日本発達障害ネットワーク第4 回年次大会
日本発達障害ネットワーク（JDD ネット）は、発達障害関係の当事者団体・親の会や学会・研究会、職能団体などの
全国団体・地方団体による幅広いネットワークで、全国団体 16、エリア団体 46 が加盟しています。日本発達障害ネッ
トワークは、障害の種別、学会・学派、職種、立場や主張、地域等の壁を越え、当事者支援を主眼に置いたネットワー
クです。
年次大会は発達障害に関係する全ての方が一堂に会して開催するものです。
多くの方のご参加をお待ちしております。

日時：平成 20 年 12 月 13 日(土) 午前 10 時～平成 20 年 12 月 14 日（日）午後 5 時
会場：目白大学 新宿キャンパス 東京都新宿区中落合 4-31-1 西武新宿線・大江戸線「中井」駅より徒歩 8 分
【定 員】
８００名 （定員に達し次第受付を終了させていただきます）
【参加費】
会員 3,000 円
非会員 4,000 円
交流会費
5,000 円（事前申し込みが必要です）
＊ 13 日のプレコングレス参加者は、各セミナーの主催団体へ申し込みの上、各団体で設定した参加費を納入いただきます。
【大会テーマ】 「 結ぶ
～伝えあい、学びあう広場で～ 」
加盟団体・会員の交流と学びの場であるとともに、
活発な議論と意見表明の機会であることを重点に企画しています。
【主 催】 日本発達障害ネットワーク（JDD ネット）
【協 賛】 目白大学
【後 援】 (依頼予定）
：文部科学省、厚生労働省、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、埼玉県教育委員会、千
葉県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、千葉市教育委員会、日本心理臨床学会、日本臨床心理士認
定協会、日本心理学会、東京臨床心理士会、日本障害者協議会、日本障害者リハビリテーション協会、全日本手をつ
なぐ育成会、
（社福）NHK 厚生文化事業団、明治安田こころの健康財団、毎日新聞社、読売新聞社、日本経済新聞社
【大会実行委員長】田中 康雄 (日本発達障害ネットワーク代表/北海道大学大学院教授）
【大会副実行委員長】矢島 卓郎 (目白大学教授) 【大会事務局長】 内田 雅志（北海道大学大学院教育学研究院）

【申し込み方法】
参加日程・形態により、2 通りの申し込み方法があります。
① 13 日(土)のプレコングレス(職能団体主催セミナー)に参加する場合
各主催団体の会員など、対象者が限定されます。各団体を通しての申し込みとなります。各団体にお問合せください。
② 一般の参加の場合
会員(JDD ネット加盟団体の会員)の方も、会員ではない方も、大会事務局への直接申し込みとなります。
手続きは次のとおりです。必要事項を記入の上、下記の郵便振替口座にお振込みください。
郵便振替口座： 00170-5-614563
［口座名］日本発達障害ネットワーク
振込金額 ：参加費 会員 3,000 円・非会員 4,000 円
交流会費 5,000 円
（例：会員で交流会参加の場合は計 8,000 円お振込みいただきます）
払込取扱票 記入事項：
（1）
「通信欄」に記入
①［年次大会］
［交流会］それぞれの参加について明記願います。
② 所属（会員の場合は、所属団体と支部名を必ずお書きください）
（3）
「依頼人欄」に記入
① 住所
② 氏名
③ 電話番号
［ご留意事項］
1. 参加お一人毎に 1 件ずつでお振込をお願いします。
2. 郵便振替の受領書が参加証となりますので、年次大会当日必ずご持参下さい。
3. 申込〆切 : 11 月 21 日(金)
(定員に達し次第、受付を終了させていただきます。)
《問い合わせ先》
JDD ネット事務局：105-0013 東京都港区浜松町 1-20-2 村瀬ビル 3F
TEL： 03-6240-0674 FAX：03-6240-0671 E-MAIL: office@jddnet.jp

プ ロ グ ラ ム
平成 20 年 12 月 14 日（日） (9:30～17:00)
○

開会式

代表挨拶・来賓挨拶

(9:30～10:00 記念館)

○

大会基調講演

「共生：社会倫理学的視点からみた発達障害」
（仮題）

講師：川本隆史氏 （東京大学大学院教育学研究科教授）
○

ビギナーズ向けリレー教育講演

座長挨拶

(10:00～12:00 記念館)

座長： 田中 康雄 （JDDネット代表/北海道大学）

（10:00～14:50

10 号館 9 階 10900 教室 ）

市川 宏伸 （JDD ネット副代表/日本児童青年精神医学会理事長） （10:00～10:15 ）

1. 福祉分野から：
「発達障害者福祉の現況（仮）
」

講師：石井哲夫氏（JDD ネット名誉代表/日本自閉症協会会長）

(10:15～11:05)

2. 教育分野から：
「特別支援教育の現況（仮）
」

講師：上野一彦氏（JDD ネット理事/東京学芸大学教授）

(11:10～12:00)

3. 就労支援分野から：
「就労支援の現況（仮）
」

講師：望月葉子氏（障害者職業総合センター主任研究員）

(13:00～13:50)

4. 医学分野から：
「発達障害研究の現況（仮）
」

講師：中村和彦氏（浜松医科大学講師）

(13:55～14:50)

○

行政解説

1.

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神･障害保健課長

福島靖正氏、

2.

厚生労働省 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長

吉永和生氏

3.

文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課長

永山裕二氏

○

「発達障害者支援の現状と国の取り組みについて」

ネットワークアワー（参加者の交流と議論の広場）

第 1 会場 テーマ「特別支援教育」
ファシリテーター

（13:00～14:50）

柘植雅義 （JDD ネット理事/兵庫教育大学大学院教授）
大塚晃

（13:00～14:50 記念館）

（10 号館 9 階 10901 教室）

第 2 会場 テーマ「子育て支援」
ファシリテーター

司会：山岡修(JDD ネット副代表)

内藤孝子 （JDD ネット協議員/全国 LD 親の会）

（10 号館 9 階 10902 教室）

（JDD ネット理事/上智大学教授）

高山恵子 （JDD ネット理事/えじそんくらぶ）

第 3 会場 テーマ「ヘルスプロモーション」 （10 号館 3 階 10300 教室）
ファシリテーター

市川宏伸 （JDD ネット副代表/日本児童青年精神医学会理事長） 尾崎ミオ （JDD ネット協議員/日本自閉症協会）

第 4 会場 テーマ「地域生活支援」
ファシリテーター
○

（10 号館 3 階 10301 教室）

倭文真智子（JDD ネット副代表/日本臨床心理士会理事）

スペシャルネットワークアワー 「JDD ネットがめざすもの」

会員へのメッセージ ：JDD ネット理事
○

パネル・ディスカッション

パネリスト

パネル展示

10 号館 9 階 10900 教室）

氏田照子（JDD ネット副代表/事務局長）

（15:00～17:00 記念館）

森口奈緒美氏

コメンテーター ：TBS プロデューサー 山崎恆成氏
○

（15:00～17:00

司会：田中康雄(JDD ネット代表)

「当事者からのメッセージ」(仮題)

： ニキリンコ氏

田中尚樹 （JDD ネット協議員/アスペ･エルデの会）

コーディネイター：辻井正次 (JDD ネット理事/中京大学教授）

ＪＤＤネット加盟団体・各都道府県 JDD ネット

(10:00～17:00

10 号館 3 階 10302 教室)

＊ 当日は、10 号館 9 階 10903 教室で JDD ネット地域ミーティング 2008（東京会場）を開催します（10：00～15：00 参加無料）ので、
こちらにもどうぞご参加ください。
平成 20 年 12 月 13 日（土） (9:00～17:00)
○

プレコングレス（JDD ネット加盟職能団体主催セミナー）

各団体の会員など、対象者が限定されます。各団体の募集要領に応じた、申し込みが必要となりますので、各団体にお問い合わせください。
1.

日本臨床心理士会

( 9:00～16:00

2.

特別支援教育士資格認定協会

( 9:00～16:00

10 号館 9 階 10901 教室)

3.

日本作業療法士協会

(14:00～17:00

10 号館 9 階 10902 教室)

4.

臨床発達心理士会

(14:00～17:00

10 号館 9 階 10903 教室)

5.

日本言語聴覚士協会

(14:00～17:00

10 号館 3 階 10302 教室)

○

交流会

【ご留意事項】

10 号館 9 階 10900 教室)

（平成 20 年 12 月 13 日（土）17：30～19：30 目白大学 研心館）

事前申し込みが必要です。

自主企画が加わるなど、プログラム等は一部変更することがあります。詳細は、日本発達障害ネットワークのＨＰをご覧

ください。
（http://jddnet.jp/）

