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　６月11日（土）京都産業会館ホール・北室において、NHKハートフォーラム『SDGs理念“誰

ひとり取り残さない”社会の実現～困りをかかえる発達障害の人たちから考える～』を開催し

ました。参加者はスタッフなどを含めて約320人でスタッフの席が足りず立ち見となるほどで

した。

　世の中には、一見社会に溶け込んでいるように見えながら、孤独感や生きにくさを感じてい

る発達障害の人たちがおられ、また一方では、社会から隔離されたような生活を送る強度行動

障害の人たちがおられます。今回のフォーラムでは、そのようなさまざまな社会的マイノリティー

の人たちが安心して暮らせる“誰ひとり取り残さない”社会の実現に向けた一歩を考えること

を目的としました。

　第１部の記念講演は講師にタレントの小島慶子さんを迎え、「発達障害の人って、どんな人？

～診断名よりも大切なこと」と題してご講演いただきました。

　第２部のシンポジウムのテーマは「“誰ひとり取り残さない”社会を目指して」で、

「強度行動障害と医療」門 眞一郎氏

「強度行動障害と教育」冨家直樹氏

「強度行動障害支援者養成の課題と今後求められる人材育成の在り方」松上利男氏

の３人の講師にお話しいただいた後、澤 月子氏の司会進行でディスカッションがあり、シン

ポジウムの最後に、小島さんからフォーラム全体についてのコメントをいただきました。

　このシンポジウムの内容をまとめましたので、特集として掲載いたします。
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特集

NHKハートフォーラム

SDGs 理念“誰ひとり取り残さない”社会の実現

～困りをかかえる発達障害の人たちから考える～

ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 146）　第三種郵便物承認　　　通巻第10431号　　　2023年１月31日発行（2）



　NHK ハートフォーラム・第２部では、「“誰ひとり取り残さない”社会を目指して」と題し

たシンポジウムが行われました。なかでも、「強度行動障害」と呼ばれる人々への支援のあり

方を中心に議論が交わされました。

　強度行動障害とは、他害（噛みつき、頭突き、睡眠の乱れ、器物破損など）や自傷行為等の

危険を伴う行動が高頻度で現れ、それによって本人や家族に「著しい処遇困難」が生じている

状態を表す言葉です。

　誤解されることが多いのですが、強度行動障害は医学上の診断名ではありません。強度行動

障害とは、上記のような状態にある障害者に対する障害福祉サービスの支給量や事業者報酬を

決定する判定基準として操作的に生み出された、いうなれば行政上の概念なのです。

　このような行動の状態にある人々に対しては、特別に配慮された支援（行動援護）が必要で

す。また行動障害の多くは、障害特性の理解に基づく適切な支援や環境の提供があれば緩和で

きるとされています。2013年には強度行動障害支援を行う従事者の人材育成を目的として「強

度行動障害支援者養成研修」が始まりました。

　一方で、強度行動障害の人が巻き込まれる傷害事件や虐待事件は後を絶ちません。2016年に

起きた「やまゆり園」事件（と、事件後に噴出したヘイトスピーチ）はむしろ、優生思想がこ

の国に根強く存在していることを白日の下にさらしました。障害者施設を“迷惑施設”だとし

て建設に反対する地域も少なくありません。

　偏見や差別によって傷つき、疲弊し、孤立し、社会的に排除された本人やその家族の困難は、

行政や事業者の便宜のために作り出され、かつ半ば「医療化」された強度行動障害という領域

パネリスト

門　眞一郎氏（フリーランス児童精神科医）

冨家　直樹氏（京都市教育委員会　首席指導主事）

松上　利男氏（社会福祉法人北摂杉の子会　理事長）

司　会

澤　　月子氏（社会福祉法人南山城学園　スーパーバイザー）

“誰ひとり取り残さない”社会を目指して

シンポジウム

では、たいへん深刻な問題として立ち現れているといえます。

　ともかくも、強度行動障害の実態や問題のとらえ方、支援のあり方な

どについては、実証的なエビデンス（根拠）に基づいて理解し、考えて

いく必要があることは言うまでもありません。「強度行動障害は非常に

関心の高い分野です。関心だけではなくて、実際の対応に非常に難しさ

を抱える問題であり、その意味でもこのシンポジウムは大変タイムリー

な企画」という司会の澤 月子氏による趣旨説明ののち、３人のシンポ

ジストからの問題提起が行われました。

 

●門　眞一郎氏―表出コミュニケーションの冷遇と医療の厚遇が問題

　最初に登壇した門氏は、「今まで取り残されがちであり、また今後もおそらく取り残されが

ちになるのが強度行動障害の人たち。その多くは自閉スペクトラム障害に重度知的障害を合併

澤 月子氏
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しています。そういう人たちは取り残されるだけではなくて、実は虐待

も受けやすいことが分かっています」と、強度行動障害支援の背景と重

要性を述べ、その上で、「強度行動障害の支援に関しては、医療にでき

るだけ頼らないようにすることが基本。医療なんか一番最後にしたらい

い」と、支援現場における医療依存の実態を批判しました。

　なぜ強度行動障害になるのか。強度行動障害の人たちは、理解できな

い・伝わらないことの積み重ねの結果、言葉以外の独特の表現あるいは

行動を通して伝えようとしているのだといいます。つまりそこには、「コ

ミュニケーション」の問題が深く関わっているのです。ところが、「強度行動障害支援者養成

研修テキスト」にはコミュニケーション支援の実際についての言及が少なく、むしろ「医療と

の連携」が強調され過ぎています。

基づく「機能的コミュニケーショントレーニング」と呼ばれるものです。なかでも「絵カード

交換式コミュニケーションシステム（PECS）」がとくに有効な方法であると門氏は強調します。

　PECS については強度行動障害支援者養成研修のテキストの第３版（『強度行動障害のある人の

　ところでコミュニケーションと一言で言っても、その中身には「表

出」と「理解」の２つの側面があります。コミュニケーションには、「自

分から伝えること（表出）と、他者が伝えることを理解できること（理

解）の２つの方向性があるんです。一方向だけではダメです。双方向

なんです」（門氏）。

　行動障害がとくに激しく現れるのは学校教育期です。ところが特別

支援学校では、他者が伝えることを理解できるという「理解コミュニ

ケーション」ばかりが重視され、本人が伝えるという「表出コミュニ

ケーション」が軽視されています。言い換えれば、〈不適切な行動〉

の誤学習と〈適切な行動〉の未学習という事態が起こっているのです。

　表出コミュニケーションスキルを高める方法は、応用行動分析学に

「暮らし」を支える』中央法規出版、2020年）で言及され

るようになりましたが、いまだ足並みが揃っていると

は言いがたい状況です。最後に門氏は、「強度行動障

害支援者養成研修のテキストの重大な欠陥は、表出コ

ミュニケーションの冷遇と医療の厚遇にあります。医

療との連携は必要最小限にすべきで、むしろ連携すべ

きは心理、とくに応用行動分析学を踏まえての教育と

福祉ではないかと思います」と、強度行動障害支援の

あり方に対し強い問題提起を行いました。

●冨家直樹氏―コミュニケーション指導をしないというのは人権問題

　冨家氏は、京都市の養護学校、総合支援学校で37年にわたって特別支

援教育に携わり、2021年３月まで京都市立西総合支援学校で校長を務め

ていました。

　まず冨家氏は、「コミュニケーション指導をきっちりしないというのは、

本当に人権問題だと思っています」と、人権問題にひきつけてコミュニ

ケーション指導の大切さを強く訴えました。コミュニケーションは人の

権利であり、その機会や可能性を奪うような教育であってはならないと

いうことです。さらに冨家氏は、「子どもたちは自分の思いや気持ちを

門 眞一郎氏

冨家直樹氏

研修テキスト 第３版
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　また、西総合支援学校では PECS にも積極的に取り組んでおり、PECS にまつわる次のよ

うなエピソードも紹介されました。

伝えられるようになることで、自分が期待されていることが理解できるようになり、子どもの

全ての行動が変わると思います。逆に、それができない状態だと、本当はもっとしたいこと、

伝えたいことがたくさんあるのに、なかなかできないということがたくさんあるのではないか

と思います」と述べました。

　京都市の総合支援学校では、本人・保護者・教育者の三者のニーズを取り入れた「個別の包

括支援プラン」が作成されています。「個別の包括支援プラン」には、構造化（行動の目的や意

図について見通しが立つように視覚的手段で具体的に示すことで、

安心・集中して活動に専念できるようにする方法）や応用行動分

析（ある行動の前後に出現・消失する刺激に着目することで、望

ましくない行動が生起する環境を修正しようとする支援の方法論）

が盛り込まれており、京都市ではそれに基づいて子どもの

行動に対応する体制を整えてきました。

・お母さんから、苺のショートケーキだけは絶対食べな

い、選ばないと聞いていた子どもとケーキを買いに行

くと、その子はお店で苺のショートケーキを選んだ。

仕方なくそれを買い、どうせ食べないから後で交換し

ようと思っていたら、その子はうれしそうに苺のショー

トケーキを食べた。なぜ食べたのだろう？　あのとき PECS

を知っていれば、それを確認できたと思う

・回転寿司で、いつも玉子焼きしか指差ししないので玉子焼きば

かり食べさせていた子どもに、PECS の iPECS アプリで寿司

の写真を見せて選ばせてみると、その日からエビ、マグロなど

ほかのネタも選ぶようになった

・自動販売機でオレンジジュースしか買わなかった子どもが、

PECS を用いると違う種類のジュースを選ぶようになった

　保護者の中には「絵カードを使ったらしゃべらなくなるから PECS は使ってほしくない」

と考える人がいますが、冨家氏は「それは逆です」と断言します。「子どもが PECS でコミュ

ニケーションを表出できるということが分かれば、その喜びはすごく大きくなります」と、視

覚支援が表出コミュニケーションを促すことを強調しました。

　門 眞一郎氏のホームページ（https://kado2006.sakura.ne.jp/）にもあるように、PECS

のような代替コミュニケーションシステムを使うことで、言葉を話すようになる人がいます。

発語を妨げるのではなく、PECSを使ったために言葉の発達や上達を促すことが明らかになっ

ています。

●松上利男氏―スーパーバイザー育成が急務

　松上氏からは、知的障害者・発達障害者の支援事業所（北摂杉の子会）の理事長という立場

から、強度行動障害支援者の人材育成の重要性と、支援力を上げるための取り組みおよび課題

についての報告がなされました。

　1990年代、知的障害者への虐待事件が大きく報道されるようになりました。その後、多くの
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障害者団体からの働きかけもあり、2012年に障害者虐待防止法が施行さ

れました。ところが松上氏によれば、虐待を受けている障害者のうち３

割以上が行動障害を伴っている人々であり、その割合は障害者虐待防止

法の施行後も変わっていないということです。2013年に「強度行動障害

支援者養成研修」が始まりましたが、しかしこの研修は２日間しかなく、

限られた研修期間の中に表出コミュニケーション支援をどう盛り込むか

が大きな課題であると松上氏は述べています。

　また、松上氏も関わった調査（「強度行動障害者に対する、コンサルテーショ

ンの効果と、指導的人材養成に関する研究」全日本自閉症支援者協会、2021年３月）によれば、強度行動

障害者支援についての地方自治体からの要望として、（1）強度行動障害者を積極的に受け入れ

る施設が少ない、（2）在宅の強度行動障害者を支える事業所が少ない、（3）事業所における強

度行動障害者支援の専門性の確保などが挙げられています。松上氏は、（3）事業所における強

度行動障害者支援の専門性の確保という観点から、強度行動障害支援者研修で学んだことがそ

れぞれの施設で生かされていないことに着目し、研修終了後の人材育成の必要性を訴えます。

そのためには、事業所で職員を育成する中核的人材、いわば「スーパーバイザー」を育てるこ

とが急務であると言います。

　スーパーバイザーに求められることは「現場でのコーチング」です。具体的には、事業所で

支援に直接携わる「コアチーム」に対し、その事業所に派遣された外部のスーパーバイザーが

コンサルテーション（コーチング）を行い、継続的な学びをフォローしていくというものです。

　北摂杉の子会でも近畿・四国の各府県の施設に職員を派遣してコンサルテーションを実施し

ていますが、全国的に見ればコンサルテーションができる人材が圧倒的に不足しています。松

上氏は、コンサルテーションを通して見えてきたことは、「支

援者が長期的な見通しの中で支援を考えること」に対するサポー

トの必要性だと言います。そして、支援の質の向上によって組

織そのものの質も向上し、さらには地域での信頼や優秀な人材

の確保につながっていく―この循環モデルを各組織がいかに

して作り上げられるかが問われている、という力強いメッセー

ジが発せられました。

●パネルディスカッション

　３氏による報告のあと、パネルディスカッションが行われました。

　「なぜ支援現場では表出コミュニケーション指導の導入や人材育成が進まないのか」という

澤氏からの質問に対し、松上氏は法人組織のトップの意思決定力の問題を、門氏は京都市の総

合支援学校では毎年担任が替わるので PECS が根づかないことを原因としてそれぞれ指摘し

ました。冨家氏は、教育現場では「失敗できない、失敗してはいけない」という意識が非常に

強いことを指摘し、学校と保護者が同

じ方向を向いて協力していく必要性を

強調しました。

　また、門氏は薬物治療に傾斜しつつ

ある強度行動障害支援の医療中心主義

の現状に改めて警鐘を鳴らし、冨家氏

は西総合支援学校での PECS の取り

組みをまとめた実践報告書を紹介し、

松上氏は福祉における“タダでやる”

松上利男氏

ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 146）　第三種郵便物承認　　　通巻第10431号　　　2023年１月31日発行（6）



思想では人材育成は達成できない、人材育成には

お金をかけないとだめだと述べました。

　以上の報告とディスカッションを総括して、澤

氏が最後に、「強度行動障害の状態にある方が入

所も断られる、通所も断られる、そしてヘルパー

も断られるということで、本当にそのご家族への

しわ寄せというか、もう必死のギリギリの状態が

強度行動障害の方を取り巻く環境としてあるとい

うこともぜひ知っていただきたいと思います」と

述べて、シンポジウムは閉会しました。

 

　シンポジストから投げかけられた問題提起は、どれも明快でありかつうなずける部分の多い

ものでした。障害に関わる人だけでなく、全ての人にとって考えるヒントがちりばめられてい

たように思います。会場に来ていた人たちを見まわしてみると、どの人も熱心に聴き入ってお

り、メモを取っている人の姿も多く見られました。この日の講演とシンポジウムをきっかけに

して、一人一人の参加者が何かについて考えたり、想像したり、話したり、行動したりするよ

うなことがあったのであれば、今回の NHK ハートフォーラムが開催された意義は十分にあっ

ただろうと思います。

　とはいえ、今回のシンポジウムに与えられていた時間は１時間半という、シンポジウムとし

ては非常に短いものでした。この日参加されていた方には、障害のある子を持つ親や障害児者

の支援・教育に携わっている方が少なくなかったことが来場者アンケートからも見て取れまし

た。パネリストからの一方的な報告だけでなく、フロアからの意見や質問を取り入れていれば

さらに活発な議論ができたように思いますが、時間の制約ゆえかなわなかったことが残念でし

た。

　日本で強度行動障害への行政的な取り組みが始まったのは1993年のことでした。その後も、

障害者総合支援法（2013年）、障害者権利条約への批准（2014年）、障害者差別解消法（2016年）

など、法制度面での整備が進められてきました。他方で、強度行動障害と呼ばれる人々の地域

移行が進んでいるとはとうてい言えない状況です。2022年９月に公表された国連の権利委員会

による総括所見・改善勧告では、障害者の脱施設化や特別支援教育の中止が求められましたが、

わたしたちはこの「勧告」をより深刻に受け止める必要があります。

　障害の程度はその人が置かれた環境によって重くも軽くもなります。個々の人間をその多様

な存在のまま尊重し、見知らぬ他人に対しても同じように想像力を働かせられる社会（＝環境）

になれば、障害の程度はもっと軽くなるはずです。これは障害者に限らず、他のさまざまなマ

イノリティーの人々にとっても同じだと思います。そのためには、違いや多様性に対する「寛

容さ」を、一人一人が身につけることが何より必要だと思います。 （南　裕一郎）

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、（一社）京都府自閉症協会 事務局まで
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　10月８日（土）・９日（日）、佐賀市文化会館にて一般社団法人

日本自閉症協会全国大会　佐賀大会が開催されました。

　今大会のテーマは、「だれもが自分らしくありのままに生き

ていける社会を目指して～自閉スペクトラム症の理解から考え

る～」で、自閉スペクトラム症の本人や家族、そして支援者や

地域の人たち誰もが“その人らしさ”を尊重され、お互いに理

解し合い、地域で豊かに暮らすために、自閉スペクトラム症の

正しい理解と適切な支援を目指し、みんなでこれらの課題に一

丸となって取り組んでいくきっかけとなることを目的とされて

います。

　全国大会は２年に１度開催されますが、前回（一昨年）の山

梨県大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となり、

第27回日本自閉症協会全国大会 佐賀大会 報告

４年ぶりの開催となりました。リアルでの開催ということで、この日に向けて準備してこられ

た大会関係者の皆さんのご苦労はいかばかりかと推察しますが、二日間を通じての参加者が

600人を超え、安堵されたことと思います。

　「いとしご」に全国大会の詳しい報告が掲載されると思いますので、ここでは、参加して感

じたことなどを簡単に書かせていただきます。

特別支援学級の児童生徒数・学級数の増加率に比べて、通級による指導を受けている児童生徒

数の増加率が高くなっていることがよく分かりました。

　８日（土）の朝、大会に参加するため岡会長と京都駅で

合流し、新幹線に乗り込みいざ出発！

　博多駅で在来線に乗り換えるのですが、あまりの駅の

広さに乗り場までの道順に迷っているうちにはぐれてし

まい、二人は別の便で何とか佐賀駅に到着し会場へ。

　開会式の後、文部科学省からは「特別支援教育の充実

に向けて」と、厚生労働省からは「発達障害者支援施策

について」の行政説明がありました。

　文科省の説明から特別支援学校の児童生徒数・学校数、

　厚労省からは、発達障害者支援体制整備事業に

ついて、家族支援について、早期発見・早期支援、

医療体制、成人期の就労支援、教育と福祉の連携

など多岐にわたる説明がありました。

　基調講演は、杉山登志郎氏の「ASD とトラウマ：

その複雑な病理と治療」で、ASD とトラウマは

複雑に絡み合い、子ども虐待によって難治性の発

達障害が生じ、一方、子ども虐待の症例の過半数

が発達障害の診断になる。トラウマには一度だけ

会場入口の看板

こぢんまりした駅でした

一日目の舞台の様子
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の大変怖い体験（大震災、犯罪被害、交通事故など）と長年にわたって繰り返される怖い体験（長

期の戦闘体験、強制収容所、子ども虐待、長年のドメスティックバイオレンス（DV）など）の２種類があ

り、トラウマが中核にある場合はトラウマの治療（フラッシュバックの治療）が必要となる。ト

ラウマ処理の技法（フラッシュバックのための心理治療）が工夫される中、簡易型トラウマ処理法

「TS プロトコール」は、多重人格のための精神療法である自我状態療法が、通常外来で短時

間に実施ができ、さまざまな症例に応用できるというような内容でした。

　続いて、内山登紀夫氏と本田秀夫氏との対

談「こだわりがあるから楽しさがある」では、

まず大の鉄道好きで知られる内山氏から「こ

だわることと、うつろいやすさ。それぞれの

楽しみ」と題して、鉄道のマニアックな話を

基にしながら「こだわりたいときはこだわり、

飽きたときは別のことを始めればよい」とい

う主旨のお話がありました。

　本田氏は「著しく限局した強い関心とそれ

以外への無関心を特徴とする精神科医Ｈの生

態」と題したＨ氏の幼児期からの興味の対象

の変遷について、またその選好の特徴につい

て考察するという内容のお話でした。貞包由

紀子氏の進行での対談では、「こだわりはこ

だわりで OK」「主観的 QOL（生活の質）が

大切である」「こちらの価値観を押しつけない、

本人がハッピーと思えることを大切にする」

など心に残る言葉がたくさんありました。

　夜はホテルマリターレ創世に会場を移して

「情報交換会」（という名の懇親会）が開催

され、４年ぶりにリアル開催できたことを喜び合いました。佐賀県の紹介動画が流され、地酒

の味比べやお料理を食べながら、どのテーブルも話は尽きないようでした。

　近畿ブロックの加盟団体がほぼ参加してい

たこともあり、ブロック会議を行う良い機会

ということで、情報交換会終了後、近畿ブロッ

クからの出席者８人がホテルマリターレ創世

のホワイエに集まりました。NHK 厚生文化

事業団近畿支局が2023年３月で閉鎖されるこ

とになり、次年度からは事業団（東京）に引

き継いでいただきます。それに伴い、これま

で近畿支局で担っていただいていたことを自

閉症協会側がしなければなくなりますので、

今後の NHKハートフォーラムについて話し合いました。

　宿泊先のホテルに着いた頃には夜も更け、長い一日が終わりました。

　９日（第２日目）の始まりはシンポジウムで、テーマは「その人らしい豊かな暮らしのため

情報交換会会場

２日間のプログラム
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に～自閉症の理解とこれから必要なこと、できること～」でした。

　座長の日詰正文氏の進行で、５人のシンポジストからのお話をお聴きしました。

　それぞれのテーマは、

陣内　清氏　「佐賀県における発達障害への取り組み」

井上雅彦氏　「ASD のある子どもにとっての理想の学校・学びとは」

今本　繁氏　「成人期を見すえた幼児期・学童期の療育」

會田千重氏　「自閉症と強度行動障害の医療を考える」

吉永菜穂子氏「ASD の方々の成人期の支援」

で、陣内氏からは、発達障害へのライフステージに応じた支援や家族支援など行政の取り組み

について説明していただきました。

　井上氏からは、ASD のある人の「対人的・社会性の困難」や「こだわり」などの特性は環

境と行動との相互作用の中で強くもなり弱くもなるところから、理想の教育環境、学校とはど

んなところかを考えるという内容でした。

　今本氏からは、成人期に不適応が起こるのは、幼少期の適切な療育がない・途切れた、劣悪

な環境に置かれた、保護者と社会資源とのつながりが薄い場合に多いということから、幼児期・

児童期の療育課題が語られました。

　會田氏からは、強度行動障害をチャレンジング行動（社会生活への参画を阻害する行動）ととらえ、

特性に応じた支援が必要であり、強度行動障害の支援で大切なこと、目指していきたいこと・

考え方などが述べられました。

　吉永氏からは、それいゆ成人支援センターの取り組みについて、ASD の特性を理解すること、

アセスメントから始めること、個別化、それぞれの自立を目指すこと、親御さんや関係機関と

の連携、学ぶ姿勢を忘れないなど大切にされていることを話されました。

と思うようになり、先輩からは「２～３年すればお前も分かるようになる」と言われたと述べ

ている。この施設での状況を見ているうちに「重度障害者には生きる価値がない、社会を不幸

にする」という思いに至るようになる。施設側も被害者のように言われているが、施設の管理

体制に問題があったのではないかという疑問の声があり、「津久井やまゆり園利用者支援検証

委員会」が2020年に設置され、県から委嘱を受けた野澤氏を含む３人の委員が園の利用者支援

の検証、指定管理者である社会福祉法人かながわ共同会の支援実態の検証、および施設設置者

である県の関与について検証を行った。少なくとも25件の身体拘束を確認、少なくとも３人の

利用者を「見守り困難」の理由で終日施錠を確認。（津久井やまゆり園利用者支援検証委員会　中間

報告書　https://www.pref.kanagawa.jp/documents/62352/r20518kousei01_2.pdf）

　それ以前、2016年 NHK スペシャルで女性利用者の身体拘束を取り上げ、2018年に県と法人

が検証した報告書では、「身体拘束はなくなった」としている。当時、県は複数の身体拘束が

継続していたことを確認しながらも、報告書では触れず、むしろ隠避に加担。外部の意思決定

　最後は野澤和弘氏の「だれもが自分らしく、

ありのままに生きていける社会を目指して」

と題した講演でした。

　中でも2016年に起こった津久井やまゆり園

事件については、これまで知らなかった真実

が語られました。

　植松元職員の供述では、入職当初は「障害

者はかわいい」と思っていたが、他の職員の

身体拘束などの対応を見ているうちに「障害

者は人間扱いされていない、かわいそうだ」
シンポジウムより
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チームの強い主張で、一人の身体拘束を最近やめる。

　現在の検証委員会の会見後、障害サービス課長が打ち消すような会見をする。（県と共同会の癒着）

　今後は、意思決定支援の取組みを継続していくことが重要であり、さらに、全県に広げてい

くことが望まれる。これまでの検証委員会による検証で得られた知見を生かし、利用者の目線

に立った、未来志向の支援のあり方を検討していく必要があると津久井やまゆり園利用者支援

検証委員会中間報告書は締めくくっています。

　野澤氏のお話は毎回感動しますが、今回も多様性について、適応障害はなぜ起きるのか、合

理的配慮について、行動障害と身体拘束、多様性と意思決定、発達障害とひきこもりなどなど、

幅広い内容で、目からウロコの思いがしたり、感動でウルウルしたり、全国大会の締めくくり

にふさわしい内容でした。

　閉会式では、２年後の次回開催は関東ブロックが担当されることが発表され、全国大会は終

了しました。

一般社団法人日本自閉症協会　2022年度加盟団体役員連絡会

　全国大会終了後、佐賀市文化会館イベントホールにて、加盟団体

役員連絡会が開催されました。出席者は、34人と日本自閉症協会事

務局４人でした。

　市川宏伸会長から開会挨拶と、「自閉スペクトラム症をとりまく

最近の動向」のお話がありました。

　続いて辻川圭乃副会長から「障害者権利条約第１回日本審査 in 

Jeneva」の報告があり、第１回日本審査に対する総括所見に至る

までの経緯の説明、現地で傍聴された感想などが述べられました。日本側の説明が、質問の答

えとして、よい印象を与えるものではなかったと感じられたようです。

　その後は、テーマ別に３グループに分かれての意見交換会でした。

Ａグループ「親なき後にそなえておくべきこと」石井副会長（司会）、辻川副会長

Ｂグループ「問題となる行動への対応」今井副会長（司会）、内山副会長

Ｃグループ「望ましい学校教育、プログラムとは」井上常任理事（司会）、市川会長

　各グループでは参加者が順に意見や質問、課題などを出し合い、司会者からのまとめの発表

をするという形で行われました。

　宮内はＡグループになり、参加メンバー一人一人が思いや質問などを出し合いましたが、ほ

とんどの方が親なき後の不安、成年後見制度について、住まい（特にグループホーム）につい

てを挙げられました。

　辻川副会長（弁護士）から「成年後見制度利用促進基本計画」についての説明があり、第一

期基本計画は終了し、第二期基本計画（期間は令和４年度～８年度）が動き出しており、必要な

時だけ使えるような方向に向いているが、制度となるのがいつになるかはまだ分からないとの

ことでした。また、親族後見を原則として、監督人が付く総合支援型監督人制度のモデルケー

スが大阪で始まっているそうで、少しは使いやすい制度に変わっていくのかな・・・というお

話でした。

　各グループともすぐに答えが出るテーマではないので、今後もこのテーマは継続して考えて

いく必要があるということで連絡会は終了しました。

　帰りは雨になりましたが、在来線から新幹線への乗り換えも（何とか）スムーズにいき、無

事京都に到着しました。 （報告：宮内賀永子）
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「発達が気になる子の子育て10か条」

生活スキルやコミュニケーションを伸ばすコツ

日戸由刈　萬木はるか 著　　発行：中央法規

定価：本体　1,600円＋税

おすすめの１冊

　「発達が気になる子どもたち」は周囲からのほんの少しの理解と支援がある

かどうかで日々の暮らしや将来の社会参加のあり方が変わってきます。本書で

は家庭だからこそできる親子で大切にしたいことが「子育て10か条」としてま

とめられています。幼少期（幼児期から小学校低学年）、青年期まで（小学校高

学年から青年期）の２つのステージに分けて、発達が気になる子の３タイプの

例を挙げながら、その対応などについて、分かりやすく子育てのポイントが解

説されています。将来子どもが自立する時に向けて役立つ内容となっています。

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

 
「京都市発達障害者

支援センター かがやき」

の職員さんです
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Ａさん（母親・60代・ワクチン接種３回済）の場合

　娘（20代）には知的障害を伴う重度の自閉スペクトラム症の他にも喘息の持病があります。

　娘と私は３回目のワクチン接種を３月に済ませ、そろそろ５か月が経つので４回目接種の予

約を考えていたころにコロナウイルスに感染してしまいました。

　 ８月７日（土）　夕方、娘の発熱に気づき測ると38.5度にまで上がったので解熱剤を服用し、

～　コロナにまつわるエトセトラ　シリーズ第８弾　～

新型コロナウイルス感染を体験して

　2022年秋、新型コロナウイルス感染症の流行がいったん落ち着き、感染対策を取りな

がらもコロナ前の日常生活が少しずつ戻ってきました。しかし寒くなるにつれ、インフ

ルエンザ流行の懸念とともに、コロナ第８波への恐れが高まりつつあります。前号に引き

続き、感染を体験された当協会の会員のうち、今回は自宅療養をされたお二人が体験談を

匿名で寄稿してくださいました。皆さまの今後の参考となりますよう、掲載いたします。

氷枕などで体を冷やし、そっと寝かせました。

　翌日には37度台に下がり、咳は多かったのですが普段とさほど変わ

らない様子でしたが、自宅にあった抗原検査（鼻咽頭ぬぐい液方法）

をすると陽性でした。私も抗原検査で陽性でした。

　他の家族は職場での抗原検査と、無症状者検査場での PCR 検査を

受けて陰性を確認しました。

　 ９日（月）　通所施設に陽性の連絡を入れました。

　本来なら、次は発熱外来を受診し PCR 検査を受けることになるのですが・・・

　鼻咽頭ぬぐい液方法の抗原検査は綿棒を２センチほど入れるだ

けで、痛くないので嫌がることもなくできますが、一般的な鼻咽

頭ぬぐい液方法の PCR 検査は綿棒を鼻の奥の方まで入れなくて

はならないので同じようにはいきません。インフルエンザの検査

も抵抗してできない娘に鼻咽頭ぬぐい液方法の PCR 検査をする

には強く押さえなければなりません。

　唾液を２㏄程ためる方法の PCR 検査も練習してみましたが唾液を出してくれません。

　親としてはできればいやな経験はさせたくありません。今までに、通所施設で綿棒に唾液を

含ませる方法の PCR 検査を２回受けていたので、その検査ができればと思いましたが、どこ

に行けばその検査が受けられるのか分かりませんでした。私は娘を押さえつけての検査はさせ

たくないとの思いから悩みました。

　京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンターなどは何度かけても電話がつながらない状

況でした。またかかりつけ医にも電話しましたが、発熱外来は予約もできませんでした。

　ちょうどコロナ感染者数が第７波のピークになり、発熱外来や保健所が正常に機能できなく

なり、軽度の人は家庭での抗原検査だけで陽性と判断されることがニュースで発表され、

PCR 検査を受けなくてもよくなりました。
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　スマートフォンで京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンターに２人分の陽性を登録し

ました。

　娘の症状は、熱が下がってからは咳以外にはなさそうな様子で、元気そうでした。

　私の症状は、熱は37度程でしたが、コロナ独特ののどの痛みと頭痛が少しあり、他に下痢も

ありましたが、市販薬を飲み、家でゆっくり過ごしている分にはさほどつらい症状ではありま

せんでした。でも、後遺症として症状が残ることがあるかもしれないと思うと不安になりました。

　 ７日から17日まで 　10日間の自宅療養です。

　まず、娘の生活に負担が少ないように、他の家族はできるだけ自室にいてもらい、キッチン

とお風呂の利用時間や別のトイレを使うことなどルールを決めました。

　通所施設に通い出して初めての長期休みで、しかも外出禁止です。

　カレンダーを理解できない娘に10日間のお休みをどのように伝えたら理解できるのかが問題

でした。娘は日頃から毎日の予定を前日に私に聞きます。毎日「明日はお仕事お休み」と伝え

るのかな～と思ったりしましたが、普通に「明日からずーとお休みです」と言ったら、リビン

グの壁に貼ってあるお弁当のメニュー表を外してゴミ箱に捨てました。娘が当分の間通所施設

に行かないことを理解できた瞬間でした。

　娘は２、３回マクドナルドに行きたいと言ってきましたが

「今度ね！」と言ってやりすごせる程度でした。

　家にいると、やはり食事が楽しみです。二人で冷蔵庫を見

て少ない食材でメニューを決めて、次の食事時間を待つのが

日課になりました。

　他にはテレビと YouTube です。YouTube を見

ている時間が長かったことが気になりましたが家の

中だけで過ごすには仕方がありません。韓国ドラマ

が大好きな私は、ネットフリックスで配信されてい

た自閉スペクトラム症の女の子が主人公の人気ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士

は天才肌』を観ました。自閉症の特性が可愛い演技で表現されていました。

　私には日が経つにつれ、不自由な生活に少し退屈とストレスがありまし

たが、娘にはそのような様子もなく、10日間の長い自宅療養期間は問題なく終わりました。

　後日、かかりつけ医を受診し、レントゲン検査に異常が無いことを確認し、後遺症もありま

せんでした。

　もちろん、お約束のマクドナルドにも行きました。

　今回は親子一緒に感染し、二人とも軽症だったので自宅療養で

済んだことで、娘が混乱することなく過ごせました。本当に不幸

中の幸いだったと思います。

　最近は、さまざまな規制が緩和され、コロナ前の日常が戻ってきつつありますが、これから

もできる感染症対策は今まで以上にしていきたいと思います。

　そして、PCR 検査を鼻咽頭ぬぐい液方法や唾液を溜める方法が難しい人には、負担が少な

い綿棒に唾液を含ませる検査を希望すればできるようになることを願っています。

Ｂさん（母親・50代・ワクチン接種２回済）の場合

　 ７月30日（土）　早朝に家を出て、夫は義母の通院の付き添いに、私と息子（中２）は大阪

メトロに乗って大阪市内を散策していました。午後に夫の実家に到着した頃から、私にはふと

ももやふくらはぎに筋肉痛のような痛みと膝の関節痛、左手の握力低下、倦怠感が出始めまし

　他にはテレビと YouTube です。YouTube を見

ている時間が長かったことが気になりましたが家の

中だけで過ごすには仕方がありません。韓国ドラマ
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た。息子は、夕方近くに「鼻水が止まらない」と訴えだしました。義母たちと一緒に夕食を取

り、21時ごろ帰宅した時には息子の体温は38度を超えていました。

　 31日（日）　息子の熱はどんどん上がり続け、午後には39度６分になっていました。この時

は夫も私も微熱程度でした。15時過ぎに息子が通っている放課後等デイサービスセンターから

「（息子が）新型コロナ感染症の濃厚接触者となった」との連絡がありました。

　PCR 検査をしてくれる診療所をネット検索し、かかりつけ医で検査でき

ることを確認した後、すぐに夫の実家に連絡して、息子が濃厚接触者になっ

たことと発熱して39度以上の高熱が出ていることを伝え、義母たちに症状が

出ていないかどうかを確認しましたが幸い無事でした。

　夫は職場の上司に連絡を取り、念のため８月７日まで仕事を休むことにな

りました。

　息子に解熱剤を飲ませ、氷枕を体の５、６カ所に当てながら、呼吸が苦し

くないか、容態が急変しないかと不安でたまらない夜を過ごしました。

　 ８月１日（月）　朝一番にかかりつけ医（小児科）に電話し、車でクリニッ

クに PCR 検査を受けに行きました。何度か PCR 検査を受けたことのある

息子は「頑張って検査する！」と言いながらも非常におびえていたので、息子が手で検査キッ

トを振り払わないように息子を抱きしめながら検査しました。

　結果は陽性で、８月９日まで自宅待機となりました。

　夫と私は発熱していませんでしたので、PCR 検査を受けません

でした。

　帰宅後、夫が濃厚接触者用の PCR 検査キットを２人分、京都市

に申し込んでくれました。

　午後になって、夫と私の体温は38度を超え、頭痛・筋肉痛・痰の

からむような咳が出始めました。

　そこで改めて、PCR 検査の予約を行っているクリニックを探して、

隣町の耳鼻科医院に検査の予約をしました。

　息子の熱は37度台まで下がり、スポーツ飲料で水分補給をしながら、お粥やゼリーを少しず

つ食べ始めていました。夫と私は熱で全く眠れない夜を過ごしました。

　 ２日（火）　午前中に耳鼻科医院の予約が取れたので、夫と私は PCR 検査を受けることが

できました。駐車場に待機したままでの検査でした。結果は夫が陰性、私が陽性でした。自宅

待機期間は息子と同じく８月９日まででした。

　夫と私には、解熱剤・鎮咳剤・抗炎症剤・去痰剤を処方されました。

　帰宅後、陰性だった夫の熱がどんどん上がっていき、39度になりました。

　夕方には、私の熱は37度台まで下がりましたが、食欲不振と消化

不良、倦怠感が続き、家族３人お粥を食べて過ごしました。

　 ３日（水）　私のスマホに京都市保健所から「MyHER-SYS（マ

イハーシス・新型コロナ健康状態入力フォーム）のご案内」のメッ

セージが届き、送られてきた URL と HER-SYS ID で MyHER-

SYSへの登録をしました。

　また、申し込んでいた PCR 検査キットが自宅に届いたので、夫

の検体だけすぐに郵送しました。息子も私も37度前後まで熱が下が

りましたが、私の倦怠感や消化不良は改善せず、料理をしなくても

食べられるものをネットスーパーで注文し始めました。玄関先にクー

ラーボックスを置き、「自宅療養中のため、インターホン越しでの

対応とさせていただきます。注文した品物はクーラーボックスに入
健康観察ツール

「マイハーシス」
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写メ撮影テクニック講座
　７月15日（金）、前回好評だった「写メ撮影テクニック講座」第２弾を開催しました。講

師は当協会ホームページのリニューアルからホームページ担当者へのレクチャーやホーム

ページ運営まで幅広くお世話になっている米津勇氏です。

　場所は大阪市内にある米津氏のハウススタジ

オ「スタジオ SCENE」で、参加者は８人でした。

　まず、スマホのカメラでスタジオにある観葉

植物や置物などを各自自由に撮影しながら、光

と影の使い方、背景のぼかし方、カメラのグリッ

ド線（スマホに付いている機能）を利用して撮影

れてください。」と書いたものをインターホンの下に貼りました。

　 ５日（金）　夜９時前に京都市保健局から、夫の PCR 検査の結果が陽性だったとの連絡が

ありました。

　夫は８月12日まで自宅待機となりました。

　結局、夫の熱が下がったのは６日の午後を過ぎてからでした。

　 ７日から12日まで 　３人の体調が落ち着いてからは、自宅から全く出られずに暇を持て余

している息子が食器洗いなどのお手伝いをするようになり、夫と私

は時間や用事に追われることなく本当にゆっくり休むことができま

した。

　私たちは軽症で回復も早かったので、欲しいものや必要なものを

ネットスーパーで購入できましたが、全く動けない時は、ゼリーや

果物の缶詰、白粥、インスタントの味噌汁やスープ、クラッカーな

どがあって助かりました。

　また、耳鼻科で処方された薬のおかげで熱以外の不快な症状が早く改善したように思います。

　自分に合った常備薬を改めてチェックし直すきっかけになりました。

　家族全員がほぼ同時に発症したので、自宅療養期間が２週間程度で済んだのが幸いでした。

京都市からのお知らせ

　京都市では、市内にある障害者施設・障害福祉サービス事業所の職員を対象とした新型

コロナウイルス感染症の集中検査を実施しており、各事業所への抗原検査キットの配送を

行っています（終了時期未定）。

　申込方法等の詳細については、以下の URLからホームページをご覧ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000299164.html

スタジオ SCENE

したいものをどのように配置すればよいかなどを参加者一人一人にていねいにアドバイス

いただきました。

　次の課題は人物撮影です。普段家族や友人などを撮影することはあっても、そのほとん

どが正面から撮影していることが多いと思います。この講座では、参加者全員が順番にモ

デルとなり、椅子に座って角度を変えたり、小物を持ったり。また、立って壁の前や、窓

際でポーズをとったり、カーテンや大きな額の枠を使いポーズをとったりして互いに撮影
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しあいました。先述のグリッド線を利用して、人物を

写真のどの位置に配置するかでまた写真が変わってき

ます。光の当て方でも、表情が変わったり写真に奥行

きや動きが感じられたりします。しゃがんだり前後左

右移動しながら撮影することで「こんなふうに撮れる

のか！」「この撮り方いいね！」など和気あいあい。

モデルになる側も普段大勢からカメラを向けられるこ

とがないので、撮られることやポーズをとることに照

れがあったりしながらも米津氏からのポーズの指示に応えていました。

　ムービーの撮影では、iPhone の新機能含め、さまざまな機能を利用したテクニックな

ども教えていただきました。

　会報紙「BEAM」で講演会や各部のイベントなどのさまざまな様子を伝える写真に、

この講座で学んだテクニックを生かすことができればと思います。

　

幼

児

学

齢

部

　

施設見学報告
　９月28日（水）、「京都いたはし学園」（以下「いたはし学園」）と「京都市ふしみ学園」（以

下「ふしみ学園」）の施設見学を実施しました。

　参加者は小学１年生から中学１年生の子どもの保護者３人でした。

　初めに見学した「いたはし学園」では①就労移行支援、②就労継続支援、③指定特定相

談支援、④就労定着支援の４つの事業をされており、現在18歳以上の方が24人利用されて

います。

　今回、①②の事業として運営されている『パン工

房くーぺ』で利用者さんがスケジュールに沿ってテ

キパキと作業される様子を見学しましたが、他にも

さまざまな業務があるそうです。

　また、最近、利用者の中で通所されない方がおら

れて支援ができないこと、多くの保護者の関心がグ

ループホームに向いているためか就労支援の面談に

くる保護者が少ないこと、利用者の多くが就労先の

　

情

報

部

　

アングルを考えながら撮影

人間関係でつまづくことが多く、そのフォローの必要性などについても伺いました。

　続いて見学した京都市伏見社会福祉総合センターの３

階にある「ふしみ学園」では現在、69人の方が利用され

ていて、『働く班』、『アート班』、何でもする『欲張り班』

が５班あり、全部で７グループに分かれて活動されてい

ました。

　こちらでは、利用者さんが日常生活の中で心地いいこ

と、自分のしたいことを選択できるように支援すること

を大切にされており、『働く班』がペットボトルやスイッ

パン工房くーぺ

ふしみ学園アート班

チの分解などの軽作業に取り組まれる姿や、『アート班』がそれぞれのスペースで絵画な

どの制作に取り組まれている様子を見学しました。

　最近は民間業者が福祉分野に参入してできた放課後等デイサービスの事業所などが増え

ましたが、今回の見学を通じて、福祉とは人に寄り添い、サポートすることに重きをおく

ものだと強く感じました。

　私たちの子どもの将来の選択肢を知り、未来の姿を想像できる良い機会をいただけたと

思いました。
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　９月15日（木）Zoomにて、青年成人部の９月の学習会を行いました。

　学習会メンバー15人に加えて、オンラインということでメンバー以

外にも募集した会員７人の計22人にご参加いただきました。

　今回は、京都市西部障害者地域生活支援センター「らくさい」所長

田中大二朗氏を講師にお迎えし、「京都市・西部地域における障がい

者の暮らしの現状」というテーマでお話を伺いました。

　子どもの自立といっても、我が子にどのような暮らし方が合ってい

Zoom学習会

るのか、なかなかイメージしづらいものです。

　グループホームってどんなところ？

　アパートタイプと一軒家タイプのどちらが合っているの？

　シェアハウスとグループホームの違いって？

　それぞれのメリットとデメリットは？

　これらの疑問に田中さんは実際に西部地域で親元を離れて暮らしておられる方々の事例

を交えて、分かりやすくお話しして下さいました。実例の中には、母親が高齢者施設に入

ることになり必然的に一人暮らしになったケースや、家族との折り合いが悪く一緒に暮ら

せないケース、父が突然死したことで一人になってしまったケースなど深刻な内容が多く、

一人で抱え込まず早い段階で必要な支援とつながっておくことの大切さを痛感しました。

また、それぞれに必要な支援や福祉サービスについてもお話しいただけてとても参考にな

りました。

　「実家以外での生活をどのタイミングで考えたらいいの？」という疑問には、探し始め

てから時間がかかることや、本人が新しい環境に慣れるまで数か月から数年かかる場合も

あり準備期間が必要なことなど、早過ぎるくらいがちょうど良いタイミングであり、ギリ

ギリまで養護者が頑張らないこと、助けてもらえる人は多い方がよいと答えて下さいまし

た。

　「主な養護者がきょうだいになる時・親ときょうだいの違い」のお話の中では、きょう

だいは自分の人生が第一なのが当然であり、余裕があれば本人の支援をするくらいでよい。

ともすれば親の介護を優先しがちで、結局本人は支援者任せになるケースもある。きょう

だいよりも支援者を頼って支援を組み立てておくことの重要性、時々はきょうだいと本人

の話をし、近況や引き継いでほしいこと、親の思いなどを伝えておくことが大切であると

答えてくださいました。

　今回は、シェアハウスで居宅支援を利用し、本人に合った個別の支援が実践されている

ことや、行政のサービスとしてグループホームの体験ができることなど新たな情報もあり、

少しずつではありますが、障がい者の暮らしも変化しており、本人が安定して過ごせる暮

らし方を選択するためには、私たち親もより多くの情報収集と継続したアップデートが必

田中大二朗氏

要であると再認識しました。

　質疑応答の中では、田中さんから参加者の皆さんに向け

て、保護者が支援者に望むことや、自立を望みながらも寂

しさから本人と離れられない心情について質問される場面

もあり、お互いにとって有意義な学習会であったと感じま

した。
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青

年

成
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部

　

バスレクリエーション
　10月13日（木）、青年成人部日帰りバスツアーで、長浜市

の黒壁スクエアに行ってきました。

　今回のツアーは、コロナウイルス感染拡大のため２度の

中止を経てのリベンジ企画で、14人の方にご参加いただき

ました。９時30分、京都駅八条口アバンティ前に集合し、

中型の貸し切り観光バスに乗車し一路長浜へ！

でまったりしたりと、それぞれが思い思いの時間を過ごされたようです。

　帰りのバスの BGMは、1980年代ヒットメドレーです。

　渋滞に遭うこともなく京都駅に到着し、予定の時間より少し早めの解散となりました。

の過ごし方を考えました。車内に流れる BGMは「新御三

家ヒットメドレー」です。「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」

を皮切りに、青春時代に毎日耳にしたヒデキ、ヒロミ、

ゴローの曲を聞きながら、参加者同士の話も弾み、あっ

という間に目的地に到着しました。

　一人ずつ自己紹介をし

た後、長浜のマップが配

られ、それぞれ自由時間

　昼食は、HOTEL & RESORTS長浜の13階にあるレスト

ラン「Laisse Passe」にて、ランチコースをいただきました。

お料理のおいしさもさることながら、３方向を窓ガラスに囲

まれ、琵琶湖の美しい風景を眺めながら過ごす時間がとても

ぜいたくでした。

　昼食の後は黒壁スクエアに移動し、各自で自由時間を楽し

みました。黒壁ガラス館やオルゴール博物館でガラス細工を

見たり、お寺を拝観したり、お土産を買ったり、古民家カフェ

　参加者の皆さんからは、「おいしいお食事をい

ただき、のんびりした時間を過ごせて、日常の慌

ただしさを忘れることができた」「参加者のみな

さんといろんなお話ができて楽しかった」などの

お声をいただきました。

　次回は、より多くの方に参加していただける企

画を考えたいと思っております。

黒壁スクエア

レストランでお食事

全員で記念撮影

高
機
能
・

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
部

 ７月９日（土）「企業は何を意識しているのかを知ろう」というテーマでゲスト付き交流

会を Zoom でのオンラインで行いました。今回はゲストに谷垣信也氏（元オムロン京都

太陽株式会社社長、NPO 法人全国精神保健職親会〔vfoster〕理事、京都障害者雇用企業

サポートセンター実践アドバイザー〔非常勤〕）をお迎えしました。参加者は15歳から35

歳のお子さんをお持ちの保護者と支援者など15人でした。

　谷垣氏は元オムロン京都太陽株式会社社長として障害者雇用に携わり、現在は実践アド

バイザーとして企業を支援しておられます。また、発達障害者の就労支援を通じ、昨年度

のゲスト付き交流会で宇田亮一氏にお話しいただいた SPIS（企業と当事者を対話でつなぐ）

ゲスト付き交流会
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 ７月18日（月/祝）、呉竹文化センター創造活

動室において、NEO 吹奏楽団による「サ

マー・コンサート2022」を開催しました。新

型コロナウイルスの影響で今回は３年ぶりの

開催となりました。センターから感染対策と

して人数制限の要請があり、楽団員さん・参

加者ともに人数制限と消毒や検温などを行い、

楽団員31人、会員29人が参加しました。

　ご本人は７歳から40代、１歳のごきょうだ

サマーコンサート2022

　

父

親

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

　

いから70代の親までと参加者の年齢層は幅広かったのですが、アニメの曲や懐かしい曲、

ドリフターズメドレーなど、皆が楽しめる選曲でした。曲に合わせて体を揺らしたり、時々

ジャンプしたり、手拍子したり、口ずさんだり、それぞれが自由に楽しまれている姿を見

　

高

機

能
・
ア

ス

ペ

ル

ガ

ー

部

　

研究所と出会い、一緒に活動もされているそうです。

　「企業とはこういうもの」ということをよく分かったうえで、「企

業にはこうあってほしい」ということと、働きたい当事者との向き合

い方や、かかわりの中で意識すべきポイントを分かりやすくお話しく

ださいました。

　個別性が高い彼らですが、企業は特別なことと構えず、ちょっとて

いねいなマネジメントをすることで結果的に企業全体が良くなるそう

NEO 吹奏楽団の迫力ある演奏

ると、こちらまで楽しくなりました。コンサートが

始まるまでは元気にロビーを駆けていたお子さんも、

演奏が始まると演奏に集中しておられ、音楽の力を

感じました。みんな音楽が大好きですね！

　打ち合わせの段階からお世話になり、毎回素敵な

演奏をしてくださる NEO 吹奏楽団の皆さまにはと

ても感謝しています。ご参加いただきました皆さま、

NEO吹奏楽団の皆さま、ありがとうございました。 ソーシャルディスタンスを保って

谷垣信也氏

です。企業が意識するべきことは、

・誰もが働きやすい職場

・誰もが暮らしやすい社会

・お互いを知り、気づき合う

ということです。谷垣氏は「まだまだ意識している企業は少ないが、伝えていきたい」と、

ご自身の活動を通じて、企業と福祉をネットワークでつなげることを意識されているそう

です。お話を伺ううちに、昨年度の交流会で宇田氏が「信頼関係を作るお手伝い」とおっ

しゃっていたことを思い出しました。

　昨年度からさまざまなゲストをお迎えしての交流会を行ってきましたが、本人にとって

必要な支援につなぐというお話は幾度となくお聞きしてきました。谷垣氏の「本人も家族

も支援にかかわる方々も、抱え込まず、程よい距離感でパッチワークのようにつながりな

がら共にいる」という言葉は、忘れないでいたい視点だと思いました。

　お話の後の交流会では、参加者から感想などを出し合い、質問にも丁寧に答えていただ

き、時間がもっと欲しいと感じるほどに充実したひとときでした。ご参加いただいた皆様、

ありがとうございました。
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親子お楽しみバーベキュー inアクトパル宇治　

父

親

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

　

　コロナ禍で中止が続いていた「親子お楽しみバーベキュー in アクトパル宇治」を10月

16日（日）、３年ぶりに開催することができました。少し前までは雨予報が出ていてお天気

が心配でしたが、暑すぎず、寒すぎず、気持ちの良い秋晴れのバーベキュー日和となりま

した。参加者は12家族34人（本人11人、きょうだい４人）でした。常連さんに加えて初参

加のご家庭も多く、特に前回のバーベキュー開催時には生まれていなかったお子さんもお

られ、新鮮で活気のある活動となりました。

　まず各家庭に名札とスケジュールが配布され、

簡単な自己紹介のあとバーベキュー開始です。

小さなお子さんも多いので、お肉と同時に焼き

そばも作っていきます。準備段階では、大量の

お肉に野菜、そして焼きそばを見て、「こんな

に食べることができるのか！？」と心配しまし

たが、次々と網にのせていくうちに、いつの間

にか材料がなくなっていました。お肉を食べな

がらおしゃべりにも花が咲き、常に口を動かし

た状態で、お子さんや周りの様子を把握するた

大丈夫です。次回はぜひご参加くださ

い。

　準備から後片付けまで大活躍の、父

親ネットワークの運営委員および部員

のお父さん、ありがとうございました。

　ご参加の皆さま、お疲れさまでした。

来年も、アクトパル宇治でお会いしま

しょう！

めに目を動かし、満腹を感じる暇がなかったかもしれません。

　お子さんたちのいいところを見つけて、「すごーい！」「えらい！！」と褒めたり、我が

家のやらかし話（？）にうちもうちもと盛り上がったり、自閉症の親同士ならではの打ち

解けた雰囲気も心地よかったです。

　そのうちに食べることに飽きたお子さんや、遊ぶ時間になったとスケジュールを守りた

いお子さんなど、外遊びも始まりました。用意されていたシャボン玉やボールなどで遊ぶ

人あり、親御さんと一緒にアスレチック遊具へ行く人あり、もちろん焼きそばを食べる人

ありで自由です。

　後片付けも終わる頃、コーヒータイムとなり、おしゃべりも続きます。昨年「親なきあ

と」の学習会の講師をしてくださった新谷さんへの質問から「プチ親なきあと講座」が始

まり、参加者の疑問に答えてもらって、ちょっぴりお得感もありました。

　「油を忘れた」や「焼肉のタレが足りない」など、アクシデントはありましたが、創意

工夫で乗り切り、「晩御飯はいらない」というくらいお腹と心を満たして、今年のバーベキュー

は無事に終了しました。

　お肉は食べずにポテトチップスばかり食べていた子も、家から持参のお弁当しか食べな

かった子も、解散の声を聞く前に帰った子も、「バーベキューは楽しかった！」と心に残っ

たようです。

　バーベキューに憧れるけれど、自閉症の子ども連れでは難しいとあきらめている方・・・

写りたい人だけ集合！

焼く人、食べる人、おいしいね
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2022年

８月４日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　９日　京親協はたちを祝うつどい実行委員

会 〈ルビノ京都堀川〉

　　18日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会 〈花背小中学校〉

　　20日　あすく超入門自閉症支援講座　第２

回 〈ハートピア京都〉

京都市障害者相談員研修

 〈京都テルサ〉

　　25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　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〉

一般社団法人日本自閉症協会代表者

サミット 《WEB開催》

はばたきペアレントメンターフォ

ローアップ研修 《WEB開催》

　　29日　幼児学齢部部会・発送作業

 〈事務所〉

　　30日　京都市ほほえみ交流活動支援事業打

ち合わせ 〈塔南の園児童館〉

９月１日　編集部会議 〈事務所〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　２日　運営委員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

　　６日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　７日　発送作業 〈事務所〉

　　８日　発送作業 〈事務所〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　９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》

　　10日　あすく超入門自閉症支援講座　第３

回 〈ハートピア京都〉

　　11日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　13日　京都市障害者施策推進審議会

 〈キャンパスプラザ京都〉

　　15日　青年成人部学習会「講演」・部会議

 《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

　　16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〉

　　20日　幼児学齢部会議 〈事務所〉

　　22日　青年成人部「シニアＧ」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》

　　24日　令和５年度予算・税制並びに政策懇

談会 〈京都東急ホテル〉

　　26日　NHK 厚生文化事業団近畿支局との

会談

 〈NHK厚生文化事業団近畿支局〉

　　27日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会 〈塔南の園児童館〉

　　28日　幼児学齢部学習会「京都いたはし学

園・京都市ふしみ学園」施設見学

ほほえみ広場企画委員会

 〈京都市みぶ身体障害者福祉会館〉

会報紙「BEAM」144号発行

　　29日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　30日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー研修

 〈市民交流プラザふくちやま〉

10月２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〉

NPO法人あすく理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　４日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　６日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　７日　幼児学齢部会議 〈事務所〉

　　８日　第27回日本自閉症協会全国大会　佐

賀大会　１日目 〈佐賀市文化会館〉

情報交換会

 〈ホテルマリターレ創世〉

近畿ブロック会議

 〈ホテルマリターレ創世〉

　　９日　第27回日本自閉症協会全国大会　佐

賀大会　２日目 〈佐賀市文化会館〉

一般社団法人日本自閉症協会　2022

年度加盟団体役員連絡会

 〈佐賀市文化会館〉

　　13日　京都市教育委員会と発達障害親の会

３団体との懇談会

 〈京都市総合教育センター〉

●運営委員会の活動報告  
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

 〈京都府立植物園〉

幼児学齢部学習会「DVD視聴」

 《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　京都市権利擁護部会〈右京区役所〉

　　14日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会 〈嵐山東児童館〉

　　15日　運営委員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

　　16日　講演会「障害者スポーツ」

 〈ハートピア京都〉

　　17日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　18日　青年成人部「シニアＧ」学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　19日　あすく超入門自閉症支援講座　第５

回 〈ハートピア京都〉

第23回京都府障害者のつどい

 〈木津川中央体育館〉

　　21日　幼児学齢部会議 〈事務所〉

　　24日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

京親協京都府への要望活動

 〈ルビノ京都堀川〉

　　26日　京都手をつなぐ育成会福祉研修大会

 〈キャンパスプラザ京都〉

　　28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〉

　　29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〉

　　30日　高機能・アスペルガー部保護者交流

会「ほっこりタイム」・部会議

 《事務所と Zoomでのオンライン開催》

京遊連社会福祉基金助成金贈呈式

 〈京都ブライトンホテル〉

ほほえみ広場合同企画委員会

 〈京都市みぶ身体障害者福祉会館〉

青年成人部学習会　黒壁スクエア日

帰りバスツアー

　　15日　あすく超入門自閉症支援講座　第４

回 〈ハートピア京都〉

音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　16日　父親 NW 親子お楽しみバーベキュー

inアクトパル宇治

　　18日　運営委員会

 《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》

　　19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〉

　　20日　京都府教育委員会と発達障害親の会

３団体との懇談会

 〈京都産業大学むすびわざ館〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　27日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈事務所〉

京都府発達障害関係団体連絡会

 〈京都府庁〉

青年成人部会議 〈事務所〉

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　28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〉

　　30日　ほほえみ広場 〈KBSホール〉

11月１日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　３日　ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　５日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　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〉

　　10日　青年成人部　健康を考える①

　障害とは何なのか、障害者本人にあるのではなくその人たちを受け入れられない社会の方に

あるのが障害ではないか？とよく聞きます。誰しもが喜んだり悲しんだりしながら生きていて、

それは発達障害の人も行動障害のある人も同じです。同じ世の中に生きている人がお互いの存

在を認め合い、一人一人が自分の心の中にある障壁に気づきそれを崩す努力をすることが、だ

れにも生きやすい社会となる第一歩ではないかと、今号の編集をしながら思いました。
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世界自閉症啓発デー in 京都　2023

日　時　　2023年４月２日（日）

場　所　　京都駅ビル駅前広場

一般社団法人京都府自閉症協会　第54回社員総会

日　時　　2023年６月10日（土）午後

場　所　　ハートピア京都　第５会議室

子育てほっとタイム

日　時　　2023年２月７日（火）10：30～12：30

場　所　　当協会事務所

★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

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

お知らせ
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