
知的障害・発達障害のある人のための

トラブル・シューター 養成セミナー
障害のある人と社会をつなぐ新たな人材育成に向けて

“紛争解決者”Trouble（問題）をshoot（解決）する人トラブルシューターとは

全国の各会場にて開催いたします。（詳しくは裏面をご覧ください）

共生社会を創る愛の基金 コア研究班主催 NPO法人 PandA-J協力 開催地の連携団体等共催

共生社会に向けた「トラブル・シューター（TS）」の必要性と役割
　発達障害や知的障害のある人が刑事事件を起こしたり地域でトラブルを起こしたりすると、彼らの特異な言動が誤解され過剰に悪質さ
や猟奇性を喧伝されるケースがよくある。世間には障害に対する誤解が広がり、ますます彼らにとって生きにくい環境となってしまう。
　刑事・司法手続きでは悪質さが強調され厳罰化のレールに乗せられる。しかし、刑務所には障害への理解もなければ障害特性に合致
した矯正プログラムもないところが多く、結局は矯正効果が希薄なまま刑期を終え社会に復帰することになるが、その社会にもまだ
触法障害者の支援が薄いためさらに再犯リスクが高まる……。被害者側の処罰感情を満たしはするが、加害者の矯正にも社会の安全に
もつながらない。政治と司法とメディアと福祉による壮大なる悪循環を形成しているのである。
　実際には何らかの触法行為をして刑事手続きにかかわるよりも、そこまではいかない段階でトラブルになるケースが圧倒的に多い。
行動障害や問題行動は往々にして本人の資質や家族のしつけの問題として見られる。専門職が自らの責任を
棚上げして本人・家族に責任転嫁しているのである。こうした触法やトラブルの＜種＞をいかに早期に改善するか
というところにこそ専門性を集中させなければならない。彼らが事件を起こさないような環境を整えたり教育を
提供したり家族支援をしたりすることが重要だ。また、地域住民に理解を広げ、もしも事件を起こした際には適正
な刑事手続きを保証し、マスコミにも適切な報道を促し、再犯リスクを低減できる処遇を確保し、社会復帰後にも
適切な支援が用意されていなければならない。
　単なる弁護士の補助役ではなく、社会福祉をフィールドにした独自の専門性を発揮して司法やメディアだけで
なく、支援体制を形成すべき地元の教育、福祉、医療などに携わる人々をコーディネートし＜良い循環＞を作る
ことに努めるのがトラブル・シューターだ。

共生社会を創る
愛の基金

厚生労働省：村木厚子氏がいわゆる「郵便不正冤罪事件」に係る国家賠償金を、
触法障害者の社会復帰支援等の活動を行っている「社会福祉法人南高愛隣会
（コロニー雲仙）」（長崎県）に全額（弁護費用を除く）寄付し、これを原資に同会
内に「共生社会を創る愛の基金」が設立されました。

❶ 触法障害者の支援に関する事業
❷ 共生社会推進に関する事業
❸ その他必要な事業

事業内容

NPO法人 PandA-J 事務局 Fax.03-6380-8403 mail. info-panda-j@shiraume.ac.jp
東京都千代田区飯田橋2-7-1 三政ビル2F  PandA-J 研究所　　http://www.panda-j.com/

お問い合わせ

「トラブル・シューターが目指すもの」
最近の動き（過去の事件やトラブル、法務省や
検察庁の制度改革の動きなど）から、
なぜ、今取り組むべきなのかを理解する。

「問題行動」「触法障害者」の理解
なぜ彼らは事件や問題を起こすのかを
科学的に理解し、支援の方法と誤解を解消に向けた
合理的根拠を理解する。（精神科医、心理士担当）

いざという時の対処法
「逮捕されてから起訴されるまでにやれること」
「危機介入の方法」
（弁護士が担当。刑事手続きなどの解説と演習）

グループワーク
インストラクターが各グループに入り進行する。
事例検討と今後のネットワーク構築ディスカッション。

◆ 修了者には「ＴＳ基礎コース修了証」を発行いたします。

※各開催地により若干異なります。
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トラブル・シューター【基礎コース】研修プログラム概要



参 加 者 氏 名 所　　属 連絡先 （電話 または FAX）

備  

考

配慮事項等がある場合はこちらにご記入ください。

トラブル・シューター養成セミナー  参加申込書 
参加ご希望の開催地

※この申込用紙による個人情報は、本セミナーのご連絡にのみ使用させていただきます。

下記一覧をご参照の上、参加ご希望開催地の申込先へ FAX  または  メール  でお申し込みください。
トラブル・シューター養成セミナー 開催地一覧

東京都
千代田区

鳥取県
鳥取市

福岡県
北九州市

東京都
大田区

東京都
千代田区

栃木県
宇都宮市

徳島県
鳴門市

静岡県
浜松市

兵庫県
宝塚市

富山県
富山市

北海道
小樽市

滋賀県
大津市

千葉県
富津市

長崎県
長崎市

東京都
港区

PandA-J研究所
東京都千代田区飯田橋2-7-1 三政ビル2階

東京しごとセンター
東京都千代田区飯田橋3丁目10-3

FAX 03-6380-8403
E-mail info-panda-j@shiraume.ac.jp

FAX 0857-50-0801
E-mail rakkyou87@yahoo.co.jp

FAX 03-6380-8403
E-mail info-panda-j@shiraume.ac.jp

定員：50名NPO法人 PandA-J （担当 ： 堀江）

NPO法人 PandA-J （担当 ： 堀江）
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鳥取市障がい福祉センター
（さわやか会館）
鳥取県鳥取市富安2丁目96

定員：60名
締切：終了
参加費：無料

困り感を抱える子を支援する
親の会/らっきょうの花（担当 ： 斎藤）

北九州市立男女共同参画センター
ムーブ  5階 大セミナールーム
福岡県北九州市小倉北区大手町11-4

FAX 093-582-7018
E-mail nest-kimachi@poplar.ocn.ne.jp

定員：200名
締切：7月25日
参加費：1,000円

特定非営利活動法人 nest 事務局
TEL 093-582-7018 （担当 ： 林）

大田区民ホール・アプリコ
地下1階 展示室
東京都大田区蒲田５丁目３７-３

FAX 03-5744-1592
定員：100名
締切：8月5日
参加費：無料

定員：200名
締切：9月5日
参加費：1,000円

大田区自立支援協議会事務局
大田区 福祉部 障害福祉課 障害者支援担当（計画）
TEL 03-5744-1700

とちぎ男女共同参画センター
パルティ 研修室302
栃木県宇都宮市野沢町4-1

FAX 028-666-4604
E-mail teichaku@ah.wakwak.com

定員：70名
締切：定員になり次第
参加費：無料

栃木県地域生活定着支援センター
TEL 090-8087-3250（担当 ： 関口）

鳴門教育大学
地域連携センター 多目的室
徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地

FAX 088-687-6325
E-mail mogura@naruto-u.ac.jp

定員：50名
締切：9月10日
参加費：未定

鳴門教育大学 
大学院学校教育研究科 小倉研究室

（担当 ： 小倉）右記FAXもしくはメールへ

アクトシティ浜松
コングレスセンター 43会議室
静岡県浜松市中区板屋町111-1

FAX 053-430-0597
E-mail kikaku-kyodo@hikarinosono.or.jp

定員：70名
締切：9月30日
参加費：1,000円

浜松協働学舎根洗寮
TEL 053-430-0596 （担当 ： 高木）

宝塚福祉コミュニティプラザ内
ぷらざこむ1  3階 フリールーム
宝塚市売布東の町12-7

FAX 03-6380-8403
E-mail info-panda-j@shiraume.ac.jp

定員：40名
締切：10月5日
参加費：1,000円

関西エリア・トラブルシューター・
ネットワーク （担当 ： 山口・高橋）

サンシップとやま
富山県富山市安住町5-21

E-mail ts_hokuriku@yahoo.co.jp
定員：50名
締切：10月25日
参加費：1,000円

とやま発達障がい親の会
TEL 090-2371-4265（担当 ： 末村）

小樽市 福祉部 障害福祉課
TEL 0134-32-4111（内線302）

（担当 ： 菊地）

小樽市役所 
消防庁舎 ６階 講堂

長崎県総合福祉センター
5階 大会議室
長崎県長崎市茂里町3-24

定員：50名
締切：定員になり次第
参加費：無料

大津市立やまびこ総合支援センター
4階 会議室
滋賀県大津市馬場2丁目13-50

FAX 077-502-2427
定員：50名
締切：定員になり次第
参加費：未定

滋賀県地域生活定着支援センター
TEL 077-561-3485 （担当 ： 森嶋）

FAX 0439-80-1355
E-mail mb015@city.futtsu.chiba.jp

定員：50名
締切：12月1日
参加費：未定

定員：100名
締切：12月10日
参加費：1,000円

TEL 095-893-5503
長崎市手をつなぐ育成会

E-mail info@nagasakishi-ikuseikai.jp

（担当 ： 谷） 長崎市手をつなぐ育成会
E-mail info@nagasakishi-ikuseikai.jp

（担当 ： 谷）

港区障害保健福祉センター
東京都港区芝1丁目8-23

FAX 03-6380-8403
E-mail info-panda-j@shiraume.ac.jp

定員：300名
締切：12月25日
参加費：1,000円

NPO法人 PandA-J
ぱんだ学校部会 （担当 ： 深井）

※必ずご記入ください。

堀江 まゆみ（白梅学園大学、ＮＰＯ法人ＰandＡ－Ｊ）、　野沢 和弘（毎日新聞社論説委員、ＮＰＯ法人ＰandＡ－Ｊ）
大石 剛一郎、　辻川 圭乃、　高森 裕司、　菊地 哲也、　福島 健太、　浦崎 寛泰　（以上、弁護士)
内山 登紀夫（福島大学大学院）、　桝屋 二郎（関東医療少年院）、　安藤 久美子（精神・神経医療研究センター）　(以上、精神科医)
水藤 昌彦（山口県立大学）、　関口 清美、　益子 千枝　(以上、地域生活定着支援センター)   　他

講師陣一覧
※各開催地により
　異なります。

開催地 日　 時 会　 場 備　考問 合 先 申 込 先

富津市役所 大会議室
千葉県富津市下飯野2443番地

富津市役所 社会福祉課 障害者福祉係
FAX 0439-80-1355
E-mail mb015@city.futtsu.chiba.jp

NPO法人 PandA-J

FAX 0134-22-6915
E-mail syogai-fukusi@city.otaru.lg.jp

小樽市 福祉部 障害福祉課

小樽市花園２丁目１２番１号


