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大分県発達障がい者支援専門員の会 

 

会長あいさつ 

 

 思い起こせば１年前も、新型コロナウィルスの影響を受けた総会でありま

した。それから１年が経過しましたが、いまだに世界は新型コロナウィルスの

影響下にあります。特に日本においてはオリンピック・パラリンピックの開催

国であり、その影響は大変大きなものと考えます。こうした中ですが人類はワ

クチンを開発し、新型コロナウィルスに立ち向かっています。また、日本国内

においても感染症対策を主とした新しい生活様式を確立してきています。当初

は不便と感じた生活にも慣れ、人としての適応力の強さを感じる時代であると

思います。 

しかしながら、我々の活動主体である福祉や教育、就労の場では、どうして

も対面での関わりが求められる状況にあります。我々も可能な限りのコロナ対

策に努めて対応を行っていますが、今の状況下では以前のような関わりが難し

いと感じる方々も多かったと思います。どんな社会状況であっても我々ＳＶを

必要とする方々が多数存在することも事実です。現在、県の事業として実施し

ているＳＶの派遣事業も今年度も一定数の成果を上げています。また、我々の

後輩にあたる専門員の養成事業についても工夫を凝らして実施しています。 

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。 

 昨年度は会として１０年の節目を迎え、今年度は次の１０年に向けた新たな

第一歩の年であると考えます。会としてもこれまでの１０年をしっかりと踏み

しめ、そのうえで新たな基盤作りに努めていきたいと考えます。 

その為にも皆さんに毎年お伝えしていますが、ＳＶ個々人の質の向上と、

我々ＳＶが地域のつなぎ役になるという当初の目的を再認識し、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３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 2年度 活動報告 

 

１．専門員（ＳＶ）のスキルアップ 

事務局となるＥＣОＡＬと連携を図りながらＳＶのスキルの維持・向上を大

きな目的とし、ＳＶの更新については継続した取り組みを行いました。新型コ

ロナウィルスの渦中にあり、研修会の在り方や実施方法については十分検討を

重ね、リモート形式を導入しました。まだまだ使い勝手が不十分な面もあり、

会員の方々には不便な面でご負担をおかけしていますが、新しい生活様式とし

て今後も改善に努めたいと考えます。 

また、会の柱である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

ってきました。 

 

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

作りを進めていきたいと考えていましたが、新型コロナウィルスの影響があり 

大きな進展は図れませんでした。 

しかし、役員会や圏域連絡会を継続実施することで、ＳＶ間での情報共有に

は努めることができました。 

 

３．派遣事業への取り組み 

県の事業であるＳＶ派遣事業については、事務局であるＥＣＯＡＬと連携を

取りながら事業への協力を行ってきた。 

 

４．関係機関との連携 

これまで構築してきた関係機関との連携については、今年度も継続した取り

組みで連携を図ってきたと考えています。そして、各関係機関と同じ方向性を共

通認識しながら、県内の課題解決に向けた取り組みができるよう努めました。 

 

 

 

 

 

 

 



令和 2年度決算 

【 収入の部 】       

科目 予算額 決算額 増減額 備考 

12期登録料 300,000  300,000 0 12期 12,000円×25名 

更新会費 492,000  504,000 12,000 4～6期 28名、10期 14名 

自閉症協会共催費 20,000  0 -20,000 
交流研修会を実施していないた

め 

雑 収 入 0  17 17 利子 

前年度繰越金 2,155,254  2,155,254 0   

合  計 2,967,254 2,959,271 -7,983   

【 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   

  東部国速杵 20,000 20,000 0   

  中部大分 40,000 40,000 0   

  中部臼津 20,000 20,000 0   

  南部 20,000 20,000 0       

  豊肥 20,000 20,000 0       

  西部 20,000 20,000 0       

  北部 20,000 20,000 0       

郵送料 100,000 159,184 59,184   

ＨＰ管理費 12,000 100,880 88,880   

研修会費 100,000 25,210 -74,790 zoom契約料など 

役員会旅費 130,000 64,000 -66,000 2,000円×32人分 

特別活動費 50,000 12,000 -38,000 圏域連絡会講師謝礼金 

保険代 0 21,360 21,360 月々3560円 9月から   

印刷・消耗品等 100,000 34,258 -65,742   

合計 672,000 596,892 -75,108   

次年度繰越額 

収入決算額 2,959,271円 － 支出決算額 596,892円 ＝ 2,362,379円 



 

 

 

 

 



 

令和 3年度 活動計画 

 

昨年度１年間は、新型コロナウィルスの影響が大きく活動方針の達成度が不

十分であったと考えます。また、令和３年度についてもその影響は懸念される

ため、活動方針については令和２年度を継続していきたいと考えます。 

 

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、ＳＶの更新については継続し

た取り組みで周知を図っていきます。また、更新ともリンクする研修会につい

ては、会の体制変更に伴い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。 

また、昨年度同様、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っ

ていきますので、各圏域でいろいろな企画・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 

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。 

そのためにも、これまで通り役員会を実施することで、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．関係機関との連携 

これまで構築してきた関係機関との連携については、新年度も継続した取り組

みで連携を図っていきたいと考えています。そして、各関係機関と同じ方向性を

共通認識しながら、これまで以上の課題解決に向けた取り組みができるよう努

めていきたいと考えています。 

 



令和 3年度予算 

 

 

 

 

 

  大分県発達障がい者支援専門員の会 

【収入の部】   

科目 予算額 備考 

13期登録料 300,000  12,000円×17名 

自閉症協会共催金 20,000    

更新会費 492,000  12,000円×41名（7期、8期、9期、11期） 

前年度繰り越し金 2,155,254    

合計 2,967,254    

   

【支出の部】   

科目 予算額 備考 

圏域活動費（東部・別府） 20,000  

各圏域は、会計係を置き、年度末には会計報告を

事務局に挙げる。 

圏域活動費（東部・国速杵） 20,000  

圏域活動費（中部・大分） 40,000  

圏域活動費（中部・臼津） 20,000  

圏域活動費（南部） 20,000  

圏域活動費（豊肥） 20,000  

圏域活動費（北部） 20,000  

圏域活動費（西部） 20,000  

郵送費 100,000    

HP管理費 12,000    

研修会費 100,000  継続研修、スキルアップ研修会場費・講師料 

役員会旅費 130,000  2,000円×65名（13名×5回） 

特別活動費 50,000  
各圏域における活動で、活動費以外に必要な場合

（相談会会場費、研修講師料等） 

印刷・消耗品等 100,000    

保険代 42,720    

雑費 2,295,254    



大分県発達障がい者支援専門員の会会則 

 

 

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） 

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） 

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） 

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。 

 

２ 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。 

 

３ 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。 

 

４ 委員会は構成される委員の過半数の参加を必要とする。 

 

５ 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。 


