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会長あいさつ 

 

 

ここ数年は毎年、あいさつの冒頭に新型コロナウィルスの話をしております

が、まだまだ新型コロナウィルスの完全収束のめどは見えにくい状況にありま

す。世の中はリモートが主流になり研修会等ではリモートを活用することであ

る程度は社会活動が継続できています。しかしながら、我々の活動主体である

福祉や教育、就労の場現では対面での相談や支援を求められる場面が多く、今

の現状では活動に制限があることも事実です。 

こうした中、会としても新型コロナウィルスの影響で活動に制限を受けた昨

年度ではありましたが、大分県発達障がい者支援センターＥＣＯＡＬを中心と

した関係機関との連携で着実に成果もあげてきました。 

活動に制約があって難しい状況ではありますが、関係機関とも連携を取りな

がら、ＳＶとしての責務を果たすべく今後も前向きな対応をとっていける会で

ありたいと考えています。 

 我々の目的の１つは、地域のネットワークの促進であり、ＳＶがそのネット

ワークのつなぎ目を担うことだと考えています。新型コロナウィルスの影響で

地域の状況にも変化がありますが、そうした状況変化もきちんと把握する目を

持ちながら当事者の方や地域の中でこれまで以上に求められる存在になれるよ

う皆さんに大きな期待をしています。 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月３日 

 

大分県発達障がい者支援専門員の会  

会長 相本 雄一郎 

 

 

 

 

 

 



令和３年度活動報告 

 

１．専門員（ＳＶ）のスキルアップ 

ＳＶのスキルの維持・向上を大きな目的としたＳＶの更新については会の事

務局であるＥＣＯＡＬとも連携して取り組んできました。あわせて、圏域連絡

会を通じて会員への周知徹底に努めてきました。令和３年度でＳＶ更新もワン

クールし、その中での課題等も見えてきたのが実状です。そうした課題を事務

局及び役員で協議し、次年度からは更新制度の改正を考えております。ＳＶの

スキルアップを目的とした更新制度ではありますが、会員個々の状況等を勘案

し、制度自体が会員にとって大きな負担とならないよう改善し、今後も継続し

た活用となるよう考えていきたいと思います。 

 

 

２．地域ネットワークの促進 

これまで培ってきた地域の中での活動をさらに推し進め、地域におけるＳＶ

の地位と必要性を構築するため、各圏域（地域）レベルでＳＶやペアレントメ

ンター、保育コーディネーター、さらには相談事業所を含む関係機関との連携

作りを検討しておりましたが、新型コロナウィルスの影響で圏域では予定して

いた連絡会が実施できない状況も多く、令和２年度の成果としては不十分であ

ったと考えます。今後も新型コロナウィルスの影響を加味しながら、地域ネッ

トワークの促進に向けた取り組みを検討していきたいと考えます。 

 

 

３．派遣事業への取り組み 

新型コロナウィルスの影響もありましたが、県の事業であるＳＶ派遣事業に

ついては概ね一定の成果が出せました。また、ＳＶ派遣だけではなく、事案に

よってはペアレントメンターとの合同での派遣実績も微増ではありますが増え

ております。来年度も事務局であるＥＣＯＡＬと連携を取りながら、ＳＶの会

の組織力とＳＶ個々人のスキルを活用し、県の事業の推進に協力していきたい

と考えています。 

 

 

４．関係機関との連携 

大分県発達障がい者支援センターＥＣＯＡＬを主とした関係機関との連携に

ついては、令和２年度も継続した取り組みができた。新型コロナウィルスの影響

は大きかったが、リモート等を活用することで連携を図ることができた。 



2021年度決算 

【収入の部】 

科目 予算額 決算額 増減額 備考 

13期登録料 204,000 192,000 △12,000 13期 16名(1名辞退) 

更新会費 300,000 720,000 420,000 7～9、11期(60名) 

自閉症協会共催費 20,000 0 △20，000 本年度実施なし 

雑収入 0 19 19 利子 

前年度繰越金 2,362,379 2,362,379 0   

合計 2,886,379 3,274,398     

【支出の部】 

科目 予算額 決算額 増減額 備考 

圏域活動費   

東部別府 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

東部国速杵 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

中部大分 40,000 40,000 0 お茶代、会場費等 

中部臼津 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

南部 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

豊肥 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

西部 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

北部 20,000 20,000 0 お茶代、会場費等 

郵送費 100,000 135,831 △ 35,831   

HP管理費 12,000 62,880 △ 50,880   

研修会・会場費 100,000 276,490 △ 176,490 Zoom 契約料・懇親会費等 

役員会旅費 130,000 22,000 108,000 総会以降は Zoom での開催の為 

特別活動費 50,000 99,770 △ 49,770 
圏域連絡会講師謝礼金 

SV の会主催研修会講師謝礼 

保険代 42,720 43,080 △ 360 12 カ月分(9月から月 60 円増加) 

印刷・消耗品等 100,000 60,577 39,423   

その他・雑費 40,000 31,642 8,358 学習用 DVD 

合計 754,720 912,270 △ 157,550   

【次年度繰り繰越額】     

収支決算額 3,274,398 ‐ 912,270 ＝ 2,362,128    

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2022 年度 役員選挙 事務局選任(案) 

 

 

【会長】 

SVNo, 氏 名 所 属 

1 相本 雄一郎 合同会社 and U 

 

 

【副会長】 

SVNo. 氏 名 所 属 

5 越智 芳子 社会福祉法人 別府発達医療センター ひばり園 

95 田中一旭 社会福祉法人 とんとん こども発達支援センターもも 

15 渡辺香織 社会福祉法人 くらっぷ こども発達支援センター あ～く 

3 阿部京子 からだの教室 Laugh 

 

 

 

 

 

 



令和４年度活動方針（案） 

 

１．専門員（ＳＶ）のスキルアップ 

ＳＶの会の主目的であるＳＶ自身のスキルの維持・向上については、これま

で通り継続した取り組みを考えています。その取り組みの１つである更新制度

については、昨年度を持って更新が１巡したこともあり、年度末に更新制度の

見直しを行いました。現場会員の意見を参考にしつつ事務局の効率化を考慮

し、更新制度を改善し、ＳＶ個々人の更なるスキルアップにつなげていきたい

と考えます。また、更新ともリンクする研修会についても、事務局であるＥＣ

ＯＡＬと連携し、参加可能となる研修等を増やせるよう検討したいと考えてい

ます。あわせまして、各圏域での活動を活性化させるための補助も継続して行

い、圏域での様々な企画・研修・勉強会等を行っていきたいと考えています。 

 

 

２．地域ネットワークの促進 

現状では新型コロナウィルスの完全収束のめどが見えにくい状況ではありま

すが、可能な限り地域の中でのネットワーク作りを推し進め、地域におけるＳ

Ｖの地位と必要性を構築していきます。各圏域（地域）レベルでＳＶやペアレ

ントメンター、保育コーディネーター、さらには相談事業所を含む関係機関と

の連携作りを一歩ずつ着実に進めていきたいと考えています。 

あわせて、役員会を継続実施することでＳＶ間での情報共有を図り、先進地

域を参考にして県内各地域でのネットワーク作りに努めていきたいと考えてい

ます。 

 

 

３．派遣事業への取り組み 

今年度も県事業であるＳＶ派遣事業が行われます。事務局であるＥＣＯＡＬ

と連携を取りながら、ＳＶの会の組織力とＳＶ個々人のスキルを活用し、県の

事業の推進に協力していきたいと考えています。 

 

 

４．家族支援への取り組み 

圏域連絡会やＳＶ派遣等を通し、当事者の背景になる家族の課題が見えてき

ています。ＳＶとして取り組めることに課題や場合によっては制限があるかも

しれませんが、これまでの当事者・保護者支援を一歩進め、家族支援の視野を持

ち、特に兄弟姉妹児への支援を考えるきっかけ作りを考えています。 



2022年度予算 

 

【収入の部】 

科目 決算額 備考 

14期登録料 264,000 12,000円×22 名 

更新会費 288,000  12,000円×24 名 

自閉症協会共催費 20,000 自閉症協会より交流研修会費 

前年度繰越金 2,362,128   

合計 2,934,128   

 

【支出の部】 

科目 決算額 備考 

圏域活動費   

東部別府 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

東部国速杵 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

中部大分 20,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

中部臼津 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

南部 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

豊肥 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

西部 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

北部 10,000 コロナウイルスの影響をふまえ、前年度より減額 

郵送費 150,000   

HP管理費 62,880   

研修会費 200,000 継続研修・交流研修、zoom契約料等 

役員会旅費 0 Zoom での実施の為 

特別活動費 60,000 圏域連絡会講師謝礼金 

印刷・消耗品等 10,000   

保険代 43,440 3,620 円×12 カ月 

その他・雑費 40000 学習教材等 

特別経費 1000000 15 周年記念式典積み立てとして 

合計 1,656,320   

 

 



大分県発達障がい者支援専門員の会会則（案） 

 

 

第一章  総  則 

 

（名  称） 

第１条  

会の名称を「大分県発達障がい者支援専門員の会」（以下会とする）と称す。 

 

(事 務 局) 

第２条 

  会の事務局は大分県大分市中戸次５６２８番地１に置く。 

 

(目  的） 

第３条  

会は、大分県発達障がい者支援専門員の資質の向上と専門員間の連携をサポートするも

のとし、あわせて、大分県発達障がい者支援センターＥＣＯＡＬとの連携を深め、会員一人

ひとりが深い倫理観をもって広く県内の発達障がい者の支援に中心的に取り組み、障がい

者福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

（活動内容） 

第４条 

会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）大分県発達障がい者支援専門員の資質の向上  

（２）大分県発達障がい者支援専門員の連携のサポート  

（３）大分県発達障がい者支援センターＥＣＯＡＬとの連携 

（４）その他、会の目的達成に必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二章  役  員 

 

（役  員） 

第５条    

会運営のために、次の役員を置く。 

（１）会 長   １名   

（２）副会長   ４名             

（３）事務局（会計及び広報含む）   大分県発達障がい者支援センターECOAL 

（４）役 員   複数名（圏域リーダー） 

 

２ 各役員の職務は次のとおりとする。 

（１）会長は、会を代表し、会の意思決定機関である役員会を招集できる。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。 

（３）事務局は、会の連絡事務及び会計全般、会の広報活動の活性化とホームページの管

理をする。 

（４）役員は、役員会の構成員として会の意思決定に関する業務を担う。 

 

３ 役員の選出 

役員は、会員の互選によって選出する。役員の任期は３年とし、ただし、再任は妨げな

い。 

 

（顧  問） 

第６条  

 会に、顧問を置くことができる。 

  顧問   １名  五十嵐 猛（大分県発達障がい者支援センターECOAL センター長） 

 

２ 顧問は、会の重要な事項について意見を述べるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三章      会の構成 

 

（会  員） 

 

改定後 改定前 

第７条 

会は、大分県発達障がい者支援センタ

ー連絡協議会が認定する大分県発達障がい

者支援専門員を会員として規定する。 

 

２ 会員は５年ごとの更新を行うものとす

る。 

第７条 

会は、大分県発達障がい者支援センタ

ー連絡協議会が認定する大分県発達障がい

者支援専門員を会員として規定する。 

 

２ 会員は３年ごとの更新を行うものとす

る。 

 

（会  費） 

 

改定後 改定前 

第８条      

会員は、役員会の議決により定められ

た会費を納入しなければならない。会費は

初年度に３年分１２，０００円を納入し、

１回目の更新以降は５年分１２,０００円

を更新時に一括納金とする。 

第８条      

会員は、役員会の議決により定められ

た会費を納入しなければならない。会費は

３年分を１２,０００円とし、当該年の最初

に一括納金とする。 

 

 

（退  会) 

第９条      

会を退会する者は、所定の退会・資格返上届に必要事項を記入のうえ、事務局に提出し

なければならない。 

 

２ 次のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。 

（１）会費を納入せず、有効期限内に更新手続きをしなかった者 

（２）死亡した者 

（３）会の名誉を傷つけたと倫理委員会が認めた者 

 

 

 

 



第四章      会  計 

 

（運  営） 

 

改定後 改定前 

第１０条  

会の経費は、会費、寄付金その他の収

入をもって充てる。 

 

２ 会費は、会員 1 名につき初年度のみ３

年分、１回目の更新以降は５年分を一括納

金とし、各々会員が個別に納入するものと

する。 

 

３ 会計監査については、監事を役員の外

に２名置く。 

第１０条  

会の経費は、会費、寄付金その他の収

入をもって充てる。 

 

２ 会費は、会員 1 名につき３年分を一括

納金とし、各々会員が個別に納入するもの

とする。 

 

３ 会計監査については、監事を役員の外

に２名置く。 

 

 

（会計年度） 

第１１条  

会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第五章      機  関 

 

（機関の種類） 

第１２条 

（１）定例総会 

（２）役員会 

（３）専門部会 

（４）倫理委員会 

 

（定例総会） 

第１３条 

定例総会は年１回開催するものとし、本会における最高決議機関であって、会員全員を

もって構成する。 

 

２ 総会の定足数は会員の２分の１以上とし、議決するものとする。 



（役員会） 

第１４条  

 会の会議は役員会とし、必要に応じて会長が招集する。 

 

２ 役員会は役員をもって構成する。 

 

３ 会の会議は、役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の承認を以て議決する。 

 

（専門部会） 

第１５条 

会長は、必要に応じて専門部会を設け、部員を若干名置き、専門部会を開催すること 

ができる。 

 

（倫理委員会） 

第１６条 

  会の活動や支援に際し、会則・倫理綱領に違反した者に対し、これを調査し、処分を検

討する倫理委員会を置く。 

 

１ 倫理委員会は会長、副会長、事務局および外部機関を含める事務局によって指名された

ものによって構成される。 

 

２ 倫理委員会は委員が必要と認める事案が発生した場合、招集される。 

 

３ 委員会は構成される委員の過半数の参加を必要とする。 

 

４ 議事の判定は出席者全員の合意を原則とする。 

 

 

第１７条  

この会則に定めがない事項については、会長が役員会に諮って議決する。 

 

 

 

 

 

 



（附  則） 

  この会則は、平成２２年５月１日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、平成２３年５月１５日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、平成２４年６月２４日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、平成２５年６月８日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、平成３１年４月７日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、令和２年５月９日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、令和３年４月３日から施行する。 

（附  則） 

 この会則は、令和４年４月３日から施行する。 

 

 


