
2023年度 プログラム

～ 自閉症支援を生活のすみずみに ～

このパンフレットの情報は2023年3月現在のものです。各人材育成プログラムは、会場・講師等の都合により、年
度途中でも変更・中止になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、自閉症ｅサービス＠ふ
くいホームページにてご確認ください。

＠ふくい

自閉症ｅサービス全国ネット

自閉症eサービス＠ふくいホームペ―ジ
（ https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com ）

自閉症eサービスは、「自閉症支援を生活のすみずみに」を活動理念として、現
場の支援者たちが運営・活動する団体です。この理念に賛同した福井県内の支援
者有志が集い、『自閉症eサービス@ふくい』を運営しています。

本チラシ内のセミナーに関する詳細な情報は、ホームページをご覧ください。

お得な2023年度年間パス
の購入は2023年3月1日
（水）から受付開始！
2023年3月1日～4月30
日 個人パス・5人パスが早
割価格になります。
年間パスの詳細は、本パン
フレットをご覧ください。

http://goonx2.jupiter.bindcloud.jp/
https://develoboki.ti-da.net/
https://esyamaguchi.jimdofree.com/
https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com/
https://eskyoto.jimdofree.com/
https://sites.google.com/view/esniigata
https://e-service-kanagawa-web.jimdosite.com/
https://esshizuoka.jimdofree.com/
http://www.npo-mado.net/eserviceoita.html


自閉症eサービス＠ふくい 2023年度 ローカルプログラム

事例検討会：ステップアップ講座／出前アセスメントセミナー受講者限定

集合形式：定員 10 名程度 ＊会場は、事例提供事業所と相談して決定します。

受講料

2023年9月～2024年1月に

月1回開催

各回 19時～20時30分

参加者から、現在関わっておられる利用者につ
いて事例を提供していただき、セミナーで学ん
だ支援ステップをふみながら、参加者全員で支
援を検討します。＠ふくいメンバーがファシリ
テーターをつとめます。

無料
（ステップアップ
講座・出前アセス
メントセミナー
受講者限定）

＊セミナー内容の詳細、お申し込み方法は、＠ふくいHPをご覧ください。

https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com

ステップアップ講座
集合形式：定員 30名
会場：福井県社会福祉センター（予定）

日時 講師（敬称略） 受講料

「問題行動の理解と支援の考え方」
「行動の背景にある特性を理解する」

7/9（日）
10:00-12:00

和田智規（イマジン）
＠京都滋賀

内田彰夫（ぽると）
＠ふくい

2023年度年間パ
ス購入者：無料
一般：6,000円「実際の支援の紹介と、支援プラン作

成演習」
7/9（日）

13:00-15:00

年間パスの詳細、購入方法については、本パンフレット６～７ページをご覧ください。
＊年間パスご購入の際、所属先を選択する必要があります。福井県の方はぜひ「＠ふくい」をご
選択ください。『＠ふくい限定事例検討会』にご参加いただくことができます。

＠ふくい限定 支援者対象座談会
集合形式：定員 10名程度

受講料

2023年 4月、6月、8月 開催

各回 19時～20時30分

会場：こぶし園（or他の事業

所）＋Zoom

・自閉症eサービスが発行する2023年度年間パスを
購入し、所属を「＠ふくい」とした方を対象として
います。
・各回、＠ふくいメンバーの実践紹介や参加者によ
る情報交換を行います。日頃感じる素朴な疑問や悩
みなどを気軽に出しあう場にできればと考えていま
す。お気軽にご参加ください。

＊日程は変更の可能性があります。ご了承ください。
最新の情報は下記HPや、年間パス購入者向けのメ
ールにてご案内します。

無料

（ 2023年度

年間パスを

購入し、所

属を「＠ふ

くい」とし

た方限定）

＜支援者向けセミナー＞

・行動障害のある方への支援、または予防的支援のためのプログラム

・支援者同士のつながりをつくるプログラム



自閉症eサービス＠ふくい 2023年度 ローカルプログラム

自閉症ｅサービス＠ふくい 事務局
〒910-0158 福井県福井市八重巻中町25－8

FAX：0776-60-1321（FAX専用。お問い合わせはメールにてお願い致します。）
e-mail：eshukui.info2018@gmail.com

HP：https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com

アセスメントセミナー
（ワークショップ）

日時 講師 受講料

モデルの方に実際にアセスメ
ントを行うことを通して「ア
セスメントの実施」から「結
果の活用」までを学ぶ実践的
な内容です。
自閉症eサービス作成の【評価
キット】を活用します。

全体で1日半の時
間を要します。

お申し込み時にご
希望の開催時期を
お知らせください。
詳細は担当講師と
調整していただき
ます。

自閉症eサー
ビス＠ふく
いのスタッ
フが担当い
たします。

2023年度機関連携パス、5人パ
ス等を購入し、受講者全員が年
間パス登録されている場合：
受講者1~5名： 70,000円
〃 6~10名：130,000円

それ以外の場合：
受講者5名まで：150,000円

ベーシックセミナー
（講義＋ミニ演習）

日時 講師 受講料

①自閉症の特性理解
1講座あたり、1.5

時間～2時間です。
お申し込み時にご
希望をお知らせく
ださい。
詳細は担当講師と
の間で直接調整し
ていただきます。

自閉症eサービ
ス＠ふくいのス
タッフが担当い
たします。

5講座1セット100,000円

【機関連携パス】をご購
入下さった機関：

1セット分無料

②評価から支援へ

③構造化のアイデア

④コミュニケーション支援

⑤事例検討

出前講座の内容に関するお問い合わせ、お申し込みについては、下記の『＠ふくい事
務局』までメールにてお問い合わせください。メールへのご回答は10日以内に行います。

＜＠ふくい 出前セミナー＞
事業所等、団体からのお申込みで、講師を派遣いたします。
ご希望に合った日程・時間等での開催がしやすく、また事業所内で実施できることか
ら感染予防対策も行いやすいセミナーとなっております。

年間パス、機関パスの詳細、購入方法については、本パンフレット６～７ページをご覧ください。
＊年間パスご購入の際、所属先を選択する必要があります。福井県の方はぜひ「＠ふくい」をご
選択ください。『＠ふくい限定支援者対象座談会』にご参加いただくことができます。



自閉症eサービス＠ふくい 2023年度 ローカルプログラム

保護者向けセミナー
オンライン形式 定員：15名
集合形式 定員：50名

日時 講師（敬称略） 受講料

①うちの子らしさを理解する
~行動特徴と学習スタイル~

集合形式
5月28日(日) 13：30~15：00
＊終了後「座談会」（1時間程度）

自閉症eサービス＠ふ
くいのスタッフが担当
いたします。

2023年度
年間パスを購
入した方：
各回無料

一般の方：
各回1,000円

＊福井県自閉
症協会の会員
は各回無料で
ご利用いただ
けます。（受
講申し込みは
福井県自閉症
協会に行って
ください）

オンライン
6月1日（木）10：00~11：30
＊終了後「座談会」（30分程度）

②くらしをわかりやすく
~構造化のアイデア~

集合形式
7月2日（日）13：30~15：00
＊終了後「座談会」（1時間程度）

オンライン
7月6日（木）10：00~11：30
＊終了後「座談会」（30分程度）

③「伝わった」「わかった」
を支援する
~コミュニケーション支援~

集合形式
8月6日（日）10：00~15：00
＊終了後「座談会」（1時間程度）

オンライン
8月3日（木）10：00~11：30
＊終了後「座談会」（30分程度）

④望ましくない行動への対応
~行動マネジメント~

集合形式
9月3日（日）13：30~15：00
＊終了後「座談会」（1時間程度）

オンライン
9月7日（木）10：00~11：30
＊終了後「座談会」（30分程度）

⑤成人期の自立したくらしを
イメージする
~成人期の様々なサポート~

集合形式
11月5日（日）

10：00 ~ 15：00
＊終了後「座談会」（1時間程度）

前野篤史（スマイル
フレンズ）＠京都滋賀

伊原豊志
（野坂の郷）

田畑 舞
（野坂の郷）

＜保護者向けセミナー（講義＋ミニ演習）＞
＊各回終了後に、座談会（1時間程度）を設けます。設定したテーマに沿って、意見交換
しましょう。＠ふくいスタッフがファシリテーターとして参加します。

＊セミナー内容の詳細、お申し込み方法は、＠ふくいHPをご覧ください。

https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com



自閉症eサービス＠ふくい 2023年度 ローカルプログラム

シリーズ講座（オンライン） 日時 講師（敬称略） 受講料

高機能タイプの方への支援①
「“働く”を考える。福井県の状況と課
題」

2024年1月
野村昌宏(スクラム福井)
村上美恵子(若狭ねっと) 2023年度年間

パス購入者：

→ 1,000円

一般の方
→ 3,000円

高機能タイプの方への支援②
「大人になるまでに大切にしたいこと」

2024年2月 久賀谷 洋(オフィスぼん)

高機能タイプの方への支援③
「他地域の取り組みから学ぶ」

2024年3月 米澤 巧美(＠かながわ)

2023年度＠ふくい企画セミナー：zoomによるオンライン研修です。

＠京都・滋賀、＠ふくい、＠にいがたコラボレーション企画

特別セミナー
＜定員＞ WEB：100名

日程 講師（敬称略） 受講料

「これからの児童発達
支援」

6月17日
（土）

10:00～12:00

講師
諏訪 利明（川崎
医療福祉大学）

＠京都・滋賀
@ふくい
@にいがた
の年間パスIDを
お持ちの方
→ 無 料

・「＠京都・滋賀、ふくい、にいがた」
以外の年間パスIDをお持ちの方
→ 1,000円

・一般の方
→ 3,000円

＊セミナー内容の詳細、お申し込み方法は、＠ふくいHPをご覧ください。

https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com

自閉症ｅサービス＠ふくい 事務局
〒910-0158 福井県福井市八重巻中町25－8

FAX：0776-60-1321（FAX専用。お問い合わせはメールにてお願い致します。）
e-mail：eshukui.info2018@gmail.com

HP：https://jiheisyouesa-bisufukui.jimdosite.com



自閉症eサービス＠京都滋賀 2023年度 ローカルプログラム

2daysトレーニング（モデル付） 定員 トレーナー（敬称略） 受講料

足羽福祉会 主催 「自閉症支援者養成セミナー」 2daysトレーニング（モデル付）
＊2023年度の開催は未定です。お問い合わせは、フレンズあすわ（0776-53-3330 担当：渡辺）まで。

協力事業 お申込みは各主催団体にお願いします。※年間パスによる割引はありません

アセスメントセミナー（モデル付） 定員 トレーナー（敬称略） 受講料

NPO法人おひさま（高浜町） 主催 「アセスメントセミナー」（モデル付）

＊現時点で、詳細は未定です。詳細が決まりましたら、NPO法人おひさまのHP上でご案内します。

ベーシック講座
（会場＆ZOOM同時配信）

＜定員＞ 会場 ：20名

WEB：50名

日程・会場 講師（敬称略） 受講料

① 自閉症の特性理解
9/  1（金）

18:30～20:30
湖北会 ゆるり

門 眞一郎
（フリーランス児童精神科医）

・パスあり 無 料

・一般 2,500円

② 評価から支援へ
9/22（金）

18:30～20:30
湖北会 ゆるり

川嵜 誠一 （湖北会 すだち）
・パスあり 無 料

・一般 2,500円

③ 構造化のアイデア
10/13（金）

18:30～20:30
湖北会 ゆるり

田畑 舞 （野坂の郷）
・パスあり 無 料

・一般 2,500円

④ コミュニケーション支援
11/  10（金）
18:30～20:30
湖北会 ゆるり

内田 彰夫 （ぽると）
・パスあり 無 料

・一般 2,500円

⑤ 行動上の問題の
理解と対応

オンデマンド版
11/  11（土）

～
11/ 18（土）

配信

和田 智規 （イマジン）
・パスあり 無 料

・一般 2,500円

基本研修…ZOOM or 会場 どちらでも受講可能

お申込みは、@京都滋賀のホームページからお願いします。
（ http://eskyoto.jimdo.com/ ）

http://eskyoto.jimdo.com/


■ 自閉症ｅサービス 全国共通「年間パス」（2023年度）

◆年間パスは、自閉症ｅサービス全国ネットが提供する「全国プログラム」、及び地
域事務局で開催される「ローカルプログラム」が利用できる、全国共通のメンバー
シップ制度です。原則、受講料は「パスあり」価格が適用されます。

◆年間パスの有無にかかわらず、各講座・ワークショップにはその都度、申込みが必
要になります。

「年間パス」は3種類あります。

料金（税込）
（早割価格）

2023年3月1日（水）～4月30日（日）に入
金完了されますと、早割価格が適用されます。

個人パス
16,500円

(14,300円)

個人（お一人）で活用いただけるパスです。
〔個人名の年間パスID×1人〕

「全国プログラム」の基本講座（ベーシック＆ステップアップ）
とトピックセミナーがすべて無料（オンデマンド版含む）。その
他のプログラムも「パスあり」価格で受講できます。

5人パス
77,000円

(66,000円)

職場や友だちグループで活用いただけるパスです。
〔個人名の年間パスID×5人〕

個人パスを最大5名登録できます。所属先が違う方々でも構
いません。一緒に学びたいお仲間同士でぜひどうぞ。

機関連携
パス

10人分
＋

最大5人

121,000円

通年で申込可

自閉症ｅサービス全国ネットとパートナーシップ協定を結んだ
機関・団体を対象に、登録者に個人パスを付与します。オンデ
マンド版、オンラインサポートプログラム、ｅ-ｅラ－ニングの特
典があります。

〔個人名の年間パスID×10人】
（さらに5名まで追加可 +12,100円/人）

【年間パスの注意点】
・年間パスを途中解約されても返金はできませんので、予めご了承ください。
・5人パスと機関連携パスでは、年度途中で登録者を変更することができます。その場合、変更
手数料2,200円（税込）/回がかかります。
・登録者以外への譲渡、貸与はできません。パスの流用が発覚した場合は「一般」料金をいただ
きます。集合研修の場合、当日、必ず年間パスIDを受付でご提示ください。

■年間パスをお持ちでない場合
・「一般」料金での受講となります。
・受講者を選考する場合は、年間パスをお持ちの方を優先させていただきます。

自閉症ｅサービス＠京都・滋賀 2023.2



＜パートナーシップ協定とは＞

自閉症ｅサービスの基本理念である、“自閉症支援を生活のすみずみに”に賛同し
ていただける支援機関・団体と、自閉症ｅサービス全国ネットとがパートナーシップ協
定を結び、それぞれの特色・強みを活かして柔軟に連携して活動することを目的にし
ています。パートナーシップ協定自体に費用はかかりません。具体的な連携について
は、双方が協議して「実施要項（実施プラン）」を作成し、通年で活動します。

◎機関連携パスは次のようなニードに応えます。
・事業所や法人全体で自閉症支援のスキルを高めたい
・オンデマンド版を活用して、じっくりと学習したい
・全国ネットと共催して、地元地域でワークショップやオンライン講座を開催したい
・オンライでのケース検討に、ｅサービス認定コンサルタントを派遣してほしい

自閉症ｅサービス全国ネットは、自閉症支援のネットワークを展開していくた
めに、全国各地の支援機関・団体とパートナーシップ協定を結び、機関連携
の可能性を広げます。その一環として、年間パスの中に「機関連携パス」を
設けております。

★対象：2023年度パートナーシップ協定を結んだ機関・団体
★内容：個人パス10人まで登録可
★料金：121,000円（税込）（5名まで追加可、＋12,100円/人）
★特典：オンデマンド版「現場支援アイデア集」：すべて無料

オンラインサポート：6,600円/時（通常は11,000円/時）
ｅ-ｅラーニング（全10回）無償付与（年間通して視聴可）

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

http://www.jiheishou-e.com/
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