を運営されています。

　始まりは森口施設長が以前勤務されていた社会福祉事業所を利用する人とはじめられた

週末だけのカフェからです。そこに福祉関係者をはじめ“やりたいことがある人たち”が

集まり「やりたいね」と話していたことを「かたち」にされました。

　森口施設長はおっしゃいました。「福祉とは相互関係、人との関係性から生まれるもの。

その人らしく生きて行くにはどうしたら良いかを考える。自分たちが暮らすまちで、喜び

や楽しみを見つけたい」と。「暮らしランプ」とは“暮らしの少し先があかるいとほっと

する”思いから名付けられました。

　「おばんざい＆お酒のなかの邸」は、長岡京市が貴重な文化財の活用を広く呼びかけた

ことで、障害をもつ人たちのチャレンジの場にしようと手を挙げた「暮らしランプ」がレ

ストラン＆カフェとしてオープンしました。メニューをコースにすることで、混乱なく見

通しを持って作業を行うことができています。

　「夜の就労支援施策」としてのモデルプロジェクトでもあり、障害の特性によって、夜

の方が活動しやすい人たちの働く場にもなっています。

　利用者は昼と夜に分かれて、それぞれの個性や得意

なこと、障害の特性によって、調理、盛り付け、お酒

をつくる、デザートをつくる、お皿やグラスを洗う、

接客、配膳、お花を生けるなど役割を分担して働いて

います。通うことが難しい利用者には自宅でコーヒー

豆のピッキングなどの仕事もあります。

　グループホームについてもお話を伺いました。

　生活の場として地域の理解を得るための説明会も開

かれ、当初は反対していた住民の説得の仕方には、プ

ロとしての冷静さを感じました。

暮らしランプ　施設見学
　青年成人部では毎年施設見学の学習会を行っています。例年は学習会メンバー以外にも

参加者を募り行っているのですが、今年度はコロナ禍のため広く募集できなかったため、

ここで11月12日（木）の「一般社団法人暮らしランプ・なかの邸」見学の報告をさせていた

だきます。参加者は12人でした。

　阪急西山天王山駅から５分ほ

ど歩くと、江戸末期に建てられ

た国登録有形文化財「中野邸住

宅」があります。ここが、就労

支援Ｂ型事業所「おばんざい＆

お酒のなかの邸」。レストラン

＆カフェのお店です。

　町家と洋風建築が融合した建

物と、竹を取り入れた意匠、き

れいに手入れされたお庭、落ち
昔ながらの面影を残す「なかの邸」玄関

お話をされる森口施設長
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Zoom学習会　「きょうだいについて」
　11月21日（土）14：00～16：30、新型コロナウイルス感染防止対策のためオンラインによ

る Zoom 学習会「きょうだいについて」を開催しました。ご参加いただいた皆様には開

催に際して通信接続などご協力いただきありがとうございました。

　参加者は18人、主に母親でしたが、きょうだい当事者もおられました。

　講師は、京都市児童福祉センター児童精神科医で当協会専門部のきょうだい部担当の田

中一史先生です。ご自身も知的障害と自閉スペクトラム症の弟さんをお持ちの「きょうだ

い」です。

　前半は、先生の経験を踏まえた自己紹介、ライフステージごとの弟さんへの思い、きょ

うだいという立場から「きょうだいへの支援」の大切さについて講義していただきました。

医師として、より深く温かい視点でのお話でした。

　後半は、先生と直接対話しながら参加者から母としての思いも聞かせていただきました。

＊長男が自閉症で弟がきょうだいの立場 …… 「先生がまるで次男の声を代弁してく

ださっているようだった。次男にもっと寄り添っていきたい。」

＊次男が自閉症で兄がきょうだいの立場 …… 「長男に頼り切っていた…。今まで何

を感じてきていたのだろうかと今更ながら思いを馳せた。」

＊長男が自閉症で妹がきょうだいの立場 …… 「娘には思うように人生を生きていっ

てほしい。とはいえ、自分の死後は負担をかけたくないと思っていても、娘に兄の

人生の支援もゆだねることになるので…。自分が今できることをしっかり備えたい。」

　参加者一人一人がそれぞれの思いを発言してくださいました。

　先生より「親は半生、きょうだいは一生」「いい子でない自分を受け入れてもらえる機

会を作る」「きょうだいを蚊帳の外にしない」「同じ立場である他の家族のきょうだいと出

会い、その声を聞く機会を作る」など、心に刻むべきメッセージが盛りだくさんの学習会

となり、今後もさらに学習を重ねていきたいとの思いを強くしました。

　講師の田中一史先生、ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。

何が必要なのかを柔軟に受け入

れることで賛同する仲間が増え、

事業として広がっていったと感

じました。

　学習会という少し堅い名目で

したが、森口施設長の柔らかな

口調とおいしいランチのおかげ

で“暮らしの先があかるいとほっ

とする”気持ちで終えることが

できました。

　「暮らしランプ」は役割として次の３事業を実践されています。

①精神面での健康を促進する文化事業

②身体面での健康を促進する飲食事業

③生活面での自己実現を達成する生活援助事業

　お話の中から、働くことと暮らすことを支援する中で、その人が幸せに生きるためには

　

青

年

成

人

部

　 ランチも見学会の楽しみのひとつです
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2020年

８月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》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　ホームページ委員会

 《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〉

ホームページ委員会

 《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

９月４日　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

 〈京都府公館〉

　　６日　オンライン学習会（Zoom）のスタッ

フ打ち合わせ会議

　　10日　合同学習会「表出コミュニケーショ

ン」 《Zoomでのオンライン開催》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　11日　高機能・アスペルガー部交流会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　12日　NPO法人あすく理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　16日　子育てほっとタイム　⇒中止

　　17日　役員会

 《Zoomでのオンライン会議》

京都府発達障害関係団体連絡会

 〈京都府庁〉

　　18日　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〉

　　24日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　27日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　28日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー等研修　第１回

 〈京都テルサ〉

10月１日　京都市障害者相談員（発達）連絡会・

研修会 〈かがやき〉

京都市障害保健福祉推進室との面談

 〈市役所〉

　　２日　京都市障害者施策推進審議会　作業

検討部会 〈京都市役所〉

　　４日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 〈京都市南青少年活動センター〉

インクルーシブ教育を考える会

 〈京都テルサ〉

　　６日　京都府南部地域における発達障害児

の専門医療あり方検討会

 〈ルビノ京都堀川〉

高機能・アスペルガー部　ほっこり

タイム、部会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　８日　青年成人部学習会 〈事務所〉

　　９日　京都市障害保健福祉推進室に「新型

コロナ対策に関する要望書」提出

 〈市役所〉

　　12日　京都府教育委員会と発達障害関連の

親の会（３団体）との懇談

 〈京都産業大学むすびわざ館〉

　　15日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　17日　京都市ふれあい広場　⇒中止

　　21日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

発送作業

　　22日　役員会〈事務所〉と《Zoomでのオ 

 ンライン会議》

発送作業

　　23日　発送作業

　　24日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　26日　幼児学齢部学習会　施設見学

 〈南山城学園〉

　　29日　編集部会議 〈事務所〉

　　30日　京都市障害保健福祉推進室との面談

 〈市役所〉

　　31日　日本自閉症協会加盟団体役員連絡会

 《Zoomでのオンライン開催》

●役員会の活動報告  
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 〈北山ふれあいセンター〉

京都府南部地域における発達障害児

の専門医療あり方検討会

 〈ルビノ京都堀川〉

12月１日　ホームページ・リニューアルオープン

KBSラジオ「明日への歩み」収録

12月３日　Zoomでのオンライン講座の事前打

ち合わせ

 《Zoomでのオンライン会議》

　　４日　発送作業

　　５日　高機能・アスペルガー部交流会・部

会 《Zoomでのオンライン開催》

　　６日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 〈京都市南青少年活動センター〉

KBS ラジオ「明日への歩み」放送

第１回

　　７日　京都市障害者施策推進審議会　作業

検討部会 〈京都テルサ〉

京親協コンサート 〈京都テルサ〉

　　８日　発送作業

　　10日　青年成人部学習会 〈事務所〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　12日　小規模セミナー「問題行動は問題提

起行動」

 《Zoomでのオンライン講座》

　　13日　高機能部会

 《Zoomでのオンライン会議》

KBS ラジオ「明日への歩み」放送

第２回

　　14日　京都市障害者施策推進審議会

 〈京都テルサ〉

京都総合福祉協会評議員会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　16日　京都障害児者親の会協議会　京都市

への要望活動 〈京都市役所〉

　　17日　役員会〈事務所〉と《Zoomでのオ 

 ンライン会議》

三役会議 〈事務所〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　幼児学齢部クリスマス会　⇒中止

　　21日　ライトアップイベントについて JR

コミュニケーションズとの打ち合わ

せ 〈京都府庁〉

　　31日～11月１日

日本自閉症協会全国大会　⇒中止

11月１日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 〈京都市南青少年活動センター〉

　　４日　幼児学齢部学習会 〈事務所〉

　　５日　京都府発達障害関係団体連絡会

 〈京都府庁〉

京都府に「新型コロナ対策に関する

要望書」提出、面談 〈京都府庁〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　６日　京都市障害者施策推進審議会　作業

検討部会 〈中京区役所〉

　　９日　京都府南部地域における発達障害児

の専門医療あり方検討会

 〈ルビノ京都堀川〉

　　11日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　12日　青年成人部学習会　施設見学

 〈暮らしランプ・なかの邸〉

　　15日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　16日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー等研修　第２回

 〈京都テルサ〉

　　17日　京都府教育委員会と発達障害関連の

親の会（３団体）との懇談

 〈京都市総合教育センター〉

京都府障害者施策推進協議会

 〈ルビノ京都堀川〉

　　19日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　役員会〈事務所〉と《Zoomでのオ 

 ンライン会議》

　　21日　高機能・アスペルガー部ときょうだ

い部の合同学習会

「きょうだいについて」

 《Zoomでのオンライン開催》

　　22日　京都府障害者のつどい　⇒中止

　　27日　京都障害児者親の会協議会　京都府

への要望活動 〈京都府庁〉

京遊連社会福祉基金　助成金贈呈式

 〈京都遊戯会館〉

　　28日　NPO法人あすく理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　30日　京都総合福祉協会理事会
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毎年4月2日は、国連の定めた

世界自閉症啓発デー

世界自閉症啓発デー in 京都

イベント中止のお知らせ
京都タワーブルーライトアップ

毎年

4/2～4/8は

発達障害

啓発週間

　昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からイベントが中止となりました。
　今年は京都府発達障害関係団体連絡会と京都府、京都市は、密を避けるために観客を通行人
だけにすることや、イベントの模様を動画で後日配信することなど対策を練って、開催する方
法を模索しておりました。しかし、緊急事態宣言発出などで出演者の活動が自粛になり練習が
できないことや、４月２日時点での感染状況が読めないことなどを考慮して、今年もイベント
を中止にするという苦渋の選択となりました。誠に残念です。
　イベントを楽しみにしてくださっていた皆さま、本当に申し訳ありません。
　しかし、京都タワーのブルーライトアップは実施します。

2021年４月２日（金）18：30～24：00

　京都府内では、福知山城、中丹東保健所、京都府庁でも同時ライトアップの予定です。
　なお、京都タワーは、４月３日もブルーにライトアップされます。
　お近くの方は、是非ご覧ください。

　来年は安心して開催できるような状況になっていてほしいです！

 

発熱等の症状があり新型コロナウイルスかなと思ったら
（令和２年11月１日以降）

【きょうと新型コロナ医療相談センター】（京都府・市共通窓口）
・電話番号：075-414-5487
・受付時間：土・日・祝日を含む24時間
※外国語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語）での電話通訳あり

〇電話でのご相談が難しい場合は、メールまたは FAX で下記の連絡先へご相談ください。

・メール：coronasoudan＠pref.kyoto.lg.jp
※平日夜間、土・日・祝日はお答えできません

・FAX：075-414-5487
※ FAX での相談をご希望の方は、下記の京都市ホームページに掲載されている様式をご活用ください

ホームページ：https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000266477.html

 ※「京都市ホームページ」より

休日、夜間、かかりつけ医がいない場合

「きょうと新型コロナ医療相談センター」

電話　075-414-5487

可能 不可能

　　　□検査可能な診療所
　　　□接触者外来
　　　□京都府・医師会京都検査センター
　　　（ドライブスルー方式）
　　　のいずれか

①インフルエンザ検査

②新型コロナ検査（だ液、鼻腔）

まずは電話相談　

地域の診療所（かかりつけ医）

診療・検査

受

診

・

検

査

紹

介

紹

介

受
診
・
検
査
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

京都府自閉症協会専門部によるオンライン講座〈YouTube〉
居宅における生活を支援するサービス

自分らしく生きるために必要なこと
～今の生活を、一人暮らしを、親なきあとを充実した生活にするために～

日　時　2021年４月３日（土）14：00～16：00
講　師　前野 篤史氏

NPO 法人　滋賀県脊髄損傷者協会
障がい者サポートセンタースマイルフレンズ副所長、サービス提供責任者

講座にお申し込みいただいた方で、当日参加が難しい方のために、後日ビデオ配信いたします。

参加費：正会員・賛助会員…無料　非会員…1,000円
定　員：100名（先着順）
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

詳しくはホームページ、チラシでご確認ください

　京都市では、これまで年齢によって２カ所に分かれていたひきこもりに関する相談窓
口が令和２年９月１日から一つになりました。
　京都市内在住のひきこもり状態またはひきこもり状態の前段階にある人やそのご家族
などが対象となります。電話、来所、アウトリーチ（訪問支援）など、さまざまな方法
を用いて相談を受け付け、各区役所・支所保健福祉センターをはじめとした適切な支援
機関につないでもらえます。
○相談電話番号 ０７５－２１２－７８０８
○開設時間 月曜日から土曜日までの、午前９時から午後６時まで
 　＊国民の祝日および年末年始（12／29～１／３）は除く。
○設置場所 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地　京都朝日ビル６階

京都市のひきこもりに関する相談窓口が変わりました

○電話相談　ひきこもり相談専用電話　０７５－５３１－５２５５
（開設日時：月～金　午前９時～午後４時）

○来所相談　府内２カ所で、個別の面接相談を実施しています。
南部脱ひきこもり支援センター

（京都市東山区清水４丁目185番地１　京都府家庭支援総合センター内）

北部脱ひきこもり支援センター　北部サテライト
（福知山市篠尾新町１丁目91番地　京都府福知山総合庁舎内）

北部での相談は、原則第１・３水曜日
　面接相談は予約制です。まずは上記の「ひきこもり相談専用電話」へご連絡ください。

京都府のひきこもりに関する相談窓口

　今号の特集「自発的表出コミュニケーションの支援」を読みながら、自分の意思を伝えられ

ない状態について想像してみました。誰かと共感し合える喜びを得られず、自分の心身を守る

ために助けを求めることもかなわないなんて、考えただけで焦燥感と孤独感と絶望感で胸がつ

ぶれそうです。「自発的」表出コミュニケーション手段の獲得は生きていく上での最重要事項

であると、実感していただけたらと思います。

　誰もが心から幸せを感じられる世界となりますように…の思いを込めて、BEAM140号をお

届けします。
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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貸し出しなどのお申し込み、表紙の作品の応募、

各種お問い合わせは、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　E-mail：askyoto＠shirt.ocn.ne.jp

 ※正会員のメーリングリストの新規登録・変更は E-mailで

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。

振込先：01000-6-40300

日本自閉症協会 京都府支部

・賛助会員

個人年会費（4月～翌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～翌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

表紙の書画は、宮内直希（みやうち なおき）さんの作品です。

ホームページＵＲＬ

http://as-kyoto.com/　 

※リニューアルしましたのでぜひご覧ください！

Ｅ-ｍａｉｌ

新 askyoto＠shirt.ocn.ne.jp　

「第52回　定期総会」のご案内

日時　2021年６月12日（土）13：30～14：30

場所　ハートピア京都　第４・第５会議室

内容　令和２年度事業報告および決算報告

令和３年度事業計画および予算審議

その他

※新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、定期総会のみの開催に致します。

急な予定変更が予想されますので、ご了承ください。


