認定NPO法人
みやぎ発達障害サポートネット

2015年度

事業報告書

みやぎ発達障害サポートネットは、
発達障害のある子どもの保護者と支援者が集まり、2005
年に任意団体による勉強会を始めました。療育を求める声や
情報の一元化など、多くのニーズを受けて法人格を取得し、
宮城県で第１号の認定 NPO 法人として国税庁より認定を
受け、2015 年３月には仙台市の認定を受けました。
制度の狭間にあるとされる発達障害児者支援について、た
くさんの人が働きかけ、国の制度も動いてきました。
しかし、
個々のニーズに応えられる場が、まだまだ少ないのが現状で
す。療育や学びの機会・保護者同士の集まりなど、ここには
多くの希望があふれています。
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潤子

会員の皆さま、ご寄付をくださった皆さまそして様々なところでお世話になりました関係者
の皆さま、温かいご理解とご支援をお寄せくださり心から感謝を申し上げます。
ここに、
「2015年度事業報告書」（ダイジェスト版）をお届けいたします。ご支援くださった
多くの皆さまへお礼の気持ちを込めて作成いたしましたので、活動のあらましをご覧ください
ますようお願い申し上げます。
2015年度は、当法人ミッションにある『「あったらいいな」を叶え「未来を創る」
』に向けて、
組織基盤強化に取り組んだ2年目となり、羅針盤となる中期計画と舵取りとなる行動プランを基
に進めてまいりました。
「自分を語れる当事者」「発達障害を理解する市民」「アドボカシーできる職員」が、お互いに
育ち、理解を深めるための歩み寄りを願った事業活動には、多くの信頼のことばを寄せていた
だきました。ありがとうございました。
さて、2016年は組織基盤強化３年目となり、中期計画推進の２年目でもあります。中期計画
第一の目標である「３年間で活動拠点移転を成功させます」を中核に据え、安心して暮らせる
社会づくりのために、2016年サポートネットは進化 深化します。

中期計画

引き続きご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

実施期間：平成27年１月〜平成30年３月
みやぎ発達障害サポートネットは、平成19年の法人設立以来、自閉症／発達障害のあるご本
人とご家族が安心して暮らせる社会づくりに貢献することを目的とし、その実績を積み重ねて
きました。
今日、発達障害と診断される数は増加傾向（H24文科省調査：通常の学級に在籍する発達障
害等の児童生徒は約6.5%）にあり、大人になって判明する例も多く、発達障害の特性は顕在化
しています。また、療育や相談事業から見える一人一人のニーズは多様化しています。
さらに、法改正等、社会状況が大きく変化する中、制度に基づく支援事業、ニーズが高く専
門性が必要とされている療育事業、当事者の保護者支援など、当NPO法人としての役割は大き
いものと捉えています。中でも、療育分野における活動には期待の声が寄せられています。
しかし、東日本大震災後、当法人を取り巻く環境も変化しました。
日々起きる課題の対応で精一杯の時がありました。活動を楽しみに来
る子供たちの教材作りに追われる日が続きました。そんな現実から、
環境が変化しても着実な支援を継続できる運営体制を構築することが
重要と考えました。

認定NPO法人
みやぎ発達障害サポートネット

実施期間：平成27年１月１日〜平成30年３月31日

みやぎ発達障害サポートネットは、平成19年の法人設立以来、自閉症／発達
障害のあるご本人とご家族が安心して暮らせる社会づくりに貢献することを目的
とし、その実績を積み重ねてきました。

この中期計画策定にあたっては、ご本人とご家族に寄り添う将来を

今日、発達障害と診断される数は増加傾向（Ｈ24文科省調査：通常の学級に
在籍する発達障害等の児童生徒は約6.5％）にあり、大人になって判明する例も
多く、発達障害の特性は顕在化しています。また、療育や相談事業から見える一
人一人のニーズは多様化しています。
さらに、法改正等、社会状況が大きく変化する中、制度に基づく支援事業、

見通した支援体制と職員の専門性を高め、組織運営の安定化に向けた

ニーズが高く専門性が必要とされている療育事業、当事者の保護者支援など、当

取り組みを大事にし、地域社会において信頼を得られるNPO法人を基

に追われる日が続きました。そんな現実から、環境が変化しても着実な支援を継

本におきました。

ＮＰＯ法人としての役割は大きいものと捉えています。中でも、療育分野におけ
る活動には期待の声が寄せられています。
しかし、東日本大震災後、当法人を取り巻く環境も変化しました。日々起きる
課題の対応で精一杯の時がありました。活動を楽しみに来る子供たちの教材作り
続できる運営体制を構築することが重要と考えました。
この中期計画策定にあたっては、ご本人とご家族に寄り添う将来を見通した支
援体制と職員の専門性を高め，組織運営の安定化に向けた取り組みを大事にし、
地域社会において信頼を得られるＮＰＯ法人を基本においています。
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● 子供支援事業 ●

「プリズム」の運営
◯

利用登録者数は３月末に73名となり、大幅な目標達成となった。年間の延

べ利用者数は1,288名で、昨年度と比較して約100名の増。個別療育28名、
小グループ療育45名が登録。小グループ数は11グループで、平成25年度開
設時の４グループから約３倍になり、①SNS等での情報の広がりが見られた
こと ②保護者または当事者ニーズが増大していることが理由と思われる。
◯

プリズム利用者層の中・高生は、小グループ活動の利用が多い（グラフ参

照）。特に今年度は、
「プラスの関わりから、所属感を感じさせ、自己肯定感
を高める」ことをねらいに展開し、子供たちの中に自分らしさを発揮できる
場として位置づけられており、未就学児から高校生までの各ステージに合わ
事業の利用状況
せた活動が展開できた。
◯

３年間の実践を

もとにした事例検

〈利用者層〉
高校生 10%

〈指導形態〉

未就学児 4%

グループ
62%

討会の開催は、今

個別 38%

後の運営の励みに
なると同時に研鑽
を積んでいきたい

中学生 30%

小学生 56%

と考える。
「ぬくもりすぺいす虹っ子」の運営
1．児童発達支援事業（未就学児対象）
◯

３月末に利用者数が76名となり、総利用者数も前年度は308名、今年度は

687名と大幅な利用者増につながった。
◯

一人一人に合ったスケジュール表の活用や、課題を通した「終わりがある」

ことの意味理解により、のびのびと取り組む姿が見られた。療育に対する一
貫した考え方は、TEACCHプログラム等に学んだものであり、その有効性を
実感するとともに、家庭や幼稚園、保育園でも応用できるように保護者と一
緒に考え、実践につながったのは協働療育の成果と考える。
◯

療育では保護者と話し合う時間を設定しているが、保護者の気持ちの安定

となり、子どもの安心感につながっていると感じる。
◯

職員の適切な配置、各自のスキルアップ、事例検討会等を重ねたい。

2．放課後等デイサービス事業（主に学齢期の児童対象）
○

月毎利用者数は、117名〜174名で推移。年間平均利用は7.1名で、中期

計画の目標より減少となったが、児童発達支援との調整によるものである。
○

共通課題では、創作や調理、運動、ゲームなどの内容を、子どもたち一人

一人に合った提示の仕方を考えたり、季節に合わせた課題を工夫したりした。
中でも、子どもたちが自分で選択する、作業手順をiPadで提示するといった
ことは効果的であり、喜んで取り組む姿が見られた。

【子供支援事業全体の運営から】
玩具の寄贈が多くあり、子供たちの活動が充実してきた。
学生ボランティアの活用を図り、仙台市内数大学から年間延べ998時間のボラ
ンティア支援を受け、ボランティアとしての意欲と責任感を育ててきた。子ども
たちの関わりたいという気持ちも高められ、活動の活性化につながっている。
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1．相談事業

● 保護者等支援事業 ●

今年度は、専門相談、療育相談、10分相談の体制で進めた。相談総件数

は137件となり、昨年度の51件と比較しても飛躍的に増えている。相談内
容は、障害の特性や子どもの特性に合わせた接し方、子どもの所属機関で
の対応など、幅広いニーズとなっている。相談以外の問合せ件数も多く、
年間127件に及んでいる。その多くは、当法人HPやブログを見ての問い合
わせになっている。
2．おしゃべりサロン事業

中期計画の３つの目標は全て達成に至り、主に保護者が集うサロンの利

用状況は、ふわり（主に未就学児〜中高生対象）の年間利用者数は98名、
ラルクママ（主に中高生〜成人対象）は120名で、昨年度よりそれぞれ約
20名増となった。なお、地域創造基金さなぶり／地福寺両国回向院出開
帳による助成事業「震災４年目のおしゃべりサロン」を開催し、震災後の
メンタルケアを行った。参加者が思いや悩みを打ち明け、講師の助言もあっ
た。どの回でも、参加者の表情が明るくなる様子が見られた。
3．学び合い事業

日本社会福祉弘済会助成事業は、「2015 自閉症・発達障害児者支援セ

ミナー〜成人期から学ぶ 将来を見据えた支援のあり方〜」として、発達
障害専門医からの学びと成人ゲストを迎えて開催した。特に当事者の話を
保護者と支援者が共に直接聞くことで、今取り組んでいる支援の方向性を
確認することができた。この２回のセミナーから、「自分を語れる当事者」
「発達障害を理解する市民」「アドボカシーできる職員」の育成と、お互い
に理解を深めるという歩み寄りの大切さを確認した。
日本郵便年賀寄付金配分事業は、「チャレンジプログラム」３年目の取り
組みとして、プリズム小グループの療育活動を対象に、セミナーと事例検
討会を実施した。特に事例検討会において、当法人が主体的に実践事例を
発表し、参加支援者から客観的な意見をいただいたことは今後の療育事業
推進にとってプラスに働くものとなった。勉強会のうち１回は、当方職員
が講師になって進めた。受講者からの評価は高く、自前講座開催を目指す
一歩を踏み出すことができた。
PanasonicNPOサポートファンド助成事業は、組織基盤強化と人材育成
を軸に進めてきた。中堅職員養成講座では、支援者としての資質を深める
ことができた。年間の研修会等は17回に達し、自主的なプチ事例検討会に
もつながった。
4．情報発信事業

中期計画の目標である「信頼を得るNPO法人として、効果的な情報収集

や発信を積極的に行い、影響力を高める」の達成に向け、担当職員中心に
活躍できた１年間だった。
会報誌、ブログ、Facebookを見て、相談や療育へ問合せる保護者も多
く、今年度は行政機関や大学研究室からの問合せが多かったことも特徴と
いえる。昨年度開設したFacebookでは、年間9580回のアクセス数となり、
「発達障害」
「サポートネット」の認知につながった。情報源としての責任
も感じている。
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事業の利用状況

事業の利用状況
〈子供支援事業〉

〈保護者等支援事業〉

療育事業
プリズム
45.4%

相談支援 16.3%
研修
42.9%

問い合わせ
15.0%

指定）児童発達支援・
放課後等デイサービス事業
54.6%

サロン 25.8%

法人活動の総括
みやぎ発達障害サポートネットにとっては、中期計画（H27.1〜H30.3）と行動プランを中心に据え、
一つ一つの活動にしっかりと取り組んできた１年間と捉えている。中期計画は、みやぎ発達障害サポー
トネットの羅針盤であり、行動プランはまさに舵取りになり、組織基盤強化の取り組みに見通しをもっ
て進むことができた。振り返ると、２つの転換期があり、このことをきっかけに、法人活動を支える
組織基盤強化は人材にありと考えた。職員が課題や取り組みを共有し、方向性を同じくし、高い意欲
を持ち続けることが組織基盤強化につながることを確認できた１年間であった。
今年度の重点目標は次の５点に集約して、取り組んだ。
(1) 障害のある子供との早期の出会いと早期療育及び保護者支援の充実
(2) 個々の利用児童に向き合った療育
(3) 経営の安定と基盤づくり
(4) 中期計画の計画的な運用
(5) 新活動拠点

平成28年度

特定非営利活動法人

【組織運営図】

運

営
正

組
会

総

みやぎ発達障害サポートネット
織

図

員
会
監

顧問公認会計士

事

評価委員会

理事会

代表理事
協力医療機関
総務･経理・庶務・渉外

事務局
苦情解決第三者委員

コンプライアンス管理者
（代表理事）

苦情解決責任者

児童虐待防止責任者
責任者会議
苦情受付担当者

子ども支援事業
指定多機能型事業所
ぬくもりすぺいす虹っ子
児童発達支援
放課後等デイサービス

保護者等支援事業

療育事業

プリズム

おしゃべり
サロン事業

個別療育
グループ療育
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会計監査について

みやぎ発達障害
サポートネットで
は、 認 定NPO法 人
NPO会 計 税 務 専 門
家ネットワーク作
成 の「NPO法 人 の
ための業務チェッ
クリスト」を用い
て、 監 査 を 受 け て
います。
●掲載されている会計書類はダイジェスト版です。

事【収
業
会費 4.2%

収 益】
益
寄付金 3.5%
助成金 5.1%

事【費
業
その他 0.4%
情報 1.2%

費 用】
用
管理費用 1.9%

研修 7.0%
療育事業
16.5%

事業収益 87.2%

指定）児童発達支援・
放課後等デイサービス事業
73.0%
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事業費用 98.1%

アドボカシー（提言）
発達障害児・者への直接的支援に加えまして、社会の中で当たり前に受け入れられるよう、市民
への働きかけを常に意識して取り組んで参りました。毎年度開催しておりますセミナー等は勿論の

こと、子供支援事業・プリズムの事例検討会を開催し、取り組みの実際を発信することができました。
さらに情報発信委員会を立ち上げ、紙媒体の会報誌とSNS関係の活用を進めました。各担当が事の

提
言

あらましを客観的に捉え発信続けたことは、研究機関、公的機関からの問い合わせや利用希望者が

増加している一因と捉えます。子供たちの活動が見えるだけでなく、職員の心からのメッセージは、

「アドボカシーできる職員」の第一歩を強く印象づけるものでした。

これまでにご協力いただいた企業・団体
さまざまな方法を通して市民の方々、企業・団体から、書き損じハガキや文具・遊具の提供、数大

学からの学生ボランティアなどの支援を受けています。

イーパーツ、株式会社イートス、株式会社菊新工務店、公益財団法人キリン福祉財団、公益財団
法人損保ジャパン記念財団、財団法人愛恵福祉支援財団、地域創造基金さなぶり／地福寺両国回向
院、東北労働金庫ろうきん地域貢献ファンド、日本財団、日本社会福祉弘済会、日本郵便株式会社、
PanasonicNPOサポートファンド、平野印刷所、三井住友海上火災保険株式会社、みやぎNPO夢ファン
ド、宮城県共同募金会、みやぎ生協こ〜ぷほっとわ〜く基金、みんみんファンド、明治製菓株式会社（敬
称略・五十音順）

連携機関

連
携
等

アスペ・エルデの会、子どもの放課後支援をすすめる会、日本発達障害ネットワーク（JDDネット）
、

発達支援ひろがりネット、放課後ケアネットワーク仙台、東北大学、東北福祉大学、東北文化学園大学、
宮城教育大学（敬称略・五十音順）

事

業評価

成田由加里 氏

公認会計士・税理士

成田由加里公認会計士事務所 代表●東北大学大学院経済学研究科会計専
門職専攻 教授●認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事

時代の要請〜療育事業プリズム

（人）

右記グラフは発達障害サポートネットに通う年間平均数であり

療育事業の必要性を力強く示しています。
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・プリズムに通いたい、プリズムなら行ける中高生がいる現実

・100％自費負担にもかかわらず子供の将来のために遠方からプ

利用登録実績（平均値）

120.0

100.0
80.0

3

子供支援事業

140.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
39.5

60.0

55.7

68.8

70.0

67.1

66.0

40.0
20.0

0.0

66.8

71.4

82.9

82.2

75.9

57.3

63.0

リズムに子供を送迎する親御さんがいる現実

・満員のためキャンセル待ちの子供たちがいる現実

虹っ子

プリズム

※プリズムは、平成25年度開設

これらプリズムを通じてあぶりだされた現実に我々はしっかりと向き合い、現行教育福祉制度の

ほかに「あったらいいな。
」の療育事業が求められる現実を深堀することが求められています。

当該療育事業成果の発露は、子供たちの成長を待つところあり長期的視点による定量的定性的評価
が求められますが、短期的視点では現在成長過程にある子供たちが必要とする事業であり、故に必
要とされる子供たちすべてに届けられるべき事業であると考えられます。

子供たち各々にピッタリのハシゴを架けることで、障害が個性になり活躍できる社会、他方その

多様性を享受する豊かな社会の形成実現に向けて一石を投じる事業であると評価します。教育機会
同様、療育を受ける権利を障害のある子供たちが有するならば、当該事業実施費用、療育事業者養

成費用など何をどこまで社会で負担すべきなのかなど問題提起に至る事業であり、これらを受け止
め議論を重ねていくことが今の時代を生きる我々大人たちに要請されていることを示唆する事業で
あると評価します。
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私たちと一緒に「あったらいいな」を
私たちと一緒に「あったらいいな」を
叶えてみませんか？
叶えてみませんか？

みやぎ発達障害サポートネットでは
新活動拠点確保のための応援金を募集しています。
一口 3,000 円から
送金先：七十七銀行 名掛丁支店
普通預金 口座番号：９１６９６８７
口座名義：特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット
認定番号「仙台市（H26 市市市）指令第 74 号」
認定 NPO 法人への寄付には税制上の優遇措置があります。
詳しくは国税庁 HP 又は市町村の HP をご覧ください。

認定 NPO 法人

みやぎ発達障害サポートネット

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１−４−１
TEL： 022-265-5581/FAX：022-352-7088
mail: mddsnet@yahoo.co.jp
HP: http://mddsnet.jp/ Blog: http://blog.canpan.info/mddsnet/

