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平成２９年度事業の中間報告（4月-12月） 

発達障害者支援センターきらり 

１ 家族支援・支援体制サポート強化事業 

  一次相談機関や放課後等デイサービス事業所、こども園・保育園・幼稚園・小中学

校等を巡回し、発達障害の早期発見と対応のために必要な相談・助言を行うため支援

体制の強化を図ります。 

＊ 予定箇所数は平成 29年度の予定です。（ ）内は 8ヶ月の実績です。 

巡回先 予定箇所数（実施箇所数） 予定回数（実施回数） 

認定こども園

（公立） 

１０（１０） 

 

４０（３２） 

私立保育園 ５（５） ２０（１３） 

私立幼稚園 ４（５） １６（１５） 

公立小学校 ７（７） ２８（２５） 

公立中学校 ４（４） １６（１４） 

放課後等デイサービス ２（２） ８（６） 

合 計 ３２（３３） １２８（１０５） 

＊ 公立保育園はブロック研修（全１０ブロック）として実施し、基本的に全園が参加 

 

２ ペアレントメンター・地域サポーター養成研修 

① 養成基礎研修     ※会場はいずれも静岡医療福祉センター４階 研修所 

＊ 予定数は平成 29年度の予定です。（ ）内は 8ヶ月の実績です。 

実施予定日時 概要（講義名・講師） 

ペアレン

トメンタ

ー候補者

参加予定

数（実施

数） 

地域サポー

ター候補者

参加予定数

（実施数） 

予定合計

（実施 

合計） 

第１回 

６月 24日（土） 

9:30～12:30 

「発達障がい者・親支援のガイドライン」 

発達障害者支援センター 

所長 前田卿子 

12 

（11） 

44 

（37） 

56 

（48） 

第２回 

7月 29日（土） 

9:30～12:30 

 

 

 

 

「ペアレントメンターガイドライン」 

  発達障害者支援センター 

   相談員 杉本美穂 

  ペアレントメンター 渡辺愛氏 
16 

（16） 

37 

（28） 

53 

（44） 

資料 ３ 
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実施予定日時 概要（講義名・講師） 

ペアレン

トメンタ

ー候補者

参加予定

数（実施

数） 

地域サポー

ター候補者

参加予定数

（実施数） 

予定合計

（実施 

合計） 

第３回 

７月 29日（土） 

13:30～16:30 

「親支援技術講座 

～グループ相談について～」 

  つかごし療育コンサルティング 

    塚越和子氏 

14 

（13） 

33 

（25） 

47 

（38） 

第４回 

10月 3日（火） 

13:30～16:30 

「家族支援のための 

ストレスマネジメント講座①」 

NPOえじそんくらぶ 高山恵子氏 

19 

（14） 

42 

（38） 

61 

（52） 

第５回 

10月 24日（火） 

13:30～16:30 

「家族支援のための 

ストレスマネジメント講座②」 

NPOえじそんくらぶ 高山恵子氏 

17 

（13） 

43 

（37） 

60 

（50） 

第６回 

11月 28日（火） 

13:30～16:30 

「家族支援のための 

ストレスマネジメント講座③」 

NPOえじそんくらぶ 高山恵子氏 

17 

（14） 

45 

（37） 

62 

（51） 

参加予定者数（実人数） 26 

（28） 

79 

（82） 

105 

（110） 

延べ参加予定者数 95 

（81） 

244 

（284） 

339 

（365） 

＊ 養成基礎研修６回中５回以上参加した保護者には「ペアレントメンター研修受講証

書」を発行、全日程参加した支援者には「地域サポーター研修受講証書」を発行。 

＊ 平成 29年度メンター研修修了者 8名、これまでのメンター研修修了者計 48名。 

 

②  ペアレントメンターアドバンス講座（メンター茶話会） 

ペアレントメンターを含む保護者・一般向けの講演会（当事者の家族による講演

会）やペアレントメンター研修修了者を対象に実施 ※主催 日本自閉症協会 

実施予定日時 概要（講義名・講師） 場所 定員等 

２月 24日(土) 

午前（調整中） 

メンター交流会 

 日本自閉症協会理事 

  江口寧子氏 

静岡医療福祉セン

ター４階  

研修所 

ペアレントメンター 

研修修了者  55人 

県内メンター 

研修修了者  若干名 
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③ ペアレントメンター・地域サポーターアドバンス講座 

実施予定日時 概要（講義名・講師） 場所 定員等 

２月 24日(土) 

午後（調整中） 

発達障害者の金銭管理につ

いて 

 大阪市社会福祉事業団 

鹿野佐代子氏 

静岡医療福祉セン

ター４階 

研修所 

市内及び県内ペア

レントメンター、

保護者、支援者   

計 60人 

 

④ ペアレント・プログラム内容・日程 

 

ペアレント・プログラムとは、子育てに難しさを感じている保護者が、子どもの「行

動」の客観的な理解の仕方を学び、楽しく子育てに臨む自信を身につけることを目的と

した全6回のグループ・プログラムです。子どもの特定の診断の有無に関わらず、保護

者支援に活用することが可能です。また、地域の支援者が、保護者支援技術のひとつと

して身につけることで、個別相談やペアレントトレーニング等の支援につなげることが

可能です。厚生労働省は平成26年度から障害者総合福祉推進事業としてペアレントプロ

グラムの効果に関する調査をしており、「プログラムに参加した保護者の抑うつ症状の

改善」「ポジティブな養育スタイルの向上」などの効果が確認されています。 

 今年度は日本財団の助成事業により、「アスペ・エルデの会」から講師の派遣を受け

ました。 

 

主催：NPO法人 アスペ・エルデの会（日本財団助成事業） 

共催：静岡市発達障害者支援センター「きらり」 

対象：幼児～学齢期の子育て支援・発達支援にかかわる支援者 11名 

   幼児～高校生で発達障害の診断（またはその心配）がある児の保護者 1４名 

会場：静岡医療福祉センター4階研修所（静岡市駿河区曲金 5丁目 3番 30号） 

講師：野村昂樹先生（木野記念会 福田西病院・福島大学子どものメンタルヘルス支援

事業推進室 客員研究員） 

 

プログラムは 10時～11時半。日程は P４のとおり。 

支援者は同日の 9 時～12 時に、プログラム前後に「支援者としての心得・保護者へ

のアドバイス法」について学び、プログラムの時間は保護者同士のペアワークのフォロ

ー・助言を行った。 
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開催日 内容 支援者参加者数 保護者参加者数 

事前研修：10月 2日（月） 研修内容について説明 ７名  

第 1回 10 月 30 日

(月)  

 

現状把握表を書こ

う！ 

11名 13名 

第 2回 11 月 13 日

(月)  

行動で考えよう！ 10名 13名 

第 3回 11 月 24 日

(金)  

行動のカテゴリーを

見つけよう！ 

9名 14名 

第 4回 12月 4日（月） ギリギリセーフ！を

見つけよう 

10名 13名 

第 5回 12 月 11 日

(月)  

ギリギリセーフ！を

きわめよう 

10名 13名 

第 6回 12 月 21 日

(木)  

ペアプロで見つけた

ことを確認しよう 

  

 

３ 放課後等デイサービス・放課後児童クラブ スタッフ専門研修会 

平成 29年度（3回シリーズ 2クール） 

日時 場所 テーマ 講師 参加

人数 

第 1回目（第 1クール） 

平成 29年 5月 18日（木）10：00～

12：00 

静岡医療福祉センター4階研修室 

テーマ 

「発達が気になるお子さんの理解と支

援」 

 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

主任支援員 稲葉 俊彦 

32人 

第 1回目（第 2クール） 

平成 29年 10月 19日（木）10：00

～12：00 

静岡医療福祉センター4階研修室 

17人 

第 2回目（第 1クール） 

平成 29年 6月 15日（木）10：00～

12：00 

静岡医療福祉センター4階研修室 

テーマ 

「応用行動分析学（ABA）に基づくポ

ジティブ支援」 

 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

主任支援員 稲葉 俊彦 

31人 

第 2回目（第 2クール） 

平成 29年 11月 16日（木）10：00

～12：00 

静岡医療福祉センター4階研修室 

16人 
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日時 場所 テーマ 講師 参加

人数 

第 3回目（第 1クール） 

平成 29年 7月 13日（木）10：00～

12：00 

静岡医療福祉センター4階研修室 

テーマ 

「発達が気になる子の感じ方を体験す

る～疑似体験を通して～」 

 

講師 静岡市発達障害者支援センター

「きらり」 

主任支援員 稲葉 俊彦 

29人 

第 3回目（第 2クール） 

平成 29年 12月 14日（木）10：00

～12：00 

静岡医療福祉センター4階研修室 

15人 

 

４ 公立こども園 保育教諭専門研修会 

 平成 29年度（6回シリーズ） 

日時 場所 テーマ 講師 参加人数 

第 1回目 

平成 29年 7月 8日（土） 

13：30～16：30 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「静岡版早期発達支援モデル 1」 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

所長 前田 卿子 

38人 

第 2回目 

平成 29年 9月 9日（土） 

13：30～16：30 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「母子関係・愛着の支援（静岡版早期支援

モデル 2」 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

所長 前田 卿子 

64人 

第 3回目 

平成 29年 10月 21日（土） 

9：30～16：00 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「場面別支援・グループ討議（応用行動分

析学講座 1）」 

講師 慶應義塾大学先導研究センター 

松﨑 敦子 氏 

26人 

第 4回目 

平成 29年 11月 11日（土） 

13：30～16：30 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

 

 

テーマ 

「キャリア 5年未満保育教諭研修会」 

講師 慶應義塾大学先導研究センター 

松﨑 敦子 氏 

28名 
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日時 場所 テーマ 講師 参加人数 

第 5回目 

平成 29年 11月 25日（土） 

13：30～16：30 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「ABAによる支援スキル向上（応用行動分

析学講座 2） 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

所長 前田 卿子 

25名 

第 6回目 

平成 29年 12月 16日（土） 

13：30～16：30 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「公立こども園における実践報告とグルー

プワーク（応用行動分析学講座 3） 

講師 公立こども園 園長代表 

68人 

 

５ 私立保育園・こども園 保育士・保育教諭 スタッフ専門研修会 

平成 29年度（3回シリーズ 1クール） 

日時 場所 テーマ 講師 参加人数 

第 1回目 

平成 29年 5月 24日（水） 

14：00～16：00 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「発達が気になるお子さんの理解と支援」 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

主任支援員 稲葉 俊彦 

31人 

第 2回目 

平成 29年 7月 5日（水） 

14：00～16：00 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「すくすくファイルの書き方と活用」 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

主任支援員 稲葉 俊彦 

28人 

第 3回目 

平成 29年 10月 4日（水） 

14：00～16：00 

静岡医療福祉センター4階 

研修室 

テーマ 

「応用行動分析学（ABA）に基づくポジテ

ィブ支援」 

講師 静岡市発達障害者支援センター 

主任支援員 稲葉 俊彦 

30人 
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６ 静岡市発達障害者支援センター１０周年記念連続講演 「発達障害を考える集い」 

対象：発達が気になる子の保護者・園や学校の先生・その他支援者 

実施日時・場所 テーマ  講 師 参加人数 

10月 15日（日） 

13：30～16：00 

グランシップ 

10階 1001-1会議室 

「自閉症」児からの贈りもの 

教育評論家・ノンフィクション作家 

門野晴子氏（「星の国から孫ふたり」著者） 

 

80人 

10月 28日（土） 

9：30～11：30 

静岡市清水 

医師会会議室 

「発達が気になる子のライフスキルトレーニング」 

国立研究開発法人 

国立成育医療研究センター理事（小児科医） 

平岩幹男氏 

90人 

11月 18日（土） 

10：00～12：00 

グランシップ 

9階 910会議室 

 

「気になる子の特徴理解と育て方の工夫 

～アンガーマネジメントを中心に～」 

ハーティック研究所、 

NPO法人えじそんくらぶ代表  

高山恵子氏 

130人 

 

７ 【発達障害を考える会（静岡）】 

ライフステージに応じた支援をめざし成人精神科と小児科で情報共有を図

り共通理解を持って発達障害の支援に当たるため、合同研修会「発達障害を考

える会（静岡）」を平成 28年 4月から隔月開始している。 

詳細は【Ｐ8】のとおり。 

 

８ 【清水発達障害児勉強会】 

幼児期地域支援のフレーム作りとして、清水医師会と連携して「幼児期支援

者の勉強会（子どもの発達支援と家族支援）」を 28年 11月から隔月で開始し

ている（清水発達障害児勉強会）。 

詳細は【Ｐ11】のとおり。 

 

９ 【かかりつけ医等発達障害対応向上研修】 

  詳細は【Ｐ13】のとおり
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【発達障害を考える会（静岡）】活動予定と実施について 

ライフステージに応じた支援をめざし成人精神科と小児科で情報共有を図り共通理解を持って発達障害の支援に当た

るため、合同研修会「発達障害を考える会（静岡）」を平成 28年 4月から隔月開始している。 

日時・場所・参加者等 テーマ 講師 

第 1回 平成 28年 4月 20日（水） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡医療福祉センター4階研修所 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

 

参加者：30名 

①小児科の困難事例・精神科併診のケース 静岡医療福祉センター 

小児神経科 前田 卿子 氏 

②「きらり」活動実践・学齢期 「きらり」 

主任支援員 稲葉 俊彦 

③精神科の発達障害 あおいクリニック 

精神科医 寺田 浩 氏 

第 2回 平成 28年 6月 15日（水） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡医療福祉センター4階研修所 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

参加者：25名 

発達障害のアセスメント 静岡医療福祉センター 

小児神経科  前田 卿子 氏 

小児 ADHDの治療 望月小児科  

小林 由美子 氏 

第 3回 平成 28年 8月 19日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡中央福祉センター 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

参加者：50名 

 

発達障害の幼児期から思春期へ 東京大学医学部小児科 

非常勤講師 

平岩 幹男 氏 
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日時・場所・参加者等 テーマ 講師 

第 4回 平成 28年 10月 13日（木） 

時間：19：00～20：45 

場所：グランシップ 10階「1002」 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

参加者：60名 

思春期・成人期 ADHDの治療と地域支援 信州大学医学部付属病院 

子どものこころ診療部 

部長 本田 秀夫 氏 

第 5回 平成 29年 2月 22日（水） 

時間：19：00～20：30 

場所：グランシップ 10階「1002」 

座長：あおいクリニック  

精神科医 寺田浩先生 

参加者：60名 

ADHDのための医療系支援のヒント 

～薬物療法を中心に～ 

長崎大学病院 地域連携児童思春期

精神医学診療部 

教授 今村 明 氏 

第 6回 平成 29年 4月 26日（水） 

時間：19：00～20：45 

場所：ホテルセンチュリー静岡 4階 

「クリスタルルーム」 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

参加者：60名 

 

 

 

 

我が国におけるエビリファイのこれまでの

歩みを振り返って～一診療所の臨床医の立

場から～ 

あおいクリニック 

精神科医 寺田 浩 氏 

自閉症スペクトラム症の易刺激性と薬物療

法 

名古屋大学医学部附属病院 

親と子どもの心療科 

准教授 岡田 俊 氏 
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日時・場所・参加者等 テーマ 講師 

第 7回 平成 29年 6月 21日（水） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡医療福祉センター4階研修所 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

参加者：30名 

①静岡市発達障害者支援センター「きらり」

の活動実践 

「きらり」 

主任支援員 稲葉 俊彦 

②静岡市発達障害者支援センター「きらり」

の成人期における地域連携 

「きらり」 

支援員 山川 道夫 

③小児科と精神科の連携ケース 静岡医療福祉センター 

小児神経科  前田 卿子 氏 

第 8回 平成 29年 8月 23日（水） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡市障害者協会 31会議室 

座長：あおいクリニック  

精神科医 寺田浩先生 

参加者：60名 

物質依存とスマホ依存について マリアの丘クリニック 

精神科医 近藤 直樹 氏 

第 9回 平成 29年 10月 27日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡市障害者協会 31会議室 

座長：静岡医療福祉センター小児神経科 

前田卿子先生 

参加者：60名 

発達障害と不登校 東京大学医学部小児科 

非常勤講師 

医学博士  平岩 幹男 氏 

第 10回 平成 30年 2月 23日（金） 

時間：19：00～20：30 

場所：静岡市中央福祉センター 

座長：あおいクリニック 

   精神科医 寺田浩先生 

成人期 ADHDの心療と薬物治療について 昭和大学精神医学教室講師 

昭和大学発達障害医療研究所 

医師 太田 晴久 氏 
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【清水発達障害児勉強会】活動予定と実施について 
幼児期地域支援のフレーム作りでは清水区医師会と連携して幼児期支援者の勉強会（子どもの発達支援と家族支援）を 

28年 11月から隔月で開始している（清水発達障害児勉強会）。 

日時・場所・参加者等 テーマ 講師 

第 1回 平成 28年 11月 18日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：カニープレース（清水駅前） 

参加者：90名 

発達障害児の早期発見・支援と地域の連携 静岡医療福祉センター 

小児神経科 前田 卿子 

第 2回 平成 29年 2月 17日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡市清水医師会 会議室 

参加者：90名 

発達障害幼児の親の気づきと対応への支援 

母親のストレスマネジメント 

「えじそんくらぶ」代表 

高山 恵子 氏 

第 3回 平成 29年 5月 19日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：カニープレース（清水駅前） 

参加者：90名 

1,6歳、2歳から始める園と家庭の早期発達支援介入① 慶應義塾大学 

先導研究センター 

松﨑 敦子 氏 

第 4回 平成 29年 7月 21日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡市清水医師会 会議室 

参加者：100名 

園と家庭の早期発達支援介入 実践報告② 慶應義塾大学 

先導研究センター 

松﨑 敦子 氏 

第 5回 平成 29年 9月 22日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡市清水医師会 会議室 

参加者：100名 

園・家庭で出来る発達障害児の理解と支援 総論① 静岡医療福祉センター 

小児神経科 前田 卿子 
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日時・場所・参加者等 テーマ 講師 

第 6回 平成 29年 11月 17日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：静岡市清水医師会 会議室 

参加者：100名 

園・家庭で出来る発達障害児の支援報告② 静岡医療福祉センター 

小児神経科 前田 卿子 

第 7回 平成 30年 1月 19日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：清水ふれあいホール 

応用行動分析学による行動の伸ばし方① 慶應義塾大学 文学部教授 

山本 淳一 氏 

第 8回 平成 30年 3月 16日（金） 

時間：19：00～21：00 

場所：清水ふれあいホール 

応用行動分析学による支援の実践報告② 慶應義塾大学 文学部教授 

山本 淳一 氏 
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【かかりつけ医等発達障害対応向上研修】 

日時等 テーマ 講師 

第 1回目 

 

平成 30年 1月 25日（木）19：00～21：00 

静岡済生会総合病院北館地階講堂 

テーマ「乳幼児健診から始まる早期発達支援」 

講師 慶應義塾大学 先導研究センター 

松﨑 敦子 氏 

 

対象 医師（小児科） 看護師（小児科） 保健師 心理士等 定員 80名 

第 2回目 

 

平成 30年 3月 22日（木）19：00～21：00 

静岡済生会総合病院北館地階講堂 

テーマ「健診後の母親支援と育児支援」 

講師 静岡医療福祉センター小児神経科 

医師 前田 卿子 氏 

 

対象 医師（小児科） 看護師（小児科） 保健師 心理士等 定員 80名 

 


