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　2021年６月12日（土）、京都府自閉症協会第52回定期総会において、当協会の一般社団法

人化に向けて設立準備委員会を組織し、2022年４月１日からの法人化を目指して準備して

いくということが決議されました。

　「なぜ一般社団法人化するのか？」についてですが、現在の京都府自閉症協会は法人格

を持たない任意団体にすぎず、会として契約などの法律行為ができません。

　京都府自閉症協会は、一昨年には設立50周年を迎え、会の規模や組織、活動内容から考

えて、社会的に認知された法人組織として今後の活動を続けていく方が、自閉スペクトラ

ム症の人と家族にとって生きやすい社会を実現しようとする会の目的にかなっていると考

えられるからです。

　設立準備委員会を、８月26日（木）と11月25日（木）の２回、オンラインにより実施しまし

た。準備委員として、会長、副会長３名、事務局長及び事務局、各部より代表者が出席し、

定款、規約などについて詳細に検討しました。

　一般社団法人となった場合の、これまでと異なる点で分かりにくいところを挙げます。

（１）現状の京都府自閉症協会規約では、正会員を「本人とその家族、専門部員」として

いますが、法人化した場合は、自閉症児者やその家族でなくても手続きをとれば正会員

になれます。その場合、活動によっては親のみなど、参加対象を絞って行うことがある

ので予めご承知いただきます。

（２）現状の規約では、本人と家族の全員が「会員」でしたが、法人化した場合は、家族

のうち正会員となる手続きをした人だけが「正会員」となります。（なお、法律上は「正

会員」は「社員」と呼ばれますが、通常の活動では「正会員」と表現します）「正会員」

は「正会員」ごとに一人分の会費を負担することになります。

京都府自閉症協会の

一般社団法人化について
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、時間や内容を縮小し、イベント

のみ開催します。

※イベントの模様は後日、動画配信される予定です。

開 催 日 時：2022年４月２日（土）　18：00～19：00

場　　　所：京都駅ビル駅前広場（ホテルグランヴィア京都前）

プログラム：ダンスサークル“Kirala”（京都府自閉症協会）

音楽サークル“The BEAT”

京都タワー点灯

京都府立桃山高等学校吹奏楽部

同時ライトアップ（予定）…福知山城、中丹東保健所、京都府庁

　また、総会での議決権は、現在は家族で１票ですが、法人化した場合は、「正会員」

ごとに１票の議決権を持ちます。ですので、家族のうちで「正会員」の手続きをとった

人だけが議決権を持つことになります。その人が総会に出られない場合は、その家族内

の誰かに委任するという委任状を提出すれば、議決権を行使することができます。

　なお、法人化した場合でも賛助会員の制度を残しますが、本会は、親が「正会員」で

あることを前提に運営している会ですので、原則として親は「正会員」として入会され

るようお願いします。

（３）法人化した後も、本会の各活動には、家族のうち一人が「正会員」になっていれば、

正会員でない本人やその家族も、もちろん従来通り参加できます。

（４）本会の活動の中には、同じ保護者の立場であるからこそ安心して思い切って話すこ

とができるという場合もありますので、これまで通り、活動内容によりチラシなどで参

加対象者を自閉症児者の保護者だけと限定するなどして募集していきます。上記のとお

り、法人化した場合は、自閉症児者やその家族でなくても正会員になれますが、その方

たちがどんな活動にも自由に参加できるということではなく、活動に適した制限は続け

ていくことになります。

毎年

4/2～4/8は

発達障害

啓発週間

～ブルー（青いもの）を身につけて集まろう！～

世界自閉症啓発デー in 京都 2021

京都タワーブルーライトアップ

 （３日もライトアップされます）

詳細はチラシをご覧ください

毎年4月2日は、国連の定めた

世界自閉症啓発デー

◎臨時総会を2022年２月19日（土）13：30～15：00 ハートピア（第４・５会議室）

で開催します。最終的な法人化についての議論を行い、決議する予定です。

大事な会です。皆さま、どうぞご参加ください。

お知らせ
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　2021年４月３日（土）、当協会専門部の前野篤史氏によるオンライン講

座「自分らしく生きるために必要なこと～居宅における生活を支援する

サービス～」を開催しました。障害者福祉サービスの中の居宅介護（ホー

ムヘルプ）や移動支援、一人暮らしの障害者を支援する自立生活援助な

ど、身近な福祉サービスについて、実例を挙げて分かりやすくお話しい

ただきました。

　当日参加が難しい方には、申込者限定で、４月18日（日）まで見逃し配

特集

「自分らしく生きるために必要なこと」
～居宅における生活を支援するサービス～

特定非営利活動法人　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

前野　篤史 氏

ごあいさつ  

　皆さま、こんにちは。前野篤史（まえのあつし）と申します。普段は、特定非営利活動法人

滋賀県脊髄損傷者協会が運営する「障がい者サポートセンタースマイルフレンズ」（以下、ス

マイルＦ）という事業所にて副所長兼サービス提供責任者として勤務しております。本日は、

前半は障害のある方に対する居宅でのサービスについての説明を、後半は当事業所での実践例

を個人が特定されない範囲でご紹介させていただきます。

１．自己紹介、事業所紹介  

　当法人は、脊髄損傷の当事者の方たちが運営する法人です。スマイルＦは、重度の身体障害

の方たちの生活をサポートすることを目的に2004年に立ち上がり、所長は私の兄、前野奨（現

在、当法人理事長）が務めております。

　事業の中身としましては、在宅で生活されている障害者の方たちにホームヘルパーを派遣し、

お食事や排せつ・入浴などの日常生活上のサポートを行っております。通院や買い物、余暇、ボッ

チャ（＊１）というパラスポーツへのサポートも実施しており、ヘルパー派遣エリア（＊２）

としましては、滋賀県の草津市・大津市・栗東市・守山市・野洲市・近江八幡市・東近江市・

竜王町・湖南市です。

信を行いました。申込者数83人（正会員53人、賛助会員10人、非会員20人）、視聴人数

90人、視聴回数229回でした。

　講師の前野氏に講演の内容をまとめていただきましたので特集として掲載いたします。

　なお、正会員限定でホームページからこの講演の動画を視聴できます。

前野　篤史 氏
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　兄は、1986年（当時19歳）に交通事故により脊髄損傷となり、以降は胸から下の感覚は完全

になく、歩行はもちろん立ち上がることもできなくなり、以後35年間、車椅子が欠かせない状

態です。事故当時、私は10歳（小学校４年生）でしたが、中学・高校時代には兄が参加する車

椅子バスケットボールや車椅子テニス、車椅子スキーにもよく付いて行き、一緒にスポーツを

楽しみました。そんな私が福祉の世界で働こうと決めたのは、義理の姉（兄の妻）の存在です。

姉は障害者施設で支援スタッフとして働いており、兄の障害をきっかけに当事者の家族（弟）

という立場の自分にも何か役に立てることがあるかもしれないとの思いで、龍谷大学社会学部

社会福祉学科に入学し、京都市内にある社会福祉法人京都総合福祉協会（以下、福祉協会）に

就職しました。

　福祉協会では通所事業所や入所施設でも勤務をし、入所施設時代に自閉症の方たちへの支援

を多く学ばせていただき、特に京都府自閉症協会の研修では、今も関係のある多くの方たちと

出会うことができました。ちょうどそのころ、兄がスマイルＦを立ち上げて10年がたち、私も

地元で仕事をしたかったので、16年間お世話になった福祉協会を退職し、2015年４月に転職を

して現在に至ります。

２．障害福祉サービスについて  

　障害福祉サービスについて厚生労働省のホームページには、「障害福祉サービスは、個別に

支給決定が行われる『障害福祉サービス』（＊３・p.６）と、市町村の創意工夫により利用者

の方々の状況に応じて柔軟に実施できる『地域生活支援事業』に大別」と記載されています。

＊１　「ボッチャ光景」

＊２　「滋賀県ホームページより」
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　本日のテーマに関連する内容としましては、訪問系－介護給付の中に位置付けられている「居

宅介護・重度訪問介護・行動援護」、居住支援系－訓練等給付の中に位置付けられている「自

立生活援助」、そして地域生活支援事業に位置する「移動支援・日中一時支援」となります。

スマイルＦでは、「居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援・日中一時支援」の事業を行っ

ており、「自立生活援助」につきましては実施しておりません。そのため、「自立生活援助」に

近いサービスを、行政と相談しながら他のサービスにて提供しております。その点につきまし

ては、後半の事例紹介にてご紹介させていただきます。

　まずは一つ一つのサービスについてご説明させていただきます。

①居宅介護

居宅介護とは、居宅においてホームヘルパーにより提供される、身体介護・家事援助・通

院等介助が主なサービスのメニューです。その他にも、通院時の車両への乗降介助や生活

全般にわたる援助を行うことも含まれています。

☆身体介護・・・入浴や排せつ、食事等の介助（＊４）

＊３　「厚生労働省ホームページより」

＊４　「NPO 法人ピアネット北ホームページより」
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☆家事援助・・・調理、洗濯、掃除や生活必需品の買い物などの援助（＊５）

☆通院等介助・・病院等の通院の際に付き添う

②重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由の方で常時の介護が必要な方に対して、居宅介護や

外出時の介護など、必要な支援を総合的に行うことです。最近では、行動上著しい困難が

ある重度の知的障害または精神障害のある方にも対象範囲が広がっています。①の居宅介

護とは違い、比較的長時間にわたり、日常生活に生じるさまざまな介護の実態に対応する

ための見守り・外出支援が含まれていますし、また一定の条件のもと入院時の支援も可能

です。（＊６）

＊５　「NPO 法人ピアネット北ホームページより」

＊６　「NPO 法人ピアネット北ホームページより」
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③行動援護

行動援護とは、④でご説明する移動支援と同様、外出時のサポートを行う事業ですが、大

きく違うのは、対象者が「行動上著しい困難がある重度の知的障害または精神障害のある

方」に対して支給決定される事業であるということです。

④移動支援

移動支援とは、③の行動援護と同様、外出時のサポートを行う事業ですが、大きく違うの

は厚生労働省の言う「市町村の創意工夫により柔軟に対応できる地域生活支援事業」であ

るということです。もう少し詳しく言いますと、実施主体が市町村であるということです。

そのため一口に移動支援と言いましても、京都市と草津市では支給対象になる利用者の方

の範囲が違っていたり、１カ月に利用できる時間数が違っていたり、目的によっては利用

できたりできなかったりと、各市町村の判断によって異なってきます。

⑤日中一時支援

日中一時支援とは、④の移動支援同様、「地域生活支援事業」の一つで、日中に障害者の

方たちの活動場所を確保し、障害者の方たちのご家族の就労支援及び一時的な休息を目的

とする事業のことです。

⑥自立生活援助

自立生活援助（＊７）とは、グループホームや障害者支援施設、病院などから退所・退院

された障害者の方たちを、定期的かつ随時訪問し、自立した日常生活の実現に必要な支援

を随時行うことです。このサービスは基本的に１年間の有期限のものですが、必要であれ

ば行政とも相談して延長することが可能です。

大きな特徴としましては、①の居宅介護とは違い、直接支援をするというよりも、ご本人

の困り事に対してどうすれば解決するのかを一緒に考え、①の居宅介護のような直接支援

をするスマイルＦのような居宅介護事業所に引き継ぐといったイメージになります。

＊７　「厚生労働省ホームページより」
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３．スマイルＦでの事例紹介  

　スマイルＦでは、「２．障害福祉サービスについて」（p.５～８）でご説明したサービスを各

ご利用者の方たちのニーズに合わせながら提供しております。その中で、今回はある一人の方

への支援内容のご紹介をさせていただきます。

事例〈Ａ氏の一人暮らしに向けたサポート〉

Ａ氏は中度の知的障害者で自閉スペクトラム症の診断を受けておられます。ある年、実家を

離れて一人暮らしをされることになったため、「ご本人の後見人」「相談支援センターの相談

員」「日中活動に携わるスタッフ」「一人暮らしを機に利用することとなったスマイルＦ」が、

チームで支援することとなりました。

ⅰ）一人暮らしに向けて

　まず、一人暮らしに向けた準備段階として、主に次の３つの支援を実施。

●アセスメント

相談員と後見人が中心に、ご家族や関係機関からあらためてご本人の好きなことや得意な

こと、普段の生活状況など、あらゆることを聞き取る。また、スマイルＦが中心に、ご本

人の障害特性を知るための評価を、NPO 法人『自閉症ｅスタイルジャパン』と合同会社 

『オフィスぼん』が共同で作成した「評価キット」を使い実施。最後に集めた情報や評価

結果を支援チーム関係者内で共有。

●物件確保

後見人が中心に不動産賃貸仲介会社と連携して、ご本人の生活スタイルや経済的な状況に

適した物件探しと引っ越しの段取り。

●支援の仕組み作り

相談員を中心に、居宅介護（身体介護と家事援助）を提供する頻度と実際にサービスに入

る事業所の確保、緊急時の対応の整理。また、後見人とスマイルＦで金銭管理方法の組み

立てや、サービス時に使う支援ツールを作成。ご本人とスマイルＦで生活に必要な物品な

どの買い物。

　上記３つのこと以外にも、細かな課題については３カ月ごとに開催されるケース会議で協議

し、約１年間の準備期間を経て無事に一人暮らしがスタートしました。ちなみに、一人暮らし

までの準備期間は、ご本人との買い物は移動支援で、引っ越し準備などは身体介護や家事援助

として実施しました。

ⅱ）一人暮らし・当初

　炊事・洗濯・掃除といった家事スキルは準備期間中に実施した評価通り非常に高く、ヘルパー

が直接的にサポートすることは少なかったのですが、金銭管理や体調面のフォロー、その他細

かな困りごと（電化製品の故障など）に関しては、その都度、支援チーム関係者内で情報交換

をして支援する必要がありました。その中でも金銭管理、特にお小遣いについては、当初ご本

人からの要求に合わせて提供していたのですが、やり取りを重ねるにつれて徐々に要求がエス

カレートするようになりました。ご本人の収入は年金と少しのお給料でしたので、お小遣いと

して使える額にも限度があるため、時には渡せないことを伝えるしかありませんでしたが、お
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金がもらえないとなるといらいらすることも増えてきました。そこで以下のように支援を組み

立て直すことになりました。

●ルールの明確化

・ご本人の毎月のお小遣いの使い道をアセスメント。

・毎月決まって購入している物品の購入頻度を、各品、月に一度と決める。

・お小遣いを渡す頻度を一定にし、金額も一定にする。

・帰省するたびに、ご家族にお小遣いを要求していたため、ご家族と相談し、ご家族が渡

すお小遣いの額を毎月一定額とする。

●スケジュール（カレンダー）の活用

・月末に次の月の外出や買い物の予定を、カレンダーを使ってご本人とヘルパーとで相談

し、カレンダーに明記。（＊８）

・ヘルパーが、必要経費ごとにお金を封筒に小分けにし、いつ手渡すかも明記。（＊９）

・必要経費を渡す日程に変更が出た場合は、事前にカレンダーで伝える。

　上記のような支援を行ってからは、エスカレートしていたお小遣いの過剰な要求も無くなり、

たとえ要求があったとしても、カレンダーを使って予定を確認することでいらいらすることも

無くなりました。また、しばらくすると、自分なりに貯金をするようになり、外出時や行事・

イベント参加時に使うようになりました。

ⅲ）一人暮らし・１年半後

　一人暮らしが半年ほど経過した頃から、階下の住民より早朝の騒音（掃除）やドアノブを触

り続けるなどの苦情が出始めました。その都度、ご本人には早朝に活動をしないことを伝え、

先方とは後見人を中心に対話の機会を持ち、階下の住民の配慮でドアノブは布で覆うことでト

ラブルも減り、なんとか生活を維持し続けることができました。しかし更に半年ほど経つと、

階下の住民の苦情が徐々にエスカレートし、Ａ氏も階下の住民を見かけると「怖い」と大声を

出して取り乱すことが頻発したため、一人暮らしを開始してから１年半後に引っ越しをするこ

とになりました。

　しかし引っ越し後の物件も居室が２階であり、階下の住民より騒音に対して苦情が予想され

たため、引っ越しを機に以下のように支援の立て直しを行いました。

＊８　「一カ月のカレンダー」 ＊９　「小分けした封筒」
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●住環境の見直し

・引っ越し前にヘルパーが夜間宿泊を行い、生活スタイルを再アセスメント。

・ご本人の行動から騒音の原因を探り、防音対策を実施。

●一日単位のスケジュールの模索

・月間のスケジュールについてはカレンダーが活用できたが、一日単位のスケジュールは

活用できず、試行錯誤を繰り返す。

●ご本人のスキルの活用

・外出時、手帳に事細かく行動を記録しているご本人のスキルを生かし、毎日の行動を日

記に記入することを提案し、ご本人に適した書式を何度も作成。ご本人が記入した日記

を添削することで正しい生活スタイル（スケジュール）を伝える。（＊10）

　上記のように支援の立て直しを行った結果、早朝に行っていた掃除を一人暮らし当初のよう

に夕方に行うようになり、引っ越し後に階下住人から騒音などの苦情は出ておりません。

ⅳ）その後

　Ａ氏が一人暮らしを始めて、数年が経ちましたが、常にアセスメントに基づいて支援するこ

とが必要だと痛感しております。また、何か課題となるようなことが起きた場合も、その解決

方法は、ご本人の強みや興味関心を生かすことが近道だと感じます。ただ、欠かせないのは支

援チーム関係者で常に情報交換・共有し、迅速に対応することでした。そういう意味で、Ａ氏

＊10　「日記形式のスケジュール」
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に関わっている私たちのチームは、お互いが役割の範囲を決めつけず、できる限りのことをお

のおのが行うチームで、結果的にご本人への支援が抜け落ちてしまうことが起きにくい支援体

制が構築できたと思います。「自立生活援助」的な色合いの強い支援については、相談員や後

見人がフットワーク軽くご本人宅に訪問することでカバーし、私たちヘルパーが直接ご本人に

支援する構図が自然とできあがっていました。今後は地域資源や地域住民も含めて、Ａ氏の暮

らしを支え続けていきたいです。

４．コロナ禍での移動支援・行動援護  

　続いて、このコロナ禍での移動支援や行動援護についてスマイルＦでの取り組みをご紹介さ

せていただきます。昨年、全国に緊急事態宣言が発出されるまでは、カラオケやプール、スー

パー銭湯、映画鑑賞、外食、喫茶、ショッピングなどなど、外出先は多岐にわたっておりました。

しかし、緊急事態宣言発出以降、スマイルＦとして感染予防の観点から外出先を絞らせていただ

いたことや、各ご利用者の方たちの感染対策意識の変化から、琵琶湖岸でのウォーキングや近

隣河川でのランニングなど、新たな過ごし方をご本人やご家族と相談する機会が生まれました。

　上の写真Ａは、ポイントラリーと運動に興味のあるご利用者の方と瀬田川沿いをウォーキン

グする際に使ったシートです。写真Ｂは電車が好きなご利用者の方と、琵琶湖一周を実施した

際のスケジュールです。いずれのご利用者の方たちも、緊急事態宣言前までは、全く別の過ご

し方をされており、緊急事態宣言によって外出先を変更せざるを得なくなって取り組んだ内容

です。

　また、緊急事態宣言発出に伴い、コロナ感染予防目的のための一時的なスマイルＦ事務所の

利用を行政から認められるケースもあり、事務所での過ごし方の工夫も必要になりました。次

ページの写真ＣはスマイルＦ草津本部で、写真ＤはスマイルＦ近江八幡事務所でご利用者の方

＊写真Ａ　「ポイントラリー」 ＊写真Ｂ　「琵琶湖一周スケジュール」
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　一方で、コロナウイルスの感染拡大が深刻になるに伴い、上記のような取り組みだけでは、

ご本人やご家族のニーズに対応できないこともあり、2020年４月以降、草津市・大津市・栗東

市・野洲市と日中一時支援の契約を結び、ご家族の就労や休息を目的とした事業にも新たに取

り組むこととなりました。下記の写真Ｅ～Ｇは、日中一時支援の際に、クッキングをしている

様子です。メニューや担当する工程などを、自分たちで相談しながら決めて取り組めるように、

私たちスタッフが進行表を作ったり、調理手順書を作成したりもしています。

＊写真Ｃ　「スマイルＦ　草津本部」

＊写真Ｄ　「スマイルＦ　近江八幡事務所」

　その他、スマイルＦがご利用者の方たちと、移動支援や行動援護の際に活用しているスケジュー

ルなどのツールの一部を参考資料としてご紹介させていただきます。

＊写真Ｅ～Ｇ　「役割分担してクッキング」

たちが一時的に過ごされるためのスペースです。ご利用者の方の障害特性に合わせて、パーティ

ションや家具を配置したりして、活動内容に合わせたスペースを設けています。

Ｅ Ｆ Ｇ
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＊スケジュール①（Ｂ氏：目的地を選んで電車で外出する際の仕組み）

〈JR京都駅 Ver〉 〈JR大阪駅 Ver〉

〈京阪京津線・地下鉄東西線 Ver〉

＊スケジュール②（Ｃ氏：スマートフォンを使って予定を確認できる仕組み）

＊アクティビティシステム（Ｄ氏：乗車しない電車を見送るための仕組み）
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５．まとめ  

　以上、スマイルＦでは、前半にご説明した制度という枠組みの中で最大限にご利用者の方一

人一人に合ったオーダーメイドの支援を心掛けております。もちろん制度という枠内だけでは

支援できないこともあり、そのたびに他事業所や他機関、時には行政に相談しながら支援方法

を模索しています。そしていつも感じるのはチームサポートの重要性です。スマイルＦにも十

数名のスタッフがおりますが、これもチーム。「３．スマイルＦでの事例紹介」（p.９～12）で

ご紹介した方のように、所属は違えど、一人の方を支援する集団もチーム。大小に関わらず、

障害のある方たちをサポートする際には、「チームワーク」がとても重要だと感じております。

　下図のように、一人一人あるいは事業所同士がしっかりとチームになって、すなわち点では

なく線でもなく面で支えることができれば、障害のある方たちの暮らしはより安心できるもの

になると思います。そうなることを目指してこれからもチームで支援をしていきたいです。

＊リマインダー（Ｅ氏：嫌いなものを残して、欲しいものを要求できる仕組み）

 

ノートに「いらないもの」と記されている
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　海外の研究において「知的障害、精神疾患は新型コロナウイルスに感染するリスクや重症化

リスクを上昇させる」と報告され１）精神疾患や知的障害（療育手帳を所持している）のある方

の優先接種が始まりました。

　「接種券が届いたけれど、打っても大丈夫でしょうか？集団が苦手で接種会場で落ち着いて

打てるとはとても思えません。パニックおこして暴れるかも・・・」など不安の声が相次ぎま

す。

　障がいがあってもなくても、ワクチン接種における自己決定権、つまりコロナやワクチンの

ことを理解し自分で判断し決めることは重要な課題で、また行動決定のためにすべきことは多

く２）、専門家のアシストも必須だと思います。

　アナフィラキシーショックの頻度、副反応について、死亡例について、因果関係は不明のま

ま？どこまでわかった？などなど、あふれるさまざまな情報、医学論文から、現時点で正しい

とされていることをお伝えしながらも、悩まれている方の根底にある不安を払拭できたとは思

えない日々が続きます。

　「以前ワクチンで高熱が出て、体調を崩した。それ以来予防注射は受けていない」「不調になっ

ても自分で訴えることができないし、とても心配です」

　本当にそうだと思います。過去に例のない新しいタイプのmRNA ワクチン、未知のことも

多く医療者でも迷います。でも副反応は２～３日で回復すること、重症化は防げるなどの健康

上のメリットや、自分の身内には接種を勧めていることなどをお話しし、熟慮、納得して行動

していただけるよう注力しています。

　「本人が打つのは無理だと思うので家族が早く受けようと思います。でも予約がとれない」

と切実な声を聴きながら、感染予防も含めたさまざまな局面でできるだけリスクを減らしたい、

ワクチンを打つ際も慣れた場所やスタッフがいるなどの整った環境で、視覚支援なども受けな

がら「『１、２、３』数えたら終わります」「上手に打てました」と、少しでも安心できる空間

があればと痛切に感じています。

　ワクチン接種時の視覚支援絵カードは美大出身で介護の知識を持つ友人（酒井かがりさん）

の力作です。著作権では保護されていません！どうかご自由にお使いくださいとのことです。

１）https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000755192.pdf

２）門 眞一郎：子どもの人権について「臨床精神医学講座　第11巻　児童青年期精神障害」

中山書店刊

追伸；「おかげさまで無事打てました」「絵カードしっかり見てました」「ドクターが車まで来

てくれて、シートに固定して打つことができました」などのご報告もいただいています。

新型コロナウイルスが終息し再拡大が防止され、大切な命が守られることを心から願い

ます。

～　コロナにまつわるエトセトラ　シリーズ第５弾　～

コロナ禍に思う、

リスク回避そして可能な限りの配慮を！

京都市児童福祉センター診療所
小児科医　子どもの心相談医

　市川　澄子 氏
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ワクチン接種時の視覚支援絵カード

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８
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　京都市障害保健福祉推進室から「難病や重度障害のある方の新型コロナワクチン接種につい

て」の依頼がありました。難病や重度障害というのは、基礎疾患に含まれ、療育手帳や精神障

害者保健福祉手帳を所持している人も含みます。

　ワクチン接種を希望する場合、京都市集団接種会場において合理的配慮をしたうえで接種で

きるようにしますので、集団接種希望登録をしてくださいとのことです。

　また、集団接種会場で合理的配慮が必要な場合、記入用紙に必要な配慮事項を記入して、 

団体を通じて  京都市障害保健福祉推進室に提出すると、できるだけの対応をしてもらえます。

集団接種希望登録方法

①京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイト（https://vaccines-kyouto-city.jp/）

接種希望者本人が、ポータルサイト上の登録フォームに入力してください。

②京都市新型コロナワクチン接種コールセンター

８時30分～17時30分　土曜日・日曜日・祝日も受付

・電話 ０５７０－０４０８０８（通話定額プランでも料金が発生します）

 ０７５－９５０－０８０８（おかけ間違いのないようご注意ください）

・FAX ０７５－９５０－０８０９（聴覚障害等があり、電話予約が難しい方に限ります）

京都市集団接種会場において合理的配慮が必要な場合

以下の記入用紙の「２ 合理的配慮が必要な接種希望者について」にご記入いただき、京都

府自閉症協会までお送りください。

団体を通じて  京都市障害保健福祉推進室に送ることになっています。

E-mail askyoto＠shirt.ocn.ne.jp

FAX 075-813-5157 お問い合わせは京都府自閉症協会まで（TEL：075-813-5156）

難病や重度障害のある方の新型コロナワクチン接種について

集団接種会場における合理的配慮について

１　団体について

（１）団体名

（２）担当者

（３）連絡先

２　合理的配慮が必要な接種希望者について

（１）氏名

（２）フリガナ

（３）生年月日

（４）連絡先

（５）症状や障害の状況

（６）具体的な合理的配慮の内容

（７）希望する集団接種会場
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　コロナ禍において、だれもが自分自身と家族の健康と医療について真剣に向
き合うことを余儀なくされる事態となりました。先の見えない状況やさまざま
な情報に迷うことも多い毎日でした。その中で発達障害のある人たちがどのよ
うに医療にかかればよいか、またどのようにワクチン接種に臨めばよいのか、
困難に思い不安を感じることもあったと思います。
　この DVD は、発達障害のある人の医療受診支援を進めるための第一歩として、
学校検診でできる工夫を中心に紹介されており、医療機関の受診や日常の健康
管理にも役立つものになっています。学校現場でもご家庭でも、ぜひ参考にし
て工夫を実践してください。
・ご注文は　京都府自閉症協会

FAX：075-813-5157　e-mail：askyoto＠shirt.ocn.ne.jp まで

おすすめの１冊 事務所で
販売しています

DVD

発達障害のある人の医療受診支援を進めるために

「学校検診で出来る工夫」 NPO法人　あすく
 定価　1,200円

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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　大人になって幸せになるための重要なスキルといわれる「ライフスキル（生

きていくすべ）」とは、日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して建

設的かつ効果的に対処するために必要な能力、「日常生活遂行能力」です。

就労には、このライフスキルがベースとなる「ソフトスキル」が必要です。

これは職場でうまくやっていくためのスキル、「人との関わりスキル」です。

基調講演ではこれらのスキルについて分かりやすく詳しく説明していただき

ました。

オンライン開催

高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2021

　このセミナーは、高機能自閉スペクトラム症やアスペルガー症候群について、基本的な考え

方からさまざまな場面での具体的な支援までを学べるセミナーです。

　毎年開催しておりましたが、昨年はコロナ禍で中止となり、現在も対面での開催は困難な状

況のため、今回はオンライン配信での開催となりました。これまでは初めに基調講演で支援や

対応についての基本的な考え方を学び、その後参加者それぞれがニーズに合った分科会を選ん

で参加していただいておりましたが、今回は基調講演を含めて全ての分科会を視聴でき、10月

１日～31日の１カ月間、期間内であればいつでも何回でもどこからでも視聴できるという形に

しました。

　自閉スペクトラム症のある人が大人になって幸せな生活を営めるようになるためには何を大

切にしていけばいいか、そのために保護者、教育や就労に携わる支援者が知っておくべきこと

などについて学べるプログラムで、申込数は415人（配信数320人）でした。

基調講演

「就労に向けての準備や身につけておきたいスキル

 ～高機能自閉症・高機能 ASDを中心に～」

 講師：梅永　雄二 氏（早稲田大学　教育・総合科学学術院）

梅永　雄二 氏

　参加者アンケートからは、

・貴重なお話をありがとうございました。就労・自立した生活に向けて身につけることが望ま

しい事柄について、とても具体的に挙げていただけたことが参考になりました。漠然ととら

えて不安に感じていましたが、何から始めればいいのか冷静に考えることができそうな気が

します。

・環境を整えることと、得意なことを伸ばすということが大

切だと感じました。

・将来を見据えた上でどういうことを大切に支援していけば

いいのかということを考える機会を与えていただきました。

子ども達が幸せなおとなになれるよう支援していきたいと

思います。

などの感想をいただきました。
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第一分科会

「経験から気づき、自信につながる～本人の強みを活かしたジョブマッチング～」

企業側：井幡　純一 氏（株式会社堀場製作所　グローバル人事部マネージャー）

当事者：株式会社堀場製作所で働く当事者の方

支援者：安川久美子 氏（株式会社エンカレッジ　エンカレッジ京都）

進　行：高橋亜希子 氏（株式会社エンカレッジ　統括所長）

　井幡氏からは、「障がい者雇用 安定就労に向けての取り組み～誰もが『おもしろおかしく』

を体現できる会社に～」というテーマで、企業側のフォローの現状などを話していただきまし

た。また、就労移行支援事業所を経て、その会社で専門性を生かした業務に携わっておられる

当事者の方からのお話があり、当事者と企業側、双方からの実例のお話で、とても充実した内

容でした。

　エンカレッジからは、「イキイキと働きつづけるための秘訣～その人らしさを活かすジョブ

マッチング～」というテーマで、事業所や職場実習での経験、就労開始前後の職場との環境調

整、本人の強みを企業と支援者が連携してサポートしていくためのポイントなどを挙げて解説

していただきました。

　参加者アンケートからは、

・ジョブマッチングを丁寧に段階を経てされていることを聞くことができ、とても参考になり

ました。仕事場での支援の話を聞く機会が少なかったので勉強になりました。

・当事者・雇用側・就労支援機関の素晴らしいコラボレーションによる講義を聞かせていただ

き、とてもよかったです。当事者の方がイキイキと働いておられるご様子や、失敗を恐れず

チャレンジすることを後押しする堀場製作所さんの社風に感銘を受けました。

・エンカレッジさんの各時期に応じた就労支援はきめ細やかでとても良いと思いました。

当事者・支援者・企業側それぞれのご努力やご配慮がうらやましい限りです。このような支

援を必要とする当事者すべてが受けられるようになることを切に望みます。

などの感想をいただきました。

第二分科会

「思春期で大切なこと～母子分離とは～」

 講師：奥平　綾子 氏（株式会社おめめどう　代表取締役）

　自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害は、思春期に必要な「母子分離」がとても難し

い障害といわれています。「母子分離不全」のままで成人した後に相互依存的な家族関係にな

らないようにするために、学童期に身に付けておきたいことなどを実際の暮らしの中で起こっ

た実体験からお話しいただきました。

　トラブルの根底にあるものは「母子分離不全」

　「せっかく」「良かれと思って」をやめる

　「自立とは自己決定」である

　親と「精神的・経済的分離」をすることで、「不適応行動（行動障害）」が少ない「思春期・

青年期」を過ごすことができ、社会全体としても必要なことだと考えると話されました。「制度」

と「人手」と「地域理解」と「自己決定」に加えて、「手立て（支援グッズ）」の必要性も述べ

られました。
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　参加者アンケートからは、

・実体験に基づく具体的なお話で、とても分かりやすかったです。

・自己決定、自己責任の大切さを日々職場で実感しています。

・母子分離の大切さ・余計なことはしない、など、よく理解できました。また、年齢ごとに、

小さい頃から積み上げていく大切さも理解できました。

・親が自分の考えを押し付けてしまうことが、成長を阻んでいることが、よくわかりました。

障害のある子だからこそ、将来本人の生き方を狭めてしまう危険なことであること、考えさ

せられました。大変勉強になりました。

などの感想をいただきました。

第三分科会

「特別支援教育と ICT機器を用いた支援の現状と今後

 ～今の学校現場は『多様な学び』にどう向き合っているのか～」

講師：清水　里美 氏（平安女学院大学　短期大学部）

講師：村田　　淳 氏（京都大学　学生総合支援センター）

ファシリテーター：田中　一史 氏（京都市児童福祉センター）

コメンテーター：保護者（京都府自閉症協会）

　児童生徒１人１台端末を掲げる GIGA スクール構想と、コロナ禍によるオンライン学習の

環境整備が急務となることで、学校現場に急速に ICT 機器が普及するようになりました。こ

の分科会では、清水氏から京都府内の小・中・高等学校の教職員69人から得たアンケートの調

査結果をもとに、義務教育における特別支援教育と ICT 機器利用における現状と課題につい

ての紹介があり、村田氏から「障害のある生徒・学生の ICT 活用を考える」をテーマにして、

知っておきたい GIGA スクール構想のねらい、適切な ICT 機器利用や合理的配慮について解

説されました。テーマごとに多様な学びを保障し、発達を支援するために、どのように保護者

と学校現場が共通認識を持ち連携していけばよいか、何が必要なのかを保護者も交えてディス

カッションされました。

　参加者アンケートからは、

・合理的配慮と特別支援教育に関して明確な視点を聞き納得できました。

・清水先生の調査結果からのお話や、村田先生からの ICT 活用の動向と合理的配慮について

のお話、また保護者の方を交えてのディスカッションをお聞きし、大変勉強になりました。

・テーマごとに保護者の方を交えたディスカッションが入ったことで、興味深く見ることがで

きました。社会人の我が子にとっても、合理的配慮が本人のわがままではないモノとして受

け入れてもらいたい現状があったりしますが、学校の時代から変わっていくことが、社会も

変えてくれそうな期待も持てました。

などの感想をいただきました。

募集しています
編集部では「新型コロナウイルス感染症にまつわる体験やエピソード・日々の不安な思

い」などの原稿を募集しています。皆さまの投稿をお待ちしています。

 BEAMの表紙を飾る作品（絵画・書・手芸・陶芸・工作など）を募集しています。

お問い合わせ、送り先は、京都府自閉症協会・事務局まで
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各部だより  
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私が出会った TEACCH
　９月９日（木）、当協会会長の岡美智子さんを講師とした学習会「私が出会ったTEACCH」

を事務所と Zoom の両方から参加できる形のハイブリットで開催しました。参加者は５

歳から成人されたお子さんのおられる保護者16人でした。

　最初に、岡さんが子育ての中で経験された療育への思い、そして「TEACCH プログラ

ム」との出会いのお話がありました。実体験からのエピソードを交えてのお話に同じ保護

者として共感しつつ、岡さんのエネルギッシュな行動力を大変素晴らしく思いました。さ

らに「TEACCH プログラム」とは何なのかを DVD の動画を視聴することで具体的に正

確に学ぶことができました。参加者からは「これまで TEACCH をはっきりとは理解で

きていなかった。今回のお話でよくわかった」「今までのいろんな先生からの断片的な情

報がつながりました」「わが子は周りに恵まれた環境で過ごすことができていたんだと実

感した」などさまざまな感想がありました。

　わが子が地域社会の一員として、スケジュールなどを理解して自立し適応する力を身に

つける、そして同時に社会も構造化や視覚支援などの環境を整える、という相互作用の働

きで子どもが自分らしく生きていける社会になってほしい。そのためには「TEACCH プ

ログラム」がもっとたくさんの人に理解され、社会に広がってほしいと改めて感じました。

先輩保護者のお話
　10月６日（水）、学習会「先輩保護者のお話」の講師を当協会副会長の山中裕子さんにお

願いして事務所と Zoom の両方から参加できる形で開催しました。参加者は５歳から成

人までのお子さんの保護者９人でした。

　山中さんのお子さんは20歳の男性で、支援学校を卒業され、職業訓練専門校を経て現在

は社会人として仕事をされています。

　初めに、出産時の大変な状況から１歳８カ月健診での様子、そして診断から療育施設へ

の通園などのお話があり、保護者として共感できることばかりで久しぶりにわが子の赤ちゃ

ん時代を思い出しました。特に療育施設とのつながりができるまでの不安や孤独感は、同

じ経験をしている者としてその頃を思い出しとても苦しい気持ちになりました。そんな中

でも、周囲の人に恵まれたこと、できなかったことが一つずつできるようになっていった

こと、成長とともにどんどんステップアップしてたくましくなっていくお子さんの様子に、

これまで山中さんが地道にコツコツと積み重ねてこられた子育てがきちんとお子さんの成

長に表れていることがよく分かりました。参加者の中にはお子さんが未就学の人もいらっ

しゃいましたが、就学から就労までの道筋の一つとして、今回のお話は参考にできる部分

が多かったことと思います。

　最後に「子どもは学校を卒業してからの人生の方が長い。親も上手に息抜きをしながら

頑張りましょう」と話されました。今回の学習会でいい刺激をいただきました。私も子ども

もまだまだ長い道のりですが、ゆっくり自分のペースで前に進んでいきたいと思いました。

Zoom学習会
　９月17日（金）、青年成人部学習会『人生をハッピーに過ごし、そして終えるために、今

からできる大事なこと～家庭・地域・入所施設・ちょっとだけグループホーム～』を事務

所と Zoomの両方からの参加で行いました。参加者は16人でした。講師に澤月子先生（南

山城学園スーパーバイザー・湊川短期大学非常勤講師）をお迎えして、長年自閉症児者と

関わってこられたご経験から、本人も家族も支援者もハッピーに過ごせるためのアドバイ

スをいただきました。

青
年
成
人
部
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た生活を送るための準備を保護者が元気なうちにしておくことが必要なのではないかと考

えこの学習会を企画しました。

　澤先生は教員になられた当初から自閉症の児童生徒と関わってこられ、さまざまな葛藤

をされながら TEACCH や自閉症協会、PECS と出会い、障害だけでなく発達という側

面を見てこられました。そのご経験から「今生きづらさを抱えている人たちにとって、こ

れまで何が足りなかったのか？何が余計だったのか？」「成人期支援の課題」「親なきあと

も自閉症の人たちが豊かな生活を送るために」などについてお話しいただきました。その

中から、今からできることを紹介します。

・得意＆苦手のアセスメントを受けてみよう。

・余暇については、特別なことをするのではなく、生活に必要な活動、興味・関心のある

活動で隙間時間を埋めていく発想。ライフスキルは隙間の時間を埋める。

・シンプルな生活はプアーではなく、シンプルだからこその安定も評価しよう。

・生活習慣病について、親元から離れて生活することで肥満体重が減少して健康を取り戻

した例もあり、食べさせることが親にできることと思っていないか？

・「共依存」はどこにいても避けたい。支援者（親の場合も）の「手のかかるままでいて

ほしい、私の存在が必要よ」の思いは、自立への意欲を奪う・結局何も解決しない。

・職員は異動します。これまでの歴史や支援は伝わっていかない。

・サポートブックを作りましょう！

・どこにいても大事なこと。他者に迷惑をかけないで、１人で過ごせる。欲しいもの、困っ

たことを伝えられること。

と述べられました。

　そして、学習会の最後に寺尾孝士先生（元 TEACCH プログラム研究会会長）の言葉

から「人生の最後に大切なこと」として「一人で時間が過ごせること！」

「『NO』が言えること！」を伝えて下さいました。

　今後、行政は入所施設を減らしてグループホームを増やす方向です。入所施設では個別

対応は十分とは言えないことが多いですが、昼間働きに行けなくなっても施設の中で過ご

すことができます。グループホームは、昼間の支援は希薄なため、生活介護・就労継続支

援などの事業所や就労先への安定的な参加が前提になります。また建物の構造上、音・声

は致命的であったり週末のヘルパー確保の難しさなどがあります。一人暮らしの場合は居

　

青

年

成
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宅支援ヘルパーを確保し、夜間

は警備会社に委託するなどの提

案もありました。

　「親なきあと」の暮らしを考

えるうえで親は時として子の自

立の妨げになっているのではな

いか。親として私たちに必要な

大事なことを澤先生から教えて

いただき、今から一つ一つ取り

組んでいきたいと思いました。

誰もがハッピーな人生を過ごす

ために。

澤　月子 氏

学習会レジュメより

　京都府自閉症協会50周年に行った「親なきあとも自閉症の人

たちが豊かな生活を送るために」のアンケート「親が考える親

なきあとの暮らし方」の設問では、本人には入所施設やグルー

プホームでの暮らしを望むと70％以上の方が考えておられます。

しかしそれは簡単ではありません。保護者の最大の心配は「親

なきあと」ですが、親がなくなった後ではなく、本人が自立し
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シニアＧ
　シニアＧは「親なきあと」の問題に向き合い、対処していくために2016年に立ち上げら

れた勉強会です。

　以前から人口減少や少子高齢化は社会問題として取り上げられてきましたが、近年その

傾向は一層進んでいます。当協会でも老障介護（年老いた親が障害のある子どもの世話を

する）や一人親の家庭が増えました。私たちは自閉スペクトラム症の人たちに必要な福祉

制度を学んだり、行政や法人から出された資料「親なきあと」について書かれた著書を読

んで重点の整理をしたり、実情を知るために講師を招いてお話を聴かせていただいたりし

てきました。また、正会員に向けてのアンケート「親なきあとも自閉症の人たちが豊かな

生活を送るために」や「今後の京都府自閉症協会のあり方」を実施した際には、アンケー

トの作成、集計、分析、結果報告までの全てを担当しました。アンケート調査の結果、た

くさんの会員が「親なきあと」について、高い関心をお持ちであることも分かりました。

　人は生まれてきた以上、いつか死を迎えます。大抵は親が子どもより先です。認知症に

なって子どもの世話ができなくなるかもしれません。残された子どもの生活や住まいはど

うしたらいいのか、どれだけお金が必要なのかなど、不安は尽きませんが、元気でしっか

りしているうちに子どものために、できるだけの備えをしておくことが大切です。やるべ

きことは多岐にわたりますが、一つずつ課題解決に向けて進んでいきたいと考えています。

　この２年ほど活動を休止していましたが、９月14日（火）より再開しました。今後は定期

的に勉強会を行っていく予定です。現在メンバーは６人ですが、将来は人数を増やしてい

きたいと思っています。今後とも皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

ゲスト付き交流会
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　７月13日（火）、Zoomにて「子どもの自己否定を生まない親子コミュニケーションの取

り方」というテーマで第２回ゲスト付き交流会を開催しました。正会員９人と来年３月の

交流会でゲストスピーカーを担当してくださる方がオブザーバーとして参加してください

ました。

　今回は、ゲストスピーカーに就労移行支援事業所エンカレッジ取締役の高橋亜希子氏を

お迎えして、自己否定を生まないコミュニケーション（アサーション）を、親子関係に絞って、

資料を画面共有しながらワークも交えて、とても分かりやすくお話しいただきました。そ

のあと各ご家庭のコミュニケーションの様子や、気付きを皆さんにお話しいただきました。

　アサーションとは、相手に配慮しつつ言いたいことを伝えるための自他尊重のコミュニ

ケーション能力です。

　アサーションの自己主張のタイプには、

アグレッシブタイプ…相手より自分優先の主張型

ノンアサーションタイプ…自分よりも相手という非主張型（緊張型）

アサーティブ…自分も相手も双方を尊重できる

があります。

　まず、自分のコミュニケーションの取り方を知る簡単なワークがありました。その後、

アサーティブへの５つのヒント

①アサーションする権利を使う（相手の立場・状況を理解する）

②思い込みを変える（相手が何を伝えたいのか確認する）

③自分の気持ちを把握する（自分がどういう感情か理解する）

④結果などを過度に気にしない（どんな気持ちなのか伝える）

⑤アサーションのスキルを習得する

アサーティブを支える４つの要素

・対等…自分も相手も尊重

・誠実…自分にも相手にも嘘をつかない
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・率直…伝わるように言葉を尽くす

・自己責任…行動を自分で決め、結果に責任を持つ

アサーティブに伝えるこつ

　など分かりやすく具体的なアドバイスをたくさんいただきました。

　私たちはわが子に良いコミュニケーションを取りたいと望んでいるのですが、子に良か

れと思うばかりに「正しいことを伝えなくちゃ！」「間違っているよと教えてあげなければ！」

という思いが強くなりがちです。尊重しているようで、実は誘導していたりもします。一

方で、子の思いの強さに押されて、伝えるべきことを伝え損ねている場合もあります。ま

た、子が何を望んでいるか、どう感じているかに目を凝らし耳を澄ますという余裕もない

まま、怒涛のように日常が過ぎていきます。そして親子双方に、伝えたいことが思うよう

に伝わらないもどかしさの中で、不信感や抑圧感などが積み重なっているかもしれません。

　アサーションの学びは、そんな私たちに「ちょっと待って、いったん落ち着こう！」と

声をかけてもらったように感じました。伝えたいことの内容が正しいかどうかより、まず

信頼してもらえるポジションに自分がいるかを問われました。そして「関係」を大事にす

ることの延長に、より良いコミュニケーションがあることを知りました。短い時間で重要

なことをたくさん教えていただき、とてもぜいたくな時間でした。

　「こちらの反応が変わることで、本人が変わっていく」「もっと早くスキルを身につけ

られていたら」「ワークをすると、自分のことがよく分かって、貴重な体験になった」「ア

サーションを組織立って学ぶと、一回冷静になれる」などの感想があった一方で、自己主

張が弱い、会話のきっかけがない、といった悩みも聞かれました。「振り返れば、高機能

部の交流会の中にアサーティブへの５つのヒントがあって救われてきた」と、ありがたい

感想を言ってくださる方もありました。

　交流会終了後、時間がある方たちが残って30分ほど雑談をして交流し、それもまた一味

いました。父親ネットワークの役員部員、情報部の役員、講師の新谷さんたちで機材（パソ

コン数台使用）の接続、映像や音声のチェックなどをしていただき、講演が始まりました。

“親なきあと”誰がわが子の面倒をみるのか・・・

親として、子どものためにできる備えとは・・・

　親が亡くなった時だけではなく、病気で入院したり、認知症になったりした場合に備え

て、親が元気なうちにできることはなんだろう？ということから話されました。障害のあ

るわが子への思いを残す方法として、

①成年後見制度（法定後見・任意後見）

②遺言書作成（自筆証書遺言・公正証書遺言）

“親なきあと”への備えについて～後見・遺言・民事信託～
　９月19日（日）、父親ネットワークの学習会『“親なきあと”への備

えについて～後見・遺言・民事信託～』を開催しました。

　講師を務めていただきましたのは、司法書士・民事信託士であり、

自閉スペクトラム症のある６歳のご長男を含め３児の父親で、父親ネッ

トワークの部員でもある新谷直也さんです。

　今回の学習会は、事務所ではプロジェクターでスクリーンに投影し

て通常のスクール形式の講演会の形にし、一方で各家庭と Zoom で

結んで、画面共有しながら講義していただくという初めての試みで行

違った楽しい時間でした。今後もこのような交流会終了後の雑

談タイムを持てたらなと思っています。

　30分という限られた時間にもかかわらず、アサーションのエ

キスを全力でお伝えくださった高橋亜希子氏には、心から感謝

申し上げます。ここを入り口に、皆さま、ぜひアサーションを

学ぶことをお勧めします。

新谷　直也 氏

　
父
親
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　



（27）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 143）　第三種郵便物承認　　　通巻第10143号　　　2022年１月16日発行

　

父

親

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

　

③民事信託（家族信託）

④日常生活自立支援事業

⑤障害者扶養共済制度

⑥商事信託（生命保険信託、特定贈与信託）

などがあり、今回は、①～③について詳しく

説明していただきました。

　法定成年後見制度は、対象者の判断能力の

度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」の

３種類に分けられます。

　遺言書は、身近な人に、感謝の思いを形にするために活用でき、メッセージ（付言）を

添えることもできるそうです。自筆によらない財産目録を添付することが可能になるなど、

遺言制度の見直しがされています。

　民事信託とは、財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族・親族に移す

仕組みで、「融通のきく資産承継対策」「高齢者や障害のある人のための財産管理」として

話題に上っているそうです。家族間で行うため、費用をさほどかけずに、資産承継と財産

管理を行うことが可能になります。

　お話の中で新谷さんは、「今、親である自分にできること」として、

・法制度は年々更新され、運用についても変わるので、常に新しい情報収集をしておき、

利用できる制度を理解するということ。

・「とりあえず遺言」を書く！明日急に倒れることがあるかもしれません。遺言書は容

易に撤回や書き直しができるので、思いを伝えておくためにも一度気軽に書いてみま

しょう。

・わが子のことを多くの人に知っていただく！わが子のことを親身に相談できるネット

ワークも必要です。我々にとってのわが子の「自立」とは、信じて託せる頼れる人が

周りにたくさんいることです。

などを挙げられ、「親なきあと」を踏まえて大切なお話をしていただきました。

　また、事前に参加者から寄せられた質問にもお答えいただき、貴重な２時間半の学習会

となりました。

　参加者は、５歳から39歳のお子さんの保護者で、Zoomでのご参加が24人、事務所から

は９人の参加がありました。ご夫婦でご参加いただいた方も何組かおられ、夫婦で話し合

いながら参加できてよかったと言われる方もおられました。

　『親なきあと』をテーマにした学習会は今後も続けていきたいと思っています。ご参加い

ただきました皆さま、講師をしていただきました新谷さん、本当にありがとうございました。

事務所での講義

2021年
８月12日　高機能・アスペルガー部会議
 《Zoomでのオンライン会議》

京都市市営保育所移管選定部会
 〈幼保総合支援室〉
　　15日　アンサンブル・ハーティブリッジ　

サマーコンサート
 〈呉竹文化会館創造活動室〉
　　18日　「京親協はたちを祝うつどい」実行

委員会 〈北山ふれあいセンター〉
　　19日　京都府発達障害関係団体連絡会
 《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　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講座 〈花背小中学校〉 ⇒中止
京都市ほほえみ交流活動支援事業　
体験交流 〈旭丘中学校〉 ⇒中止

　　22日　京都市障害者相談員研修会
 〈京都テルサ〉 ⇒中止
　　26日　京都市障害者施策推進審議会
 《Zoomでのオンライン会議》

京都府自閉症協会　一般社団法人化
準備委員会

 《Zoomでのオンライン会議》
　　28日　日本自閉症協会事務局サミット

●役員会の活動報告  
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10月１日　高機能自閉症・アスペルガー症候群
セミナー2021配信開始（10/31まで）
ホームページ検討委員会

 《Zoomでのオンライン会議》
　　３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〉
　　５日　ホームページ検討委員会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　６日　幼児学齢部　学習会
 《事務所と Zoomでのオンライン開催》
　　７日　ホームページ検討委員会
　　８日　ホームページ検討委員会
　　10日　音楽活動「The BEAT」
 〈東山青少年活動センター〉
　　13日　役員会
 《事務所と Zoomでのオンライン会議》
　　14日　青年成人部　バスレク　⇒中止

青年成人部　学習会、部会議
 《事務所と Zoomでのオンライン開催》
　　16日　超入門！自閉症支援講座　第４回
 〈ハートピア京都〉

京都市ほほえみ広場　⇒中止
　　18日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

高機能・アスペルガー部　保護者交
流会「グリーンプロジェクト」
 ⇒中止
高機能・アスペルガー部　保護者交
流会、部会議

 《Zoomでのオンライン開催》
ホームページ検討委員会

 《Zoomでのオンライン会議》
　　19日　拡大ホームページ委員会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　21日　京親協（市内の親の会）と京都市と

の懇談 〈市役所〉
　　24日　アンサンブル・ハーティブリッジ　

スペシャルコンサート
 〈北文化会館〉
　　27日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

体験交流 〈ふれあい文化会館右京〉
幼児学齢部会議 〈事務所〉

　　28日　京都市障害者相談員（発達）連絡会
 〈かがやき〉

編集部会義 〈事務所〉
ホームページ検討委員会

 《Zoomでのオンライン会議》
11月５日　京都市教育委員会との懇談
 〈京都市総合教育センター〉
　　７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〉

高機能・アスペルガー部会議

 《Zoomでのオンライン会議》
　　30日　発送作業
　　31日　発送作業

京都市市営保育所移管選定部会
 〈幼保総合支援室〉
９月１日　発送作業
　　２日　幼児学齢部会議 〈事務所〉

発送作業
京都市障害児通所支援事業所選定部
会 〈子ども若者はぐくみ局〉
京都障害児者親の会協議会　役員・
リーダー研修　⇒中止

　　３日　高機能・アスペルガー部　保護者交
流会、部会議

 《Zoomでのオンライン開催》
京都市市営保育所移管選定部会

 〈幼保総合支援室〉
　　５日　青年成人部　レクリエーション

「Kirala」 ⇒中止
　　６日　幼児学齢部会議 〈事務所〉
　　９日　幼児学齢部　学習会
 《事務所と 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》
　　10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〉
　　11日　音楽活動「The BEAT」 ⇒中止

超入門！自閉症支援講座　第３回
 〈ハートピア京都〉
　　13日　子育てほっとタイム　⇒中止
　　14日　編集部会議 〈事務所〉

青年成人部「シニアＧ」 〈事務所〉
　　15日　「BEAM142号」発行
　　16日　役員会
 《事務所と Zoomでのオンライン会議》
　　17日　青年成人部　学習会
 《事務所と Zoomでのオンライン開催》

京都市市営保育所移管選定部会
 〈子ども若者はぐくみ局〉
　　18日　日本自閉症協会事務局サミット
 《Zoomでのオンライン会議》

NPO法人あすく理事会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　19日　父親ネットワーク学習会
 《事務所と Zoomでのオンライン開催》
　　22日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー準備委員会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　24日　発送作業
　　28日　ホームページ委員会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　29日　幼児学齢部　学習会　施設見学
 ⇒中止



（29）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 143）　第三種郵便物承認　　　通巻第10143号　　　2022年１月16日発行

✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

　近ごろ、「各部だより」の編集に苦心しています。学習会などの活動がどれも充実していて、

BEAM の掲載に何を選べばよいのか迷うばかりです。コロナ禍で一度は活動の難しい時期が

ありましたが、役員部員の皆さんの工夫と努力により、今は Zoom を使うなどして中身の濃

い活動が行われています。またオンラインによる講座やセミナーも充実し、今はホームページ

で動画の視聴も可能です。「困難の後には、必ず大きく前進する」という歴史の法則を見る思

いがします。皆さま、次の機会にぜひ活動にご参加ください。

12月１日　発送作業
　　２日　ホームページ委員会（レクチャーの

日） 《Zoomでのオンライン》
　　３日　社会福祉会館説明会 〈事務所〉
　　４日　近畿ブロック会議 〈事務所〉
　　５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〉

音楽活動「The BEAT」
 〈東山青少年活動センター〉

　　６日　京親協コンサート 〈京都テルサ〉
　　７日　社会福祉会館説明会
 〈元待賢小会議室〉
　　８日　高機能・アスペルガー部　保護者交

流会、部会議
 《Zoomでのオンライン開催》
　　９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　NHKハートフォーラム
 〈G-NETしが〉
　　14日　京都総合福祉協会　評議員会
 〈北山ふれあいセンター〉

幼児学齢部会議
 《Zoomでのオンライン会議》

　　16日　日本自閉症協会事務局サミット
 《Zoomでのオンライン会議》

京親協　京都市への要望活動
Ｒ４年度 NHK ハートフォーラムの
打ち合わせ 〈京都産業会館〉

　　19日　幼児学齢部　クリスマス会
 〈ハートピア京都〉
　　21日　役員会
 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

京親協　京都府への要望活動
高機能自閉症・アスペルガー症候群
セミナー実行委員会　報告会
 《Zoomでのオンライン》

　　23日　JR 西日本コミュニケーションズと
の打ち合わせ 〈京都府庁〉
ホームページ委員会（レクチャーの
日） 《Zoomでのオンライン》

 《Zoomでのオンライン会議》
　　８日　京都府教育委員会との懇談
 〈京都産業大学むすびわざ館〉
　　11日　青年成人部　学習会　施設見学
 ⇒中止

青年成人部会議
ホームページ委員会（レクチャーの
日） 《Zoomでのオンライン》

　　12日　高機能・アスペルガー部　保護者交
流会、部会議

 《Zoomでのオンライン開催》
　　14日　日本自閉症協会役員連絡会
 《Zoomでのオンライン開催》
　　16日　役員会
 《事務所と Zoomでのオンライン会議》
　　18日　京都府発達障害関係団体連絡会
 〈京都府庁〉

ホームページ委員会
 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　超入門！自閉症支援講座　第５回
 〈ハートピア京都〉

日本自閉症協会事務局サミット
 《Zoomでのオンライン会議》
　　21日　京都市障害者相談員研修会
 〈京都 JR会館〉
　　22日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

幼児学齢部会議 〈事務所〉
　　23日（火/祝）　京都府障害者のつどい
 〈ガレリアかめおか〉
　　25日　青年成人部「シニアＧ」学習会
 〈事務所〉

京都府自閉症協会　一般社団法人化
準備委員会
 《Zoomでのオンライン会議》

　　26日　京都障害児者親の会協議会　役員・
リーダー研修 〈京都テルサ〉

　　27日　NPO法人あすく理事会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　28日　日本自閉症協会　理事会
 《Zoomでのオンライン会議》
　　29日　京都総合福祉協会　理事会
 〈北山ふれあいセンター〉
　　30日　発送作業
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臨時総会のお知らせ

日　時　 2022年２月19日（土）　13：30～15：00

場　所　 ハートピア京都　第４・第５会議室

議　題　 当協会の一般社団法人化について

定期総会のお知らせ

日　時　 2022年６月４日（土）　13：30～16：45

場　所　 ハートピア京都　第４・第５会議室

内　容　 第１部　総会　　第２部　未定

専門部との共同企画「オンライン講座」

「私がかかわった ASD 支援から伝えたいこと～それぞれにとっての“ハッピー”とは～」

 講師　岩井栄一郎 氏

日　時　 2022年３月５日（土）　14：00～16：00　Zoomでのオンライン

参加費　 会員（正会員・賛助会員）は無料　会員外は1,000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でお願いします。

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５回）、理解啓発冊子『かがやき』

（いとしご合併号年１回）などは、京都

府自閉症協会から会員の皆さまへお送り

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600円（郵送料含）です。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。

か ら編 集 部

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

askyoto＠shirt.ocn.ne.jp　

表紙の絵は、五十嵐由都（いがらし ゆうと）さんの作品です。

詳細はチラシを

ご覧ください


