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特集 　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～
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京都府自閉症協会 第53回定期総会および

一般社団法人京都府自閉症協会 第１回社員総会開催

　2022年６月４日（土）13：30～15：00ハートピア京都第４・５会議室において、京都府自閉症

協会 第53回定期総会および一般社団法人京都府自閉症協会 第１回社員総会が開催されました。

【京都府自閉症協会 第53回定期総会】

　会長挨拶の後、議長に高橋健氏を選出し、定足数の確認を行いました。出席者数32人、委任状

出席135人、合計167人で、正会員総数283人、過半数142人を上回り総会成立の報告がありました。

審議事項

第１号議案　令和３年度（2021年度）事業報告および決算報告承認の件

会計監査からの報告

第２号議案　京都府自閉症協会解散の件

　第１号議案・第２号議案とも全会一致で承認され、これをもって任意団体である京都府自閉

症協会は解散し、残余財産は一般社団法人京都府自閉症協会に寄付し、引き継がれることにな

りました。

　その後の休憩時間に設立時の理事（岡美智子氏、宮内賀永子氏、高橋健氏）・監事（新谷直

也氏）による理事会を開催し、新たな社員（これまで京都府自閉症協会正会員であった人たち）

を確認し、承認しました。
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【一般社団法人京都府自閉症協会 第１回社員総会】

　議長より、社員総数283人（過半数142人）、出席者数31人、委任状出席135人、合計166人で

総会は成立との報告がありました。

第１号議案　新たな一般社団法人理事（設立時理事を除く）の選任

大前恵子氏、山中裕子氏、南裕一郎氏が選任され、設立時の理事・監事を含

めた全ての理事、監事、代表理事の紹介がありました。

第２号議案　令和４年度（2022年度）事業計画案、および予算案承認の件

　第１号議案・第２号議案とも全会一致で承認されました。

　その後報告として、運営委員の紹介、NPO 法人あすくから北本拓也氏による工房あすくか

らの事業報告がありました。

　一般社団法人となって１年目の幕開けです。

　新型コロナウイルス感染症による影響が２年以上も続いており、いまだに先行きが見えない

状況です。私たち家族は、障害のある子とともに感染するおそれを人一倍抱きながら、外出す

る場も機会も閉ざされ、あるいは制限され、ともすれば孤立してしまう日々を過ごしてきました。

それは支援者の皆さんも同じでしょう。ご自身の家族はもとより、障害のある本人に感染させ

てはならないと気持ちを引き締め、緊張し合うような毎日であったことと推察されます。

　いつもの生活の中で人同士が接し、語らい、共に何かをすることの価値を再認識した日々で

もありました。一方、本人たちはこの状況をどのように感じていたのか、人によって幅があり

ますので、いずれまとめられたらと思っています。

　以下、今後の会の活動について述べます。

　大きな課題として会員の減少があります。これはほとんどの障害者団体に共通の問題です。

その理由は、福祉サービスが進んできたこと、母親も就労する割合が高くなり活動に参加しに

くくなったこと、PTA や町内会活動同様、何かの会に属して役員になったり束縛されること

を嫌う風潮があることなどが考えられます。

　このような現状に対し、私たちも活動について検討し続けてきており、以下の取り組みを実

施しています。

①ホームページを大幅にリニューアルし、見やすく、会員の知りたい情報が得られやすいよう

になりました。また会員限定でオンラインで視聴できるセミナーなどを増やしたり、講演終

了後に期間限定で YouTube 配信することで、会員が自宅でもどこででも可能な時に視聴

できるようになっています。

②相談交流会「子育てほっとタイム」では、先輩保護者だけでなく、専門部の先生に入ってい

ただき、若い親御さんからの質問などにも答えてくださっています。高機能部の保護者交流

会では、会員でなくても、まずは気軽に参加していただくため、“お試し参加”ができるよ

うにしています。また現在、オンラインでの相談交流会についても検討を進めているところ

です。

　これからも“自閉症の人が自閉症のままで、その人なりに幸せな人生を送れるよ

うな社会”になることを目指して活動していきましょう。

 （岡　美智子）
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【事務局関係】

１．毎月の運営委員会の開催

２．一般社団法人化にかかる作業

３．必要に応じた相談交流会の開催

４．自閉症を正しく理解してもらうための社会的啓発活動

５．情報に関する活動

・ホームページを会の運営に生かすための方法を模索

・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）

・SNSの活用（Twitter、Facebook での情報発信）

６．ビデオライブラリーの管理・貸し出し

７．書籍・DVD・医療用絵カード等の販売

８．高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2022

 （高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー実行委員会）

秋にオンラインで開催、オンデマンド配信の予定

９．オンライン講座の開催

専門部を中心にした講師による講演会《会員・会員外を問わない》

10．オンライン交流会の開催（Zoom）

専門部が参加した少人数の交流会

11．子育てほっとタイムの実施

京都市障害者相談員（発達）合同の親の相談交流会

12．余暇活動の音楽サークル「The BEAT」への協力

年間10回活動予定　　場所…東山青少年活動センター　時間…13：30～14：30

13．日本自閉症協会、近畿ブロックとの連携および代表派遣

・日本自閉症協会への代表派遣

・役員連絡会への代表派遣

・近畿ブロック会議への代表派遣

・2022年度 NHKハートフォーラムの企画・準備（担当：京都府自閉症協会）

６/11（土）午後　京都産業会館

14．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体制整備検討委員会への代表派遣

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への代表派遣

京都府教育委員会との懇談会の実施

京都市障害者施策推進審議会への代表派遣

京都市市営保育所民間移管先選定部会への代表派遣

京都市はぐくみ審議会　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

令和４年度（2022年度）事 業 計 画
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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

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

15．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京都府・京都市との懇談会への代表派遣

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

京親協はたちを祝うつどいへの参画

2023年１/９（月/祝）　ルビノ京都堀川

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、（一社）京都手をつなぐ育成会、 

（公社）京都身体障害児者父母の会連合会、（一社）日本筋ジストロフィー協

会京都支部、（一社）京都府自閉症協会、京都重症心身障害児（者）を守る会］

京親協コンサートへの協力

（福）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

京都府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

16．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

 （京都府発達障害関係団体連絡会）

ライトアップイベント　４/２（土）18：00～19：00　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

17．NPO法人あすくとの連携

18．NPO法人あすく主催の「超！入門　自閉症支援講座」への協力

全５回　ハートピア京都　午後

① ７/23（土）・② ８/20（土）・③ ９/10（土）・④ 10/15（土）・⑤ 11/19（土）

【専門部】

（１）親や関係者を対象にした講演会、研修会への協力

高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナーの実行委員として参画

（２）オンライン講座への協力

（３）オンライン交流会への協力

（４）保護者対象の学習会への協力

（５）編集部への協力

（６）京都市ほほえみ交流活動支援事業への協力

（７）NPO 法人あすくおよび工房あすくへのサポート

（８）NPO 法人あすく主催の「超！入門　自閉症支援講座」への協力
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【編集部】

（１）会報「BEAM」の発行（年３回）

（２）情報の収集

【幼児学齢部】

（１）レクリエーションの実施

（２）クリスマス会の集いの開催　12/18（日）午前　ハートピア京都

（３）学習会

・幼児期～高校３年までの子を持つ親の学習会

・他の部との合同学習会

・施設や学校などの見学会を予定

【青年成人部】

（１）学習会

・高校生以上の子どもを持つ親の学習会

・他の部との合同学習会

講師を招いての学習会

施設など見学会

バスレクリエーション

ランチ交流会

（２）レクリエーションとしての音楽活動「Kirala」の実施

日曜日　場所…南青少年活動センター　時間…10：30～11：30

（３）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

・講師を招いての学習会

・他の部との合同学習会

【高機能・アスペルガー部】

（１）保護者交流会

・高機能自閉症やアスペルガー症候群などの診断名のお子さんを持つ保護者の交流会

・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：18歳以上のお子さんを持つ親を対象とする保護者交流会

（２）ゲスト付き交流会（正会員・賛助会員対象）

ゲストスピーカーのお話と質疑応答を含めた交流会

【きょうだい部】

（１）きょうだい支援のための活動

【父親ネットワーク】

（１）学習会の実施

（２）父子お楽しみバーベキュー　　秋に開催予定

（３）吹奏楽コンサートの開催　７/18（月/祝）　呉竹文化センター　創造活動室

（４）懇親会は状況を見ながら企画
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（　）は法人の役職

運営委員 部員

会長（代表理事） 岡　美智子

副会長（理事） 大前　恵子・山中　裕子・南　裕一郎

事務局

事務局長（理事）

庶務

会計

情報

宮内賀永子

上野亜希子・山下　祐子

高橋　　健（理事）・

塩入眞智子

川内　美和・岡﨑　眞吾

山沢　恵子

遠藤　悦史・岡本　祐希

専門部 村松　陽子・田中　一史 ［医療・教育・福祉などの関

係者12人］

編集部 岩永登美子・山口友紀子 植村　美帆・黒田　章子・

佐野満智子

幼児学齢部 永森麻美子・近者　真美 島田　直美・松永　　薫・

山口友紀子

青年成人部

［シニアＧ］

魚嶋　美幸・張　　秀子・

堀田ともみ・宮島　悦子

常岡　孝子

高浜　葉子

岡　美智子・大前　恵子・

岩永登美子・山沢　恵子・

紺谷　晶子・宮内賀永子

高機能・

 アスペルガー部

池　　福子・池田　典子・

森岡　厚子

高橋　　望・真田　雅子・

川内　美和 ［他１人］

きょうだい部 ［山中　裕子］ 常岡　孝子

父親ネットワーク 五十嵐伸治・井口　　巌 新谷　直也・谷　　亮一・

藤原　禎史

（監事） 新谷　直也

顧問 松上　利男・清水　　潔

令和４年度　運営委員・部員の紹介

運営部員（活動をお手伝いしてくださる方）大募集

　当協会では、一般社団法人化にともなう組織体制の拡充のため、運営部員として協力いただける方を

募集しています。皆様の中で一緒に活動してくださる方のご連絡をお待ちしています。

　ご連絡は、askyoto＠shirt.ocn.ne.jp　TEL 075-813-5156（事務局）まで

・事務局（庶務）　会報紙の発送作業のほか、さまざまな仕事。

・事務局（情報）　ホームページの更新、Twitter・Facebookによる発信など。

・青年成人部　　　高校生以上のレクリエーション Kiralaの活動と親の交流会・学習会の活動補助。

・幼児学齢部　　　幼児期～高校生以下のレクリエーションと親の交流会・学習会の活動補助。

・きょうだい部　　きょうだい支援のためのセミナーや学習会の活動補助。

・編集部　　　　　会報紙「BEAM」（年３回発行）の校正など。
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１．はじめに  

　今回のお話は、自分の実践の振り返りのようなものになります。私が自身のキャリアを通し

て、印象に残ったこと、刺激を受けたこと、大事にしてきたことや気になっていることをキー

ワードとして挙げさせていただき、今の時点での自身の考えをキーワードに沿ってお伝えした

いと思います。

２．自身のキャリアを振り返って  

　まず、自分のキャリアを振り返りながら、いくつかキーワードを拾っていきます。

　最初に私は一般的なルートより、かなり遠回りして入学した大学において、『自己肯定感』

という言葉に高垣忠一郎先生の授業で初めて触れました。「自分が自分であって大丈夫」とい

うフレーズがとても印象的で、20年以上も前に知った言葉ですが、学生や院生時代、その後、

自閉症（ASD）支援に関わってから、今もなお、その時々の自身の立ち位置や考え方の変化

はあるにしても、とても大事にしている言葉です。

　さて、大学や大学院の頃は、塾や家庭教師のアルバイトが生活の大部分でしたが、そこまで

熱中、継続させた要因としては、１）生徒に分かりやすく教える特技（勝手に思い込んでいた！？）

を認めてもらった（はず）、かつ２）居場所ができた、もちろん３）労働対価も得たことです。

一石二鳥ならぬ一石三鳥ですね。今思えば、下線部はとても大事な観点だと思っています。な

ぜなら、１）自己肯定感を膨らませ、２）居場所や所属感があるという安心感や土台を形成し、

３）身の丈に合った金銭的な価値基準を身をもって知ることが（意図せず）体験ベースで経験

特集

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～

立命館大学　学生支援コーディネーター

岩井栄一郎 氏

　2022年３月５日（土）、当協会専門部によるオンラインセミナー「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～」を開催しました。

講師の岩井栄一郎氏は、京都市発達障害者支援センター“かがやき”や京都障害者就業・

生活支援センターの勤務を経て、2015年から現職に就いておられます。これまでに経験

されたことから、本人への関わり方や具体的な支援について大切にさ

れていることを中心にお話しくださいました。参加者は42人、（正会

員20人、賛助会員９人、非会員13人）でした。

　講師の岩井氏に講演の内容を分かりやすく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、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。
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できたからです。

　大学院時代にもさまざまな刺激を受けました。フィールドワークという名の自由な活動→ずっ

と小学校や中学校へ補助教員としてクラスに出入りしていました（笑）。30歳の頭でっかちで

迷惑な院生だったと思いますが、とりあえずチャレンジして、チームとして何かやっていこう、

ラジカルな（現状を変えることを積極的にする）環境へのアプローチを強く意識できたと思い

ます。自分で考え、気づいたことにアプローチする、自分の責任の下で自由に動ける、つまり

役割と責任ですね。社会に出る前の準備期間として、また足がかりとして、個人的には自身の

責任の下でトライ＆エラーができるよい期間でした。そして、今回のキーワード２つ目の『選

択機会・自己決定』という観点を意識していました。

　そして、ようやく！社会に出て、社会福祉法人京都総合福祉協会に10年間お世話になりました。

その期間の８年半ほどは京都市発達障害者支援センター“かがやき”で発達障害支援の基本の

きほんから学び、教えていただきました。自分の支援スタンス、根っこの部分を形成させてい

ただいたことになります。療育から青年成人期の相談などライフステージにおいても多岐にわ

たり関わらせていただきました。３～５つ目のキーワードが『ライフステージで考える』『本人

の好きなことや価値観について』『自分のことを知る（自分のタイプやバリエーションで整理し

ていく）』です。今でこそ、自分の力量であったり、相談に来られる方の特性や主観的な現実、本

人を取り巻く家族も含めた環境要因などを考えながら、見立てをすることが自分なりにできて

きましたが、当時は、かなり視野の狭い状況であったと思います。経験も力量も全く０（ゼロ）に

等しかったのですが、京都市児童福祉センターの先生方やスタッフの方にフォローを受けながら、

ただ目の前のことをこなしていたと思います。その時に、親御さんやご家族から教えていただ

いたことも多く、協働させていただくことの大切さに恥ずかしながら、その時点でようやく気

づきました。よって、６つ目のキーワードは『親御さん・ご家族との協働』です。あとは、支援

センター“かがやき”や京都障害者就業・生活支援センターにおいて、就労支援にも関わらせ

ていただいたので、『社会参加や労働について』というキーワードを最後に挙げたいと思います。

３．今回取り扱うキーワード  

①本人の好きなことや価値観　②自己肯定感　③自分のことを知っていく　④選択機会や自己

決定　⑤親御さんやご家族との協働　⑥ライフステージで考える　⑦社会参加、労働と対価

①好きなこと、興味関心や価値観を大事にしたい

　青年成人期の相談場面であろうと、療育の場面であろうと、どのような場面でも必ず話題に

します。「そんなこと当たり前ではないの？」と思われるかもしれません。ただ、私の中では

この至極当たり前のことを常に忘れてはいけないと考えています。徹底的に保障する、いつも

＊１

話題に取り上げる、こちらが知らなければ調

べたり、チャレンジしてみる、できる限り一

緒に楽しむ、本人のモチベーションの源であ

るなど、本人の大事にしていることや価値観

を「それって素敵だね」と共感できることは、

支援の根幹にあると個人的には、とても強く

思っています。

　この後、話題にする自己肯定感や、自己理

解についても、好きなことや熱中できること

があって、その上に積み上がっていくイメー

ジ（＊１）だと思っています。例えば、好き
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なことや得意なことが何となく分かっているからこそ、苦手なことにもやっと向き合えると思

います。特性の強みと苦手さは裏表とも言いますが、本当に得意なことで手応えを感じていな

ければ、言葉では分かっていても、苦手や空回りすることに目は向けられないのではないでしょ

うか。好きなこと・得意なことを生かし手応えを得る―もちろん程度はさまざまであって OK

ですが、そのような経験や場面が生活のいたるところにあることが重要だと思います。

＊３＊２

　このようなお話をしたときに、興味・関心事が、将来役立つのか？という意見もあります。

結論は、それが職業に直接つながらなくてもよいと思います。もちろん、プログラミングにと

ても興味関心のある方が、エンジニア領域に進んでいければうれしいことでしょう。一方、大

半の方は、仕事と直接は結びついていないことも多いと思います。（９ページ＊１）にあるよ

うに、興味・関心事や自分の大事にしていることがあれば、学校生活や働いている場面で、し

んどい、疲れたときの避難基地になったり、エネルギーを充填してくれることもあるでしょう。

時には、自信をつけさせてくれる機会や人との出会いにつながるかもしれません。大げさかも

しれませんが、広い意味で、人生の助けになると思っています。

　私のような年代（アラフィフ）において、本人らが身を置いている世界観、価値観はどのよ

うなものなのかと思いを巡らします。実際は、その価値観、世界観や先進性を分かって、身を

置いて話ができているかと不安になりますね。これほど多くの情報があふれ、多様な価値観が

存在していますし、移り変わりも早いです。（年代のギャップに１周いや２周回ってガンプラ

の話題にはフィットしたこともありました（笑））。すべての世界観や価値観を理解、味わうこ

とはできません。ただ、よく分からないけど、本人の主観的な現実から対話を始めてみようと

心がけています。ここ数年、話題になっているゲームやネット依存に関する問題にもつながり

ますが、まずは、本人が何故その世界観に興味を持ち、大事にしているのかを知ること、教え

てもらうこと、一緒に味わうことは、共通しているように思います。

　このテーマの最後に、少しだけ社会性（＊１）について今思うことを補足しておきます。社

会性を育んでいくという時は、本人のキャパシティーにあった対人関係のちょっといい経験が

あり、本人なりのやり方（コツ・術（すべ））でその社会的な状況を理解していることが大切だ

と思います。また、活動を通して役割を担うことも大事です。その時は、得意を生かせる役割

があれば、心地よさ（例：「ここホッとできるわー」）も得られやすいでしょう。もちろん年齢

が低いお子さんであれば、周囲の人間が活動内容やメンバー構成も設定した方がいいでしょう。

まとめると、本人が対応できる内容の自律・ソーシャルスキルを身につけていて（「順番やね」

「チーム戦でやろう」「やり方おしえて～」「お互いさま」「今はやらないでおくよ」など）、自分

の好きな活動を通して、ルールに従って行動したり、役割を担う楽しさ・充実感を実感しなが

ら過ごす積み重ねが大切ということです。そのベースに必要なのは、自分のことを OK と思え

る経験や周囲の人を信頼する力が育っていることです。これって就労支援でも共通しますよね。
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②自己肯定感

　（９ページ＊１）にあるような積み重ねの

上段に位置づけされると思っています。繰り

返しますが、自分の得意なことを生かしてな

んらかうまくいく実感をスモールステップで、

さまざまな場面や状況で実感できればいいと

思います。

　評価軸は、極端に言えば、まず独り善がり

の本人寄りでも良いと考えます。ただ、自己

肯定感を得るというものは、目に見えないも

のなので、具体的で、視覚的で、肯定的な方

法で周囲からの称賛が必要な場面も多いと思

います。

　青年・成人期においても、（＊４）にあるように自身の得意なところを生かして自己肯定感

を膨らませていく…。方向性は正しいですが、困り感の高い方は、置かれている立場や焦りか

ら、あれこれ手を出していて、はたから見ると、何か中途半端、有言実行ではないように見え

てしまうこともあります。よって、大人の自己肯定感を膨らますことは簡単ではないことから

スタートして、行きつ戻りつがあるということも、周囲は理解しておく必要があると思います。

本人が納得して動き出せる取り組みを中心にサポートしていきますが、同時に本人には「役割

と責任」も発生することを、事前に承諾、確認や納得してもらう必要があると思います。この

あたりは、後の自己決定のテーマでも触れたいと思います。

③自分のことを知っていく

　私は、「自己理解」という言葉を聞くと、誰にとっても少しハードルが高い印象を持つので、

自分のことを知っていくプロセスくらいで捉えています。ASD 特性は変わらないですが、ラ

イフステージや置かれている環境によって、自身の捉え方は変わってくると思います。環境要

因も含めて、自分のタイプを知る方が現実的でポジティブになれると思います。

　自分のことを知っていくことは、体験ベースが良いと思います。なんらかの体験をした後、

周囲（家族、友人や支援者）からフィードバックを受けて、主観的現実と客観的視点の中で整

理していく。ゆっくりでもいいと思います（「自分のことを分からなあかん」はしんどいです）。

『自分のことを知っていく』は自己肯定感の上につくイメージ、それくらい生活状況、心身の

根っこを安定させてから、向き合い、整理していくことだと考えます。

　その際には、社会性・コミュニケーション・イマジネーション、感覚の問題、実行機能など

＊４

＊５

のカテゴリーでまとめると分かりやすい方も

います。特に感覚のことは大事です。周囲か

ら分かりにくく、かつ本人がみんなもそうだ

と思っていることが多いため、感覚の影響と

は気付きにくいからです。

　また、独自の困り感が高い方、いわゆる

ASD あるある話に乗りにくい方は意外と多

いので、自身の取扱説明書は、じっくり試行

錯誤を重ねながら整理していくことになりま

す。
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④選択機会や自己決定も大事

　選択機会について、子どもから大人まで何かを「選ぶ」ことは、生活の隅々にあることが望

ましいです。１日の生活の中にもさまざまな「選ぶ」場面があり、もちろん選択肢から選ぶこ

ともあります。何か物を買ったとき、大半はクーリングオフ制度があります。つまり、自分で

決定した後、たとえ失敗しても、その失敗を挽回できる安心感があります。しかし、仕事を選

んだり、大きな契約をする際、お試しがない

ので、選択機会があるといいながら実は選択

がないのと同じです。

　他立的自律かつクーリングオフ制度付きが

理想です。

　東京大学先端科学技術研究センターの熊谷

晋一郎先生が、『自立とは広く浅く依存先が

あること』とおっしゃっていますが、ASD

支援では、それに加えて、相談したり、尋ね

たりできる表出性のコミュニケーションが身

についていることも重要だと思います。
＊６

これを

目指すの？

⑤ご家族との協働

　ご家族も困っておられる場合、全体的にエネルギーを消耗されていることも多いです。常に

ベスト・ベターを追及されていることも一因です。私の反省も込めて振り返れば、少し培った

知識や経験を善かれと思って、どんどんお伝えしていた時期もありました。ご家族とお話しす

る中で、よくあるのが「あのとき○○しておけば良かったかもしれない」というコメントが出

てくることです。しかし、過去の決断は、必ずそのときに考えられる最大限のベストを選んで

こられているはずです。もちろん、そのプロセスは尊重するべきだし、私たちが想像力を欠い

た「現実的ではない」アドバイスはしてはならないと思っています。

＊８＊７

　あと、今の現状に閉塞感があり、何をしても好転しないときは、いったん、投げ出そうよ（距

離を取る意味）でもいいと思うようになりました。誤解を恐れずに言うと、一時的でもホッと

できる対応がないと全員がしんどいからです。ご家族との信頼関係がないと成立しませんが、

ピンチの時にこそユーモアと次への熱い気持ちを持つように心がけています。

　他にも、ASD 支援において、年齢だけでなく、今の本人に合わせたサポートを考えるとい

うのがあります。年齢や状況によっては、ボトムアップではなく、トップダウンということで

す。しかし、ご家族の方が本人を取り巻く周囲と比較し、時には周りに合わせることに気持ち

が傾くこともあります。ご家族とやりとりをして、時には、少し後退することもありますが、
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行きつ戻りつ、行きつ戻りつで結果的にちょっと進んでいたら OK とする時期もあります。

もちろん大事な見立てと方針はぶれませんが、しなやかさというか、ハンドルの遊びのような

弾力性は、とても必要な視点だと思っています。

⑥ライフステージで考えてみる

　総論で言えば、計画的にゆっくりでもいい、ゆっくり本人自身のペースでいいとなります。

ただ、そうは言ってもね…と本人、ご家族が考えられることは当たり前だと思います。それは、

将来における信頼できる情報が少ないため、今のままでは良くないと分かりながらも、固執せ

ざるを得ない状況も少なからずあるからだと思います。これから、いくつかのケースやパター

ンを挙げて考えていこうと思います。

　では、最初に大学での支援を例に挙げてみます。大学の相談場面において、「どうしても学

業を続けていくモチベーションが維持できない。理由は、何となく小集団の授業で気を遣うし、

何となく学びも難しいところがちょっとずつ出てきているし…。」「とはいえ、浪人もしている

し、これ以上社会に出るのが遅くなったら、何となく難しいと思う…。」このようなお話はよ

くあることです。

　ここで私たちが、「今までよく頑張ってきたけど、ちょっと継続するのも難しそうだから、

自分のペースでいこうか、マイペースでいこうよ」とだけ提案しても、学生さんは「休みたい

のは当然だけど、学費のことも心配、社会に出るタイミングが遅れたら就活面接で困るし…」

など、やっぱり相談員はひとごとだねとなることもあります。そこで実は、制度として、休学

（登録料のみ）は活用しやすかったり、カリキュラム上の不利はないことや就職活動において

も上の学年の人たちの就職状況などほとんどデメリットがない情報を伝えると、少しホッとさ

れます。大学生活を俯瞰的に捉えること、もっ

といえばライフステージで考えると、今、無

理をする方が崩れたときのデメリットが大き

いことなども伝えます。結局は、２歩下がる

が３歩進むことになることが多いです。

　先程の大学生のケースのようにライフステー

ジで物事を考えると、今の混沌としている困

り感からいったん回避できたり、ホッと一息

つけるメリットもあります。単なる先送りで

はありません。早期に、さまざまなことが分

かること、それ自体はいいことだと思います。

ただ（＊９）にあるような登山に例えると、

本人がじっくり納得しながら、一見遠回りの

ような歩みの方が、私としては信頼できるこ

ともあります。この視点についても、常に頭

においておくようにしています。

　情報が入ってくると、さまざまなことにチャ

レンジしたくなります。ただ、情報が入り過

ぎると、本人の状況や本人の意思確認をない

がしろにして、周囲の思いが先行することに

陥りやすいです。例えば小学生の SLD（注）支

＊９

＊10

 

（注）SLD ― 知的な発達に遅れはないのに、「読む」「書く」「計算する」など特定のことがうまくできない、限局性学

習症と呼ばれる発達障害。
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援において、今は ICT（注）サポートも導入されてきました。一方、大学の支援に目を向けると、

本人の力が発揮しやすい環境にどんどん近づいています。小中学校と比べると、かなり学びや

すい環境になっています。よって、小学生で困り感が顕著な時には、「今はつらいけど、数年後、

楽になるから、もっと頑張ろう」とアクセルが踏まれる可能性があります。もちろん、本人が

分かってチャレンジしたいことは、一緒に進めていけばいいことですが、将来の見通しを伝え、

必要以上に特性上難しいことを突き詰める必要はないと思います。それより、苦手なことは

ICT を活用し、強みや興味あることに時間やエネルギーを注いでほしいと思います。このよ

うなことは誰にでも起こることでしょう。皆さんには生きた情報を共有していただくために、

親の会などに入会し、先輩保護者から支援あるある話を伺うことも、良いアイデアであると考

えます。

⑦社会参加や労働と対価について

＊11

　「発達障害のある方に学歴は関係あります

か？」と質問をいただくことがあります。個

人的には、（＊11）にあるように、安心でき

るお守りの位置づけです。また、これから高

校や大学に進学される方は、所属感という安

心も得られるので、社会に出るまでの準備期

間（堂々と準備や整理ができるメリット）と

しても有効だと考えます。ただし、学歴さえ

あれば、もしくは取りあえず勉強ができてい

るから大丈夫かなと突き切るのは、少し心配

になります。

　就労の準備性ピラミッド（＊12）について

も、大枠は OK ですが、ASD の方には、準

備性ピラミッドのボトムアップ版はオススメ

できません。９ページ①の本人の好きなこと

や興味関心、社会性の箇所でも触れましたが、

やはり役割と責任を担うことや自己肯定感を

得る方が大事だと思います。私個人は、冒頭

で触れたように、必要に迫られたバイトを通

して、自己肯定感も膨らみ、役割と責任を担

い、労働対価も得ることができました。ASD

の方は、モチベーションがあれば、見つかれ

ば、主体的に歩んでいかれる方が多いと思っ

ています。就労の準備性も（＊12）にある考

え方を優先し、大事にしています。

＊12

＊13

 

（注）ICT― Information and Communication 

Technology の略。情報通信技術を活用し

たコミュニケーションを指す。特別支援教

育では、パソコンやタブレット端末を使い、

個々の実態に合わせて ICT を活用するサ

ポートが求められている。
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「美宇は、みう。―夢を育て自立を促す子育て日記」

平野真理子　著　　発行：健康ジャーナル社
 現在、エッセンシャル出版社に名称変更

 定価：本体　1,400円＋税

おすすめの１冊

　卓球界で注目される平野美宇選手と二人の妹さんの母、平野真理子さんの子
育てエッセイ。まだ５歳だった美宇さんが「第２の福原愛ちゃんって言われて
いるけどうれしい？」という記者からの質問に答えたことば「美宇は、みう。」
がこの本のタイトルになっています。著者は10年間特別支援学校、特別支援学
級などで教員生活の後、結婚。子育てをしながら卓球スクールで指導をされて
います。また、三姉妹それぞれの個性を大切にしながら子どもたちの自立と夢
をサポートしてこられました。ご自身も発達障害と診断された三女を育てられ、
「障害のある子供たちと社会をつなげる架け橋に」という夢をつづられています。
　「高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2022」（秋にオンライン開催）
の基調講演では、三女の子育てを中心にお話しいただいています。

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

〈『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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日本では

4/2～4/8は

発達障害

啓発週間

世界自閉症啓発デー in 京都 2022
京都タワーライトアップイベント

4月2日は、国連が定めた

世界自閉症啓発デー

　世界自閉症啓発デーの４月２日（土）18：00～19：00、京都駅ビ

ル駅前広場で“京都タワー　ブルーライトアップイベント2022”

を開催しました。

　ここ２年は新型コロナウイルス感染症の影響でイベントの開催

を中止し、京都タワーのライトアップだけを行っておりました。

今年はコロナ対策として、いつもの年より規模と時間を縮小して

行う予定で準備を進めていましたが、やはり寸前まで開催すべき

か否かの話し合いを続けていました。

　しかし、“京都タワーの青い灯の下に集まりたい”という親や

京都府・京都市担当者の熱い思いがあり、感染者数が減少したこ

ともあって実施にこぎつけました。ソーシャルディスタンスを保

つために客席に椅子を準備したり、検温、手指の消毒、「京都市

新型コロナあんしん追跡サービス」への登録のご協力をお願いす

るなど、コロナ対策を万全にして行うことになりました。

　最初のステージは、当協会の青年成人部のダンスサークル Kirala（キララ）のダンス「お

誕生日」、そして「勇気100パーセント」。

　なかなかメンバーが集まって活動できませんでしたが、状況を見ながらの活動や、Zoomで

画面を通しての活動もあり、これまでには考えられなかったいろいろな経験ができた１年でし

た。

　イベントでは、まず主催者を代表して、京都府

発達障害関係団体連絡会の岡美智子会長より挨拶

があり、その後、ゆるきゃらの京都府広報監「ま

ゆまろ」と京都タワーの「たわわちゃん」（注：

たわわちゃんは性別設定がない。女の子でない）

の登場で、会場が盛り上がりました。やはり、ゆ

るきゃらが登場すると周りが明るくなるような気

がしますね。

会場に置かれた看板

岡会長と　まゆまろ　たわわちゃん

ダンスサークル Kirala のダンスパフォーマンス
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　日が落ちて辺りが暗くなってきた頃、いよいよ京都タワーのライトアップです。

　カウントダウンの後の点灯に合わせてのファンファーレは、これまでは桃山高等学校吹奏楽

部が担当してくださっていたのですが、外部活動を自粛されている時期で休演になったことは

とても残念でした。

　代役として The BEAT を指導してくださっている BEATTECH（ミュージシャン仲間で

結成されたグループ）が素敵なファンファーレを演奏してくださいました。

　今回は、コロナ対策として、カウントダウンもそれぞれの心の中で行っていただきました。

　引き続いて BEATTECH が「ひまわりの約束」、「情熱大陸」、「SPAIN」などしっとりした

曲やリズム感あふれる演奏で会場は盛り上がり、イベントは終了しました。

　京都府内では、福知山城、中丹東保健所、京都府庁も同時ライトアップされました。

　３日も京都タワーはブルーにライトアップされました。

　４月２日のイベントの模様は YouTube配信されており、「Kirala」や「The BEAT」の練

習風景と共に当協会のホームページからご覧いただけます。ぜひご覧ください。

　続いて音楽サークル The BEAT が登場し、「カントリーロード」と「パプリカ」の演奏が

ありました。普段の活動は音楽スタジオで行っており、密の状態になるので、なかなか全員そ

ろって活動するのが難しく、グループ分けをするなど、工夫しながら練習した成果の発表の場

になりました。

　場面転換の時間を利用して、京都府発達障害者支援センター“はばたき”渡邊由佳センター

長、京都市発達障害者支援センター“かがやき”村松陽子センター長からそれぞれの発達障害

者支援センターの紹介をしていただきました。

主催：京都府発達障害関係団体連絡会（一社京都府自閉症協会、京都 LD等発達障害親の会「たんぽ

ぽ」、アスペルガー症候群及び周辺の発達障害京都親の会「ONLY ONEの会」）、京都府、京都

市、京都府発達障害者支援センター“はばたき”、京都市発達障害者支援センター“かがやき”

音楽サークル The BEAT の演奏

京都タワーの点灯に合わせたファンファーレ BEATTECH の演奏
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Ａさん（母親・50代・ワクチン接種２回済）の場合

　 ４月15日（金） 私が仕事関係で濃厚接触者となり、16時過ぎに家の近くの病院で PCR 検

査を受けました。数分で検査結果が出るので、不安に思いながら待っていると、「お母ちゃん

陽性やわ～！」と結果の知らせが聞こえてきて、思わず「エーッ」と大きな声を出してしまい

ました。夫も濃厚接触者になったので PCR 検査を受けましたが、陰性でほっとしました。そ

の後、私はレントゲンを撮り、車で待機した後もすぐには帰宅せず、車の中でいろいろと考え

ました。

　最初に心配になったのは、翌日グループホームから帰ってくる29歳の息子のことでした。そ

して家族をどうしようかと考え、夫にはとりあえず実家に行ってもらいました。

　まず、夫と息子には、土日の２日間ホテル滞在をしてもらおうと思いました。祖母の家の近

くで息子が何度も来たことのある地域を意識してホテルを決めネット予約しました。

　次に、保健所や『きょうと新型コロナ医療相談センター』など相談先を検索して電話をし、

なるべく早く療養ホテルに入れるよう、今の状況と息子の事情などをできる限り話しました。

相談先は親身になって話を聞いてくださり、それから何時間かして、保健所から、療養ホテル

が決まれば連絡しますとの電話がありました。

　その日は23時を過ぎて帰宅。疲れているのに不安だらけで寝付けず、土曜日に帰宅する息子

に変更を伝えてもらうためのスケジュールを携帯のメモ機能で作成しグループホームなどに送

りました。土曜日には毎週同じパターンで移動支援から帰ってくるので、自宅に帰ってきたら

どうしようと思いましたが、無事夫と合流してホテルに行ったので、ひとまず安心しました。

　息子には、家に帰れないことを「おうち、修理」、私が家にいないことを「おしごと、出張」

と伝えました。息子ができるだけ理解できる言葉で伝え、事業所などにも統一してもらいまし

た。

　 16日（土） 保健所より、「明日から療養ホテルに入れる、送迎タクシー会社からも迎えの

時間の連絡が入る」と電話がありました。その日は自分でできる限り自宅の消毒をしました。

　 17日（日） 朝から39度を超える発熱。お粥などを自分で用意して持参し、相乗りの送迎タ

～　コロナにまつわるエトセトラ　シリーズ第７弾　～

新型コロナウイルス感染を体験して

　新型コロナウイルス感染症の拡大から３年近くが経過した今も感染者は増減を繰り返

し、直近の「第７波」では感染者数が激増しています。今回、感染を経験された当協会

会員のお二人が匿名で体験談を寄稿してくださいました。これからの感染対策に参考と

なる点もたくさんありますので、ここに掲載いたします。

クシーに乗りました。ホテルの部屋には携帯電話が置いてあり、

基本的には LINE や LINE 電話で看護師さんとやり取りし、

医師のビデオ診察も携帯電話でした。携帯電話に疎い人には難

しいなと思いましたが、部屋の電話での対応も可能でした。

　ホテル療養が始まってからも５日間高熱が続き、咳もひどく

て横になれず、ベッドに座って椅子の背にもたれて休んでいま
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した。その間も息子の通所先、グループホーム、ヘルパー事業所と連絡を取り、息子がスムー

ズに過ごせるよう相談をしたり、お願いをしたりしました。

　 22日（金） ホテル療養６日目に入院が決まり、送迎タクシーで病院へ移動。到着してすぐ

CT を撮り、肺炎と診断されて点滴治療に入りました。２日目には平

熱になりましたが、次は咳との闘いで、深呼吸ができない、息を吸え

ない苦しさで鼻から酸素を送ってもらいました。５日間の点滴治療が

終わり、呼吸リハビリが始まり、少しずつ体を動かすことができるよ

うになりました。病院でも治療以外は基本的にタブレットでの LINE

のやり取りでした。ホテルや病院では本当にやさしく対応してもらい、

励ましの言葉をかけてもらったりして、嫌な思いをすることは全くな

く感謝しています。言葉のかけ方の大切さを感じました。

　 28日（木） 何とかゴールデンウィーク前に退院。その後も咳や胃痛が続き、通院しました。

１か月ほどでほとんど咳はなくなり仕事にも復帰できました。

　今回の経験から、息子のことは日頃から夫やきょうだいにも分かりやすく伝え、書いておか

ないといけないと痛感しました。LINE で細かく説明し、電話もできましたが、それでも分か

らないところがあったようです。それぞれの事業所との連絡などについても、家族にも知って

おいてもらわないといけないと思いました。息子は大きな混乱もなく過ごしてくれましたが、

今も「ホテルなーい」「ホテルおわりました」と言います。この言葉を聞くとちょっと切なく

なります。

　療養期間は身体的にも精神的にも大変つらい毎日でした。これまでから感染対策はできる限

りしているつもりでしたが、これからも今まで以上に危機感を持って対策をしていきたいと思

います。

Ｂさん（母親・40代・ワクチン接種２回済）の場合

　 ５月１日（日） 私は午後から少し頭痛がしていましたが、いつもの天気痛かなと思ってい

ました。ところが夕方に38℃の発熱があり頭痛も続いていたので、痛み止めを飲んで寝ました。

日付が変わるころには熱は下がりましたが、翌朝はまだだるさが少しありました。午後には、

動けるようになったので、夕飯の買い物にだけ出かけました。

　 ４日（水） 夜に親戚で集まる予定がありました。まだ咳が続いていたので、念のために自

宅で抗原検査をしておこうと思い、検査キットを買いに行きました。その道中で息子（19歳）

が不調を訴えだし、車内で寝てしまいました。息子は、自分の体調をうまく伝えられないので、

親が気付くか、このように伝えてきた時はだいぶつらい状態です…。帰宅後、抗原検査キット

で検査したところ、私は陽性でした。その時点から家族全員マスクをして、私は寝室で過ごす

ことにしました。それから夫が息子の熱を測ったところ39℃の発熱の症状がありました。連休

で PCR 検査を行っている病院は予約でいっぱいで、ようやく翌日の午後に検査を受けられる

医院が見つかりました。

　 ５日（木） 車で医院の駐車場まで行き、車に乗ったまま、家族３

人とも診察と PCR 検査を受けました。息子には、検査することやど

のような検査方法かを伝えそびれていました。車の窓からよく分から

ないまま検査されたという感じで、やはり暴れてしまい、片鼻だけで

の検査でした。結果は私と息子が陽性、夫は陰性でした。

　息子と私は自宅３階の寝室で過ごすことにしました。息子は38℃台の発熱が続いていたので

すが、息苦しさなどはなく、寝たり起きたりしていました。起きているときは、ゲームをした

り動画を見たりしていました。食事は、発熱が始まって２日ほどはあまり食べませんでしたが、
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その後はほぼいつも通り食べていました。私の症状は咳が続いているくらいでした。食料品を

ネットスーパーで注文し、食事の用意は夫がすべて行ってくれました。

　 ７日（土） 保健所からの電話でホテル療養を希望するか聞かれました。息子が自閉症者で

あることを伝え、母子同室が可能かどうかと、息子と私の解除日が３日程違うのでどうなるの

か、ということを尋ねました。同室可で、解除日が長い方に合わせて退所するということにな

りました。自閉症者と伝えていたので、環境が変わっても大丈夫か、食事のこだわりなどはな

いか、退所日まで外に出ることができないが大丈夫かなど尋ねていただき、随分配慮してもらっ

たように思います。

　 ８日（日） ホテルに入所。ホテル療養中は、部屋に用意されているスマホか、操作が苦手

な人などは内線電話で看護師さんと連絡を取り合います。到着時と退所時に１階受付で対応し

ていた職員さん以外とは直接顔を合わせることはありませんでした。ベッドメーキングと、退

所時の室内の清掃は各自で行いました。

　息子は、ベッドでゴロゴロしながらゲームをしたり動画を見たりしていました。ほぼ、自宅

での自由な時間と同じ過ごし方です。症状は少し鼻水と咳が出る程度で熱は下がっていました。

息苦しさを感じている様子もなかったです。ジュースやおやつなどの間食も普

段からほとんど口にしないので、困りごとはなかったです。毎食冷めたお弁当

なので、食べてくれるか少し心配でしたが、家から持参したみそ汁やスープな

どもあり毎食ほぼ完食でした。ホテル療養は７日間でした。

　 14日（土） ホテルを退所。

　その後の症状は、息子は何もなく、私は10日程咳が続いて市販の咳止め薬を

服用しました。

　息子は一人っ子なので、親のどちらかが感染した場合や、息子が感染した場合どうなるのだ

ろうか、と思うだけで実際には何も準備していなかったです。幸か不幸か一緒に感染し二人と

も軽症だったので同室でホテル療養できたことがまだよかったかなと思います。

　発熱して翌日には熱が下がったので、買い物に出かけたりしていました。きっと症状が大し

てなければこういう人は多いだろうなと思いました。消毒は店舗の出入りの時に行っています

が、最近ではしない人もよく見かけます。まだまだ油断することなく気をつけていきたいと思

います。

　かかりつけ医がない人はもちろん、かかりつけ医がある場合も、休日に症状が出てしまった

場合はどこに連絡をすればいいかなどを調べておくだけでも安心できると思います。

・発熱症状などのある方は、まずは身近な医療機関にお電話ください。

・夜間や医療機関が休みのとき、かかりつけ医のいない方

きょうと新型コロナ医療相談センター （℡ 075-414-5487）（365日24時間）

・後遺症の専用相談窓口

きょうと新型コロナ後遺症相談ダイアル （℡ 075-414-5338）（365日24時間）

・ワクチンの副反応等の専門的な相談

京都府コロナワクチン副反応相談センター （℡ 075-414-5490）（365日24時間）

入院していなくても
新型コロナウイルス感染症で入院保険がおります

　新型コロナウイルス感染症に罹患したら、入院でなく宿泊療養や自宅療養であっても、保険

金が請求できる場合があります。詳しくは、ご加入の保険会社にお尋ねください。

ご存知ですか︖
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シニアＧ　先輩保護者の話
　今年度第１回目のシニアＧは、５月13日（金）事務所にて先輩保護者お２人をお招きして、

事前に依頼しておいた４つの質問に答えていただく形式で、これまで歩んでこられたこと

や今の暮らしのこと、また将来についてどのように考えておられるかなどについてお話し

いただきました。

質問①　現在の状況

先輩保護者のお２人はいずれも80代のお母さんで、ご主人は他界されており、現在は

自閉スペクトラム症のお子さんと２人で暮らしておられます。お子さんのお１人は男

性（Ａさん・60歳）で、もうお１人は女性（Ｂさん・57歳）です。それぞれにきょう

だいはありますが、家庭を持ち、別に暮らしておられるそうです。

ＡさんＢさんは共に養護学校高等部を卒業した後、一般企業に就職されました。

Ａさんは定年まで会社に勤められ、その後65才までは１年ごとの契約で同じ職場で働

くことができるそうで、今は契約社員として勤務を続けておられます。

Ｂさんは長年の一般就労の後に５年前から福祉施設に通所されています。

質問②　不安に思っていること

Ａさんはこれまで福祉に縁のない生活でしたが、将来は誰かの助けが必要になるので、

お母さんはこれから福祉について知りたいと考えておられます。

Ｂさんは現在福祉施設を利用されていて、近くに住むきょうだいや知り合いが支えて

くださるので、お母さんは「しなければいけないことはたくさんある」と話されてい

ましたが、ゆっくり考えていこうと思っておられるような印象でした。

質問③　将来子どもはどのように暮らしたいか

ＡさんＢさん共に将来は支援を受けながら自宅で一人暮らしをしていきたいと考えて

おられます。

質問④　若い世代の親御さんにお勧めしたいこと

Ａさんは一般企業で働いた経験が本人にとって社会のルールを学ぶ良い機会になった

　ASJ 保険では、被保険者がホテルなどの臨時施設や自宅・入所施設などで療養する場合も、

入院保険金の対象となります。ただし、自宅・入所施設などでの同居の家族や施設職員による

見守り看護、およびホテルなどの臨時施設での同居や一時的な訪問（着替えを持っていく、病

状を確認するなど）などは、「付添介護」とはみなされません。

　保険金の請求にあたり必要な医療機関の領収書がない場合でも、保健所が発行する就業制限

通知書など、個別の事情に応じ柔軟な対応をしてもらえるので、下記までご相談下さい。

一般社団法人日本自閉症協会　ASJ保険事務局

　電話：0120-880-819　（受付時間　10：00～18：00　土・日・祝日を除く）

給付例

　無症状で７日間の自宅療養の場合

入院一時費用　5,000円×１回

入院諸費用　　1,000円×（7-1）日
計11,000円　給付
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対しては、きめ細やかな配慮と、困りごとが出てきたときの支援体制を望みます。ジョブ

コーチや支援担当者の存在はとてもありがたく心強いです。制度は徐々に整いつつありま

すが、実際には就労を継続することはとても難しいということを経験しています（１年以

内に５割が離職）。継続できてもさまざまな不調に悩んだり、とても健康的な職場生活と

はいかないことも多いようです。支援体制が整っていても、なぜ働き続けることが難しい

のか・・・支援者がいるのに本音が言えない。言葉に出せない。言葉に出せたとしても、

自分も周囲も混乱してしまうような表出になってしまう。今まで以上の薬の服用を求めら

れる…こんな悲しい話があちこちから聞こえてきそうです。

　SPIS＊（「Web 日報システム」）では、『本人』『職場の支援者』『外部支援者』の三者が

連携し、パソコンを介して日報のやり取りを行い、それをもとに支援します。事前に設定

したセルフチェックを本人が数値で入力し、三者が Web 上で対話を積み重ねます。数値

をグラフ化することで見えてくることもあります。本人は、限られたメンバー（本人・職

場の支援者・SPIS の相談員のみ）であるという安心感からそこが次第に安心安全な居場

所になっていき、本音や弱音を吐くことができるようになっていきます（最終的にはその

場を職場に移行していきます）。

　また支援者は、書き込むことを通して自分の支援の「くせ」に気づくことができます。

伝えるタイミングを見極めたり、伝えたい言葉と伝わる言葉の違いに気づいたりします。

大事なのは、当事者が本音を言える場であるかどうか、支援者が当事者に心から寄り添い

勇気づけるカウンセリングマインド（コミュニケーションにおいて相手の立場に立って理

解しようとする態度のこと）を一貫して持っているかどうかであって、問題解決すること

ではないということがよくわかりました。

　職場を本音弱音が言える居場所に変えていくことと、支援者がカウンセリングマインド
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ゲスト付き交流会
　３月７日（月）、Zoomにてゲスト付き交流会を行いました。参加者は

中２から38歳の子を持つ親18人でした。今回のゲストは一般社団法人

SPIS（エスピス）研究所理事長で臨床心理士でもある宇田亮一氏で、

「仕事し続けるって大変・・・就労定着支援について」というタイトル

でお話しいただき、そのあと質問や感想などを交えた話し合いを行いま

した。

　わが子の就労に際して、親は無理なく継続してほしいと願い、職場に

そうです。また、お母さんは人とのつながりが大切と考えて、それを実践してこられ

ました。

Ｂさんのお母さんは失敗を恐れずチャレンジをする子どもに育てられたそうです。

また、Ｂさんの意思を大切にされ、幾つかの選択肢の中からＢさん自身が選ばれたこ

とを支えてこられたそうです。

　お２人の話を伺って、かつて福祉の制度が何もない中、仲間を作り、創意工夫して道を

切り開いてこられたパイオニア世代のバイタリティーは本当に素晴らしいと思いました。

「親なきあと」についての意識や子どもを大切に思う気持ちもよく分かりました。シニア

Ｇで自閉スペクトラム症のある子と親の高齢化の課題についての学習を更に深めていきた

いと思いました。

※シニアＧではメンバーを募集しています。障害のある人の高齢化や医療、住まい、お金など「親なきあと」に

備えるための学習をしようと思われる方は是非、事務局までご連絡ください。一緒に学びましょう。

（基本的にはお子さんが20才以上の方が対象ですが、まずはご相談ください。）
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宇田　亮一 氏
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　３月12日（土）、Zoomにて「きょうだいについて」の学習会を行いました。

　参加者は保護者、きょうだい当事者、福祉施設支援者など18人でした。

　今回講師にお迎えした松本理沙先生は、北陸学院大学人間総合学部子ども教育学科講師

として勤務されながら、「Sibkoto（障害者のきょうだいのためのサイト）」や「ヤングケ

アラープロジェクト」などにも携わっておられます。また、松本先生ご自身も重度の知的

障害のある弟さんがおられる「きょうだい」の立場でもあります。
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「きょうだいについて」の学習会

　講義では、人生の時間軸は親と違う（きょうだいは生まれた時か

ら障害のあるきょうだいがいる環境）ということや、親なきあとも

続く人生のためにきょうだいとしてどうあるべきかについてお話し

いただきました。

　きょうだいが成長していく中で、

　幼児期・・・良い子になろうとしたこと。逆にわざと気を引くよ

うな行動をしたこと。

　思春期・・・障害のあるきょうだいが恥ずかしいと思ったこと、

また恥ずかしいと思った自分が嫌になったこと。

　進路を決めるとき本当にしたいことを言い出しにくかったこと。

　成人期・・・結婚への不安、周りの人にカミングアウトするべきなのか迷ったこと。

　親なきあと障害のあるきょうだいの面倒をみるのはいいが何をすればいいのか、自分が

家庭を持った今、きょうだいにどこまでサポートできるのか・・・

　など、これまで感じてこられたことをざっくばらんにお話しいただきました。そしてきょ

うだいだからこそ感じることに向き合いながら自分らしく生きていくことが大切であると

話されました。

　その後、参加された皆さんからの感想や質疑応答の時間も設け、参加者全員で交流しま

した。保護者として支援者としてきょうだいとしてそれぞれの立場からの感想や発言があ

りました。司会進行の田中一史先生も障害のある弟の「きょうだい」という立場ですので、

松本先生と田中先生の体験をもとにした参加者一人一人に寄り添いながらのアドバイスや

アプローチも説得力があり、とても参考になりました。

　前回に引き続き今回の学習会でも、「きょうだい」としての視点を深く掘り下げ「きょ

うだい」の思いに触れることができ、たくさんの学びがありました。講師の松本先生をは

じめ、田中一史先生、ご参加いただいた皆さまありがとうございました。

の対話力と対人関係を磨くことこそが、実は精神・発達障害者が「働き続ける」ことを根

本から力強く支えるものだということを教えていただきました。

　宇田氏は、こうした対話力、対人関係力は、ダイバーシティ・インクルージョン（多様

な人材を受け入れ、その能力を発揮させるという考え方）という時代の要請でもあると話

されましたが、まず我が家を顧みて、子にとって本当に安心安全な本音弱音を言える居場

所になっているか、問題解決ばかりを目指していないか、親の言いたいことを一方的に言っ

てしまっていないか、あえて言わないことにも意味がある・・など、いろいろ考えさせら

れる時間となりました。宇田氏のまなざしは、そんな親たちにもとても温かくエールに満

ちていて、これこそがカウンセリングマインドではないかと思いました。

＊SPIS ― Supporting People to Improve Stability ＝ 人々の安定性向上を支援、という意味。仕事が終わる

前にウェブからログインし、毎日その日の体調を直感で１～４までの数値にする。これを毎日続けて１か月単

位で集計してグラフ化する。視覚化された客観的データで過去に自分がその時に何を思ったかを振り返ること

ができる。またコメント欄があり、ささいなことでも記録を残すことによりメンタル面での自己管理に役立つ。
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松本　理沙 氏
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2022年

４月１日　一般社団法人京都府自閉症設立

京都市保健福祉局障害支援推進室よ

り異動挨拶 〈事務所〉

　　２日　世界自閉症啓発デー in 京都　京都

タワーライトアップイベント

 〈京都駅ビル駅前広場〉

　　５日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー実行委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　７日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　８日　京都市ほほえみ交流活動支援事業推

進委員会 〈京都市役所〉

京都障害児者親の会協議会　役員会

 〈ルビノ京都堀川〉

　　14日　京都市子ども若者はぐくみ審議会

 〈ルビノ京都堀川〉

　　16日　高機能・アスペルガー部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　幼児学齢部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

　　21日　役員会

《事務所と Zoomでのオンライン会議》

　　22日　京都障害児者親の会協議会　役員会・

理事会 〈ルビノ京都堀川〉

　　23日　NPO法人あすく　理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　28日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈かがやき〉

ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

５月６日　発送作業

　　７日　発送作業

　　８日　発送作業

　　10日　発送作業

　　11日　発送作業

　　12日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

打ち合わせ 〈醍醐児童館〉

発送作業

　　13日　青年成人部「シニアＧ」学習会

 〈事務所〉

編集部会議 〈事務所〉

会計監査 〈高橋税理士事務所〉

京都市南部障害者地域自立支援協議

会　全体会 〈伏見区総合庁舎〉

公明党政経懇話会

 〈ホテルグランヴィア京都〉

　　14日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　16日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会 〈醍醐児童館〉

　　17日　発送作業

　　19日　役員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

一般社団法人京都府自閉症協会　理

事会 《Zoomでのオンライン会議》

発送作業

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　23日　NHK ハートフォーラム in 京都　

打ち合わせ 〈事務所〉

元待賢小学校テナント会議

 〈腎臓病患者協議会事務所〉

　　24日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　25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》

　　26日　ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

　　28日　京都障害児者親の会協議会　役員会・

総会 〈ルビノ京都堀川〉

　　29日　サマーコンサート　会場との打ち合

わせ 〈呉竹文化センター〉

　　31日　BEAM144号発行

高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー　基調講演打ち合わせ

 《Zoomでのオンライン》

６月２日　NHK ハートフォーラム in 京都　

打ち合わせ 〈京都産業会館〉

　　３日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー分科会収録

 〈兵庫教育大学〉

　　４日　第53回京都府自閉症協会定期総会

 〈ハートピア〉

第１回一般社団法人京都府自閉症協

会社員総会 〈ハートピア〉

　　６日　社会福祉法人京都総合福祉協会　理

事会 〈北山ふれあいセンター〉

　　11日　NHKハートフォーラム in京都

 〈京都産業会館ホール・北室〉

一般社団法人日本自閉症協会　理事

会 《Zoomでのオンライン会議》

　　16日　運営委員会

●役　員　会（定期総会以前）

運営委員会（社員総会以後）の活動報告  
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

 《Zoomでのオンライン》

　　６日　運営委員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

高機能・アスペルガー部会議

 〈事務所〉

　　７日　青年成人部「シニアＧ」学習会

 《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》

　　９日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会 〈朱雀第三児童館〉

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》

　　13日　高機能・アスペルガー部会議

 〈事務所〉

　　14日　青年成人部学習会

 《事務所と Zoomでのオンライン開催》

　　15日　ホームページ委員会　写メレクチャー

Ⅱ 〈フォトスタジオシーン〉

　　16日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　18日（月/祝）　父親ネットワーク「サマーコ

ンサート2022」

 〈呉竹文化センター創造活動室〉

　　21日　京都府発達障害関係団体連絡会

 〈京都府庁〉

　　23日　あすく超入門自閉症支援講座　第１

回 〈ハートピア京都〉

　　25日　京都市、京都社会福祉会館事務局、

元待賢小学校テナントとの会談

 〈元待賢小学校会館事務局会議室〉

　　28日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈事務所〉

ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

日本自閉症協会事務局サミット

 《Zoomでのオンライン会議》

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

　　17日　京都市、京都社会福祉会館事務局、

元待賢小学校テナントとの会談

 〈元待賢小学校会館事務局会議室〉

　　19日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　22日　幼児学齢部学習会 〈事務所〉

社会福祉法人京都総合福祉協会　評

議員会 〈北山ふれあいセンター〉

　　23日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

ポストほほえみ広場（仮称）企画委

員会

 〈京都市みぶ身体障害者福祉会館〉

　　25日　NPO法人あすく　総会・理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー分科会収録

 《Zoomでのオンライン》

　　26日　一般社団法人日本自閉症協会総会

 《会場と WEBで開催》

京都府発達障害者支援センターはば

たき　令和４年度府民向け公開講演

会 《オンライン開催》

　　27日　関西障害者定期刊行物協会　定期総

会 《Zoomでのリモート開催》

　　30日　京都市自立支援協議会「権利擁護部

会」 〈京都市役所〉

ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

７月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〉

　　４日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー研修 〈ルビノ京都堀川〉

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

 〈京都産業大学むすびわざ館〉

　　５日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー　基調講演収録

　第１回社員総会を終え、いよいよ一般社団法人としての活動が始まりました。といっても今

までの活動となんら変わることはないのですが、法人格を持つことにより、社会的な信用が上

がります。BEAMもその信用に応えるべく、自閉スペクトラム症を取り巻く全ての皆さまにとっ

て有用な情報をお伝えする媒体としてこれまでと変わりなく発行してまいります。各部で活動

をお手伝いいただける方を公募したところ、数名の方が手を挙げて下さいました。新鮮な考え

や意見を取り入れることで、会としてもますます成長していければと思います。

（25）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 145）　第三種郵便物承認　　　通巻第10350号　　　2022年９月28日発行



表紙の絵は、常岡良行（つねおか よしゆき）さんの作品です。

高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2022

オンラインにて開催　基調講演・３つの分科会
配信期間：11月１日（火）～11月30日（水）　　　

講演会「障害者とスポーツ」

日時　11月16日（水）10：30～12：00　 会場　ハートピア京都　第４会議室
講師　森田美千代氏（京都障害者スポーツ振興会　副会長）

子育てほっとタイム

日時　10月４日（火）、11月１日（火）、2023年２月７日（火）　 場所　当協会事務所

●入会のしおりがリニューアルしました。必要な方は事務局までご連絡ください。

★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。

事務局　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。

　（一社）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、（一

社）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、事務局

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

お知らせ

ホームページＵＲＬ

https://as-kyoto.com/

Twitterアカウント
＠as_kyoto

Facebookページ

https://www.facebook. 
com/asd.kyoto

詳細は
チラシ・
ホームページを
ご覧ください
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