
第３０回 全日本自閉症支援者協会 函館大会

開催要項

１．大会趣旨

『 自閉症の方々 の合理的配慮を考える』

私たちは、１９８７年に「 自閉症者の人権と生きるための発達保障、自立、社会参加の実践と研究の推進」 を

目的として結成され、今年３０年の節目を迎えることになりました。

これまでの、自閉症の方々 に対する実践や研究の積み重ねは、大きな財産であるとともに、今後の自閉症の方々

の豊かな暮らしを支えていくための礎になるものです。

平成２８年（ ２０１６年） ４月より障害者差別解消法が施行され、障害者の差別禁止と合理的配慮の義務が求

められました。差別の禁止と合理的配慮を実行するためには、知的障害、自閉スペクトラム症の特性を正しく理

解し、社会の中で生きていくためには、どのような困難さがあるのかを知ることから始めなければならないと思

います。しかし、知的障害、自閉症の方々 の困難さは、一人一人違っているため、画一的な配慮を前提としたも

のでは対応することが難しいことと思われます。

今回の大会のテーマである、「 合理的配慮を考える」ということは、まさしく自閉症の方々 が豊かに暮らせる社

会を作り上げるために、私たちは何を行わなければならないのか？をいま一度基本に戻り考えるきっかけとして

いきたいと思います。

２．主 催    全日本自閉症支援者協会

         開催担当 全日本自閉症支援者協会 北海道・ 東北ブロック施設

         厚田はまなす園 札幌市自閉症者自立支援センターゆい 石山センター

         社台福祉園 社台やわらぎ園 樽前希望学園 虹の家

主管 社会福祉法人侑愛会 星が丘寮 ねお・ はろう

３．後 援    北海道 函館市 北斗市 七飯町 一般社団法人日本自閉症協会 

 （ 予 定）    北海道自閉症協会 公益財団法人日本知的障害者福祉協会

         一般財団法人北海道知的障がい福祉協会 南北海道知的障がい福祉協会

４．期 日    平成２８年１１月１０日(木)～１１日(金) 

５．会 場    フォーポイントバイシェラトン函館【 旧ロワジールホテル函館】（ 函館駅前徒歩１分）

      北海道函館市若松町１４番１０号  Tel 0138-22-0111 
            http://premierhotel-group.com/hakodate/ 

６．参加対象者  全日本自閉症支援者協会会員施設職員

         知的障害者関係施設職員  家族（ 保護者）  その他の関係機関職員

定員３００名

７．参加費    両日参加  １０，０００円  １日のみ ５，０００円  

         情報交換会  ７，０００円

８．大会事務局  〒049-0282 北海道北斗市当別６９７番地
         社会福祉法人 侑愛会 星が丘寮

         担当： 中野（ ナカノ）  夏目（ ナツメ）

Tel      0138-75-2178 
                  Fax      0138-75-3466 

Eメール hoshigaoka@yuai.jp

９．申し込み   トラベルサービスはこだて（ 北海道函館市亀田町５−３３ FAX:０１３８－４５－７１００）
         別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵送にてお申し込みください。

〆切 １０月２１日

          ※参加費等の入金後、参加券等を送付いたします。１０月末までに参加券の送付がない

           場合には事務局までお問い合わせください。



１０．日 程

時間 １日目 （ １１月１０日） 時間 ２日目 （ １１月１１日）

9： 00 受付
9： 30 シンポジウム

「 自閉症者の求める合理的配慮とは」

シンポジスト

加藤 潔氏 （ はるにれの里）

星明 聡志氏（ 北摂杉の子会）

五十嵐康郎氏（ 萌葱の郷）  

12： 00 受付開始 11： 30 閉会式
11： 45 昼食

13： 00 開会式

主催者挨拶

来賓挨拶 北海道 函館市

     北斗市  他

13： 00 分科会
・ 第１分科会

「 強度行動障害の適切な支援」

担当施設 ねお・ はろう 虹の家

・ 第２分科会

「 自閉症の方々 の地域生活」

担当施設 ゆい 厚田はまなす園

・ 第３分科会

「 自閉症の方々 の日中活動」

担当施設 石山センター

・ 第４分科会

「 児童期からの支援」

担当施設 星が丘寮

13： 30 表彰式

歴代会長の表彰

14： 00 行政説明

厚生労働省

14： 50 熊本震災報告

三気の里 松田施設長

15： 20 休憩

15： 30 基調講演

「 自閉症の方 の々コミュニケーション支

援」 （ 仮）  

京都市児童福祉センター副院長 

児童精神科医 

門 眞一郎 氏 

16： 00 終了

17： 20 連絡伝達

18： 00 情報交換会

１１．大会概要

11/10（ 木） 第1日目
表彰式 13： 30~14： 00 
全国自閉症施設協議会３０周年の歴史における、功労者の方々 の表彰

武村元会長 石井元会長 石丸元会長 奥野元会長

行政説明 14:00~14:50 
日詰 正文 氏

厚生労働省 社会・ 救護局 障害保健福祉部 障害福祉課

障害児・ 発達障害者支援室 発達障害対策専門官

熊本震災報告 14： 50~15： 20 
三気の里 施設長 松田 健 氏

基調講演 15:30~17:20 
「 自閉症の方々 のコミュニケーション支援」（ 仮）

《 講師》

 門 眞一郎 氏  京都市児童福祉センター副院長 児童精神科医



11/11（ 金） 第2日目 午前
シンポジウム 9： 30~11： 30 
テーマ：「 自閉症者の求める合理的配慮とは」

《 シンポジスト》

社会福祉法人 萌葱の郷 理事長 五十嵐 康郎 氏 

テーマ：「 スーパーバイザーの養成とその必要性」

ジョブジョイントおおさか 所長 星明 聡志 氏

テーマ：「 就労の実践から考える合理的配慮」

札幌市自閉症者自立支援センター ゆい 施設長 加藤 潔 氏  

テーマ：「 地域生活の実践から考える合理的配慮」

《 コーディネーター》

全日本自閉症支援者協会 会長 松上 利男 氏

11/11（ 金） 第２日目 午後
第１分科会  「 強度行動障害に対する適切な支援を考える」

担当施設 ねお・ はろう 虹の家

【 分科会趣旨】

強度行動障がいの状態によってあらわれる激しい興奮や他害などの行動は、家族や地域など支援する周囲の人た

ちとっては、とてもつらいものです。しかし、その行動の背景を見た場合、本人自身がとても苦しんでいるという

ことが多くあります。行動障がいの改善には、行動障がいを起こさなくても済むよう、個々 の障がい特性や本人特

性の理解と適切な環境づくりなど、予防的な視点による配慮が望まれます。そこには根拠のある支援と一貫したチ

ームアプローチが肝要であることはいうまでもなく、強度行動障がいの方々 への合理的配慮であるといえます。

本分科会では、根拠ある支援とチームアプローチの支援の実際を通じて、強度行動障がいのある方への合理的配

慮について参加者と共に考え、共に学ぶ場にしたいと思います。

タイムスケジュール

13： 00~13： 10 開会・ 分科会趣旨の確認と進行について

13： 10~14： 10 実践発表１（ ５０）・ 質疑応答（ １０）

14： 10~14： 20 休憩（ １０）

14： 20~15： 20 実践発表２（ ５０）・ 質疑応答（ １０）

15： 20~15： 30 休憩（ １０）

15： 30~15： 55 助言者コメント・ 質疑応答（ ２５）

15： 55~16： 00 閉会・ まとめ

実践発表１ 上川 孝一 氏 （ ねお・ はろう 課長補佐）

実践発表２ 伊藤 洋介 氏 （ 昭島生活実習所 支援課長）

助 言 者 田熊 立  氏 （ 千葉県発達障害者支援センター 副センター長）

進   行 小川 博敬 氏 （ サポートにじ 管理者兼相談支援専門員）

第２分科会  「 自閉症の方々 の地域生活」

担当施設 札幌市自閉症者自立支援センターゆい・ 厚田はまなす園

【 分科会趣旨】

 「 自閉症の方々 の地域生活は、合理的配慮を基本としたサポートがあって成り立つ」 と言えます。この分科会で

は、グループホームでの実践報告を基に、一人ひとりの利用者にとって必要なサポートは何か、地域の中で豊かに

暮らしていくための合理的配慮にはどのようなことがあるのか、そのために私たちが整えなければならない体制や

しくみは何なのか等について、みなさんと共に考え、学ぶ場にしたいと思います。

タイムスケジュール

13： 00~13： 10 開会・ 分科会趣旨の確認と進行について

13： 10~14： 00 実践発表１（ ４０）・ 質疑応答（ １０）

14： 00~14： 50 実践発表２（ ４０）・ 質疑応答（ １０）

14： 50~15： 05 休憩（ １５）

15： 05~15： 50 質疑応答・ 助言者コメント

15： 50~16： 00 閉会・ まとめ



実践発表１ 道塚 円 氏 （ 共同生活援助事業所 やすらぎ）

実践発表２ 齋藤 健司 氏（ 社福 横浜やまびこの里 ＧＨ担当係長）

助 言 者 光増 昌久 氏（ グループホーム学会 代表）

進   行 中村 修一 氏（ 厚田はまなす園 所長）

第３分科会  「 自閉症の方々 の日中活動」

担当施設 石山センター

【 分科会趣旨】

 自閉症の方々 にとって、生活における支援と同時に日中活動における支援の重要性については、これまでも全自

者協の様々 な大会の中でも確認されていることだと思います。ある意味そのことは、自閉症の方々 にとっては、合

理的配慮とも言えることです。

 今回は、様々 なに日中活動における実践を報告していただき、その中で、どのような合理的配慮がなされている

のかについて確認し、みなさんと考え、共に学ぶ場としたいと思います。

タイムスケジュール

13： 00~13： 10 開会・ 分科会趣旨の確認と進行について

13： 10~14： 00 実践発表１（ ４０）・ 質疑応答（ １０）

14： 00~14： 50 実践発表２（ ４０）・ 質疑応答（ １０）

14： 50~15： 05 休憩（ １５）

15： 05~15： 50 助言者コメント・ 質疑応答

15： 50~16： 00 閉会・ まとめ

実践発表１ 宇藤 安弘 氏（ やまびこ製作所 支援課長）

実践発表２ 松田 香  氏（ 袖ヶ浦ひかりの学園 副園長）

助 言 者 後藤 博行 氏（ わたげ 施設長）

進   行 佐藤 潤一 氏（ 石山センター 支援主任）

第４分科会   「 児童期からの支援」

担当施設 星が丘寮

【 分科会趣旨】

 自閉症の子供達には、社会性やコミュニケーション、学習面など様々 な合理的配慮が求められます。しかし、そ

れは画一的なものではなく、一人ひとりの子ども達の障がい特性や教育的ニーズ等に応じて決定されるものでなく

てはなりません。この分科会では、成人期に大きく影響を与えるであろう、児童期にスポットを当てることにより、

成人期に向けて必要な支援について考え、そのことをみなさんと情報を共有する機会になることを期待します。

タイムスケジュール

13： 00~13： 10 開会・ 分科会趣旨の確認と進行について

13： 10~14： 10 実践発表１（ ５０）・ 質疑応答（ １０）

14： 10~14： 20 休憩（ １０）

14： 20~15： 20 実践発表２（ ５０）・ 質疑応答（ １０）

15： 20~15： 30 休憩（ １０）

15： 30~15： 55 助言者コメント・ 質疑応答（ ２５）

15： 55~16： 00 閉会・ まとめ

実践発表１ 五十嵐 猛 氏（ 豊後大野子育て総合支援センター センター長）

実践発表２ 山本 久子 氏（ つくしんぼ学級 相談員）

助 言 者 日詰 正文 氏（ 厚生労働省 発達障害担当 専門官）

進   行 片山 智博 氏（ 北海道発達障害者支援センター チーフコーディネーター）



申込日

　 申込担当者 TEL　

FAX　  

e-mail

両日10（木）11(金）第一希望第二希望 11日9日10日11日9日10日11日

男 　

女 　 　

男 　

女 　 　

男 　

女 　 　

男 　

女 　 　

参加費　両日10,000円　1日のみ5,000円　情報交換会　7,000円　侑愛会【おしま屋】特製弁当（お茶付　800円）参加費　両日10,000円　1日のみ5,000円　情報交換会　7,000円　侑愛会【おしま屋】特製弁当（お茶付　800円）参加費　両日10,000円　1日のみ5,000円　情報交換会　7,000円　侑愛会【おしま屋】特製弁当（お茶付　800円）参加費　両日10,000円　1日のみ5,000円　情報交換会　7,000円　侑愛会【おしま屋】特製弁当（お茶付　800円）

参加費（両日）　10,000円　× 名＝ 円情報交換会 　　7,000円　× 名＝ 円

参加費（1日）　　 5,000円× 名＝ 円弁当         　　　 800円 × 名＝ 円

　①　合　　　　計 円

宿泊ホテル 　ＡＡＡＡ　フォーポイントバイシェラトン函館（旧ロワジールホテル函館・函館駅徒歩１分・朝食付）

　 　ＢＢＢＢ　ホテルルートイン・グランディア函館駅前（函館駅徒歩１分・朝食付）

（A利用　1泊1名　１１，０００円税込み）　　　　　　　　　　　（Ｂ利用　　1泊1名　９，５００円）

A Ｘ　　　名＝ 円Ｂ　 Ｘ　　　名＝ 円

A Ｘ　　　名＝ 円Ｂ　 Ｘ　　　名＝ 円

A Ｘ　　　名＝ 円Ｂ　 Ｘ　　　名＝ 円

ツイン利用希望者は、シングル代金の1,000円引き。申込書備考欄にツイン希望と記載ください。

ホテルは禁煙室ですが、喫煙ご希望の場合は 　②　合　　　　計 円

備考欄に喫煙と記入ください。

合計金額（①＋②）合計金額（①＋②）合計金額（①＋②）合計金額（①＋②） 円円円円

　道内からご参加の方は、各地よりＪＲと宿泊のパックなどもございますので、弊社までお問い合わせください。

参加費及び諸費用送金先   　　 

【申込書FAX・送付先】【申込書FAX・送付先】【申込書FAX・送付先】【申込書FAX・送付先】 　（バンダイチョウ）

040-0072 函館市亀田町5番33号 北海道知事登録旅行業第3-307号 北洋銀行万代町支店　普通預金３１２９５５８

（株）カネユー旅行事業部　　トラベルサービスはこだてトラベルサービスはこだてトラベルサービスはこだてトラベルサービスはこだてみずほ銀行函館支店　普通預金３６４７１９５
℡：０１３８－４４－００８８　FAX：０１３８－４５ー７１００ 口座名　トラベルサービスはこだて　宛口座名　トラベルサービスはこだて　宛口座名　トラベルサービスはこだて　宛口座名　トラベルサービスはこだて　宛

*入金確認後、参加券等を送付させていただきます。

９（水）

分科会

宿泊代

＊各地からご参加で航空機ご希望の場合は、航空券の手配も承ります。また航空券と宿泊のパックもございます。

フ　リ　ガ　ナ 大　会　参　加

施　設　名

住　　所

番号
　　　弁　当　　　

性別 備考欄

１０（木）

１１（金）

連
絡
先

氏　　　名

 第３０回　全日本自閉症支援者協会函館大会　参加・宿泊申込書 第３０回　全日本自閉症支援者協会函館大会　参加・宿泊申込書 第３０回　全日本自閉症支援者協会函館大会　参加・宿泊申込書 第３０回　全日本自閉症支援者協会函館大会　参加・宿泊申込書

（参加希望施設は、下記に記載の上、トラベルサービスはこだて宛（参加希望施設は、下記に記載の上、トラベルサービスはこだて宛（参加希望施設は、下記に記載の上、トラベルサービスはこだて宛（参加希望施設は、下記に記載の上、トラベルサービスはこだて宛
　FAXまたは、郵送でお申し込みください）　FAXまたは、郵送でお申し込みください）　FAXまたは、郵送でお申し込みください）　FAXまたは、郵送でお申し込みください）

情報
交換
会

Ａ　Ａ　Ａ　Ａ　フォーポイント
バイシェラトン函館

BBBB　ホテルルート
イングランディア
函館駅前


