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全国共通！ 【年間パス】のご案内

～ 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2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サービス全国
ネットホームページでご確認をお願いします。

2023.2版

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

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

自閉症ｅサービス全国プログラム 2023.2版

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 ホームページ

http://www.e-style-j.com/

＠大阪・奈良
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～自閉症ｅサービス全国ネットとは～

自閉症ｅサービスは、“自閉症支援を生活のすみずみに”をコンセプトに様々な
活動をおこなってきました。現在、全国12か所の各地域事務局（地域ユニット）
を中心に、自閉症ｅサービスの人材育成プログラムを展開しています。
2022年1月に一般社団法人自閉症ｅサービス全国ネットが設立され、「全国

プログラム」のオンライン配信を運営することになりました。各地域事務局主催の
「ローカルプログラム」と組み合わせることで、自閉症支援を担う支援者の育成と
ネットワーク作りに寄与したいと考えています。

また、2023年度より、当事者・家族向けの「自閉症ESJ会員サービス」を新た
に全国レベルで提供し、当事者や家族のネットワークを広げていきます。

自閉症ｅサービス全国ネット代表 中山清司

～自閉症ｅサービスからのメッセージ （コアバリュー）～

「自閉症支援を生活のすみずみに」が、私たち自閉症ｅサービスの活動理念であり
事業の目的です。自閉症支援を一部の専門家が扱う研究対象ではなく、一人ひと
りが実際に生活している現場で担うべきものだと思うからです。
そこには、家族がいて、地域があり、支援スタッフが対峙し、行政や制度がそれを支
えていることでしょう。もちろん自閉症の人は当事者としてそこにいます。私たちの仕
事は、そうやってお互いの相互作用と協働活動を通して発展し、生活のすみずみに
自閉症支援が広がっていくことを願っています。
専門家と呼ばれる人たちは、その知識とアイデアと研究成果を日々の自閉症支援
にぜひ開放してください。現場支援者の皆さんは、古い経験主義や孤立主義から脱
して、広く支援のネットワークを張り巡らせていってください。当事者や家族の皆さん
は、単に支援を受けるだけの受け身的な存在から、自らのことを自らで決める主体
的な生活者として、自閉症ｅサービスの活動にも参加していただければと思います。
自閉症ｅサービスの実践は、未来に開かれています。そこに道路があり電気やガス
が流れてくるように、自閉症支援が生活のすみずみにいきわたることが、私たちが描く
未来の姿です。



地域事務局

■ 自閉症ｅサービス全国ネットと地域事務局の仕組み（2023年度）

◆自閉症ｅサービス全国ネットは、自閉症支援者の育成と横断的ネットワー
クを広げるために、全国にネット配信する「全国プログラム」（オンライン研修
）を主 催し、各地域事務局（地域ユニット）が運営する「ローカルプログラム」を
サポートしています。

◆年 間 パスを取得していただくと、2023年度「全国プログラム」をすべて「パスあり
」価格で受講できます。どこの地域事務局の「ローカルプログラム」も、「パスあり」で
受講できます（一部、適用外のプログラムがあります）。

年間パス（個人パス／5人パス／機関連携パス）

自閉症ｅサービス全国ネットHP
http://www.jiheishou-e.com/

全国各地の
ローカルプログラム

年間パス申込み

年間パス全国共通利用

連携

全国プログラム（オンライン研修）

全国ネット事務局

地域事務局

http://www.jiheishou-e.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。
〔k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、初回登録後、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。



①年間パスを希望する方は、自閉症ｅサービス全国ネットホームページか
らお申込みください。申込者に、受付メールが自動送信されます。サイ
ト ログイン用のユーザーIDとログインパスワードを通知しますので、大切に
保管してください。

②年間パス料金をお支払いください。
（実際の入金日で早割価格の適用を確認します）

＊2023年3月1日～4月30日（早割価格）
■ 個人パス：14,300円 ■ 5人パス：66,000円

＊2023年5月1日～（通常価格）
■ 個人パス：16,500円 ■ 5人パス：77,000円

＊通年
■ 機関連携パス：121,000円（＋追加12,100円/人）

□クレジットカード □銀行振込
銀行振込の場合、ご登録の個人名・代表者を記載してください。

③入金確認後、年間パスID（本登録）が代表者にメールで送られます
。

＊年間パスの方には、「レジュメ・ワークシート集基本講座編」のPDF
データが無料でダウンロードできるようになります。

④全国ネットホームページより希望するセミナー等にお申込みください。「
パスあり」価格で受講できます。

＊ご入金確認後、年間パスIDが発行されるまで、1～2週間かかります。
＊年間パスご入金後は途中解約されても返金はありませんので、ご注意ください。
＊各地の「ローカルプログラム」については、各地域事務局にお問合せください。
＊年間パスをお持ちでない場合は、「一般」価格での受講となります。

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

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

年間パス登録と受講までの流れ（2023年3月～）

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


2023年度 自閉症ｅサービス全国ネット
人材育成プログラム

全国プログラムについて①

◆ 自閉症ｅサービス全国プログラムは、支援者養成と、支援者間
の横断的なネットワークづくりに取り組んでいます。現場のニ
ードに即した多様な人材育成プログラムを用意しており、全国ど
こからでもオンラインで受講できます。

◆ 全国プログラムはオンライン研修で、全国どこからでも、インター ネ
ット環境にあるパソコンやタブレット・スマートフォンで視聴いただ
けます。

◆ｅ-Webセミナー（ライブ版）
①基本講座（ベーシック＆ステップアップ）：自閉症支援に求められる基

本 的な知識とアイデアを学びます。特性理解、評価、構造化、コミュニケーション
支 援、行動上の問題への対応について、体系的に学びます。各回、事例紹介や
質 疑応答の時間を設け、実践向けに構成されています。

②トピックセミナー：毎年、自閉症ｅサービスがセレクトする話題性の高いテー
マについて、先駆的に実践されている方に講師をお願いしています。2023年度
は、「親の会活動と支援者への思い」「触法、ひきこもりの支援」「世界と日本の
交流」を取り上げます。※2023年度、年間パス取得者は無料になります。

③クロストーク：全国各地の自閉症支援の担い手による対談スタイルのセミナ
ーです。異業種、若手とベテラン、地域の違いなど、立場の違う人たちが共通
のテーマについて双方向で意見交換・情報交換をおこないます。

④特別企画：毎年、特定のテーマを取り上げ、その道の専門家・実践家をお招
きした2夜連続でご講義いただきます。

⑤全国自閉症支援ネットワークデイ：全国各地で展開されている自閉症支
援の取り組みを報告し、支援者間交流の場としてネットワークを広げます。



2023年度 自閉症ｅサービス全国ネット
人材育成プログラム

全国プログラムについて②

◆ｅ-Webセミナー（オンデマンド版）
ライブ版の各セミナーを編集し、オンデマンドで視聴できるようにします。一
部、講師の意向や個人情報等の関係で配信できない場合がありますので、
ご了承ください。

◆ｅ -現場支援アイデア集（オンデマンド版）
自閉症支援の現場で実際に必要とされるアイデアを動画にまとめ、わかり
やすく解説します。全国各地の実践を取りまとめ、支援現場にフィードバ
ックする試みです。「 評価キットの使い方」「行動上の問題への対応」など、
テーマ毎 にシリーズ化していきます。

◆ e-eラーニング（オンデマンド版）
自閉症支援の基本を10本の動画にまとめました。初任者や非常勤スタッ
フの基礎研修としてもご活用ください。

◆オンラインサポートプログラム（ライブ版）
自閉症ｅサービス認定コンサルタントが、各施設・事業所のご相談にオン
ラインで応対します。ケース検討やスタッフ研修等にコンサルタントも参加する
ことで、継続的にサポートします。

◆ｅカフェミーティング（ライブ版）
自閉症支援に取り組む様々な立場の人たちが集まり、自由におしゃべりをする時間です
。 毎回、ゲストから話題提供をしていただき、そのテーマを中心にブレイクアウトルームで
小グ ループで話をします。※ どなたも無料で参加できます。



全国プログラムの受講のしかた

①全国プログラムの中から希望するセミナー等について、自閉症ｅサ
ービス全国ネットホームページからお申込みください。年間パスをお
持ちの方は、サイトログイン用のユーザーIDとログインパスワードが必要
に なります。

②お申込みされると、受付通知が登録メールアドレスに送られます。
定員を超えるなどして受講できない場合もメールでご連絡がありま
す。

③下記のいずれかの方法で、受講料をお支払いください。受講料が
無 料の場合は必要ありません（④に続きます）。

□クレジットカード □銀行振込
銀行振込の場合、受講者名を記載してください

※ 銀行振込の場合、入金確認に時間がかかりますので、お早目にお申込みください。
※ 入金後にキャンセルされましても返金はありませんので、ご注意ください。

④入金が確認されましたら受講決定通知が送られます。また、概ね開
催日の1週間前に、当日の受講案内メール（当日の資料やZoom
の ID等）が送られます。

⑤受講当日は、開講時間の30分前からZoomへの入室ができるよ
うになります。原則、マイクをミュートにして受講してください。

全国プログラムは、インターネット環境にあるパソコンやタブレット・スマー
ト フォンで視聴・受講するオンライン研修が中心になります。事前にZoom
アプ リをインストールしておいてください。配信された動画・レジュメデータ等を無断
で録画・複製・加工等しないようにお願いします。

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/


＠大阪・奈良ローカルプログラム

受講のしかた
①＠大阪・奈良ローカルプログラムの中から希望するセミナー等に

ついて、自閉症ｅサー ビス＠大阪・奈良ホームページからお申込みく
ださい。年間パスをお持ちの方は、サイトログイン用のユーザーIDとロ
グインパスワードが必要に なります。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良ホームページ

http://www.e-style-j.com/

②お申込みされると、受付通知が登録メールアドレスに送られます。
定員を超えるなどして受講できない場合もメールでご連絡がありま
す。

③下記のいずれかの方法で、受講料をお支払いください。受講料が
無 料の場合は必要ありません（④に続きます）。

□クレジットカード □銀行振込
銀行振込の場合、受講者名を記載してください

※ 銀行振込の場合、入金確認に時間がかかりますので、お早目にお申込みください。
※ 入金後にキャンセルされましても返金はありませんので、ご注意ください。

④入金が確認されましたら受講決定通知が送られます。また、概ね開
催日の1週間前に、当日の受講案内メール（当日の資料やZoom
の ID等）が送られます。

⑤受講当日は、開講時間の30分前から会場またはZoomへの入室
ができるようになります。Ｚｏｏｍの場合、原則、マイクをミュートに
して受講してください。

＠大阪・奈良ローカルプログラムは、オンライン研修も開催いた
します。オンライン研修の場合、Ｚｏｏｍアプリを使用します。
事前にZoomアプリをインストールしておいてください。配信された動画・レジュメ
データ等を無断で録画・複製・加工等しないようにお願いします。



2023年度 自閉症ｅサービス＠大阪・奈良

ローカルプログラムについて

■大阪・奈良特別企画（Zoom開催）
・ケーススタディなんでも相談連続講座
・困難事例から考える！自閉症基本講座
・実践報告会

2023年度の目玉企画！困難事例を自閉症支援の基本的な視点から
整理していきます。また、＠大阪・奈良のコンサルタントがオンラインで基
本講座の解説をおこないます。参加費無料！
※全国どこからでもお申し込みできます！

■資格取得セミナー（集合セミナー）
・行動援護従業者養成研修
・ガイドヘルパー養成研修

知的障害や行動障害、自閉症スペクトラムの基本から実践までを集中
的に学べる講座となっております。各セミナー修了時には、修了証を取得
できますので、ガイドヘルパーや行動援護支援、各種福祉サービスの加
算用件も満たします。
NPO法人自閉症ｅスタイルジャパンは、大阪府の指定を受けて研修を
実施しております。

■ワークショップ：モデル付き（集合セミナー）
・アセスメントセミナー

自閉症ｅサービスがこれまでの現場経験から蓄積されたノウハウを活かし
て作り上げた評価キットを使った実習型セミナーとなっております。理論か
らアセスメントの取り方、実施後の評価情報の整理のしかたや支援プラ
ンの作成を含め、一連の支援プロセスを体験することができます。また、
自閉症の方にご協力いただくため、より実践的な学びになります。



2023年度 自閉症ｅサービス＠大阪・奈良

ローカルプログラムについて

■ワークショップ：モデルなし（集合セミナー）
・自閉症支援の基本とチーム支援
・初任者実技と虐待防止講習
・現任者実技と行動手順講習
・事例検討（グループワークとコンサルテーション）
これから自閉症支援に関わる方から、スキルアップを目指す支援者まで、
幅広くプログラムを開催しています。また、全てのプログラムは、グループ
ワークを中心におこないますので、正しい知識を得ながら、より具体的で
体験的に学ぶことができます。

■現場体験＆訪問プログラム（オンライン含む）
・自閉症支援体験
・訪問コンサルテーション
・出張ベーシックコース
・オンラインベーシックコース
自閉症ｅサービスの認定コンサルタントが訪問（またはオンライン）し、
事例検討や各種研修会を開催いたします。また、支援者を対象に、生活
介護事業所の体験実習をしていただくことで、実際の支援現場をより具
体的に学ぶことができます。法人様・事業所様のご都合に合わせて年間
を通じて随時受け付けます。

■ESJ会員向け勉強会、公開講座
ＥＳＪ会員向け学習会を支援者・一般向けにも公開いたします。若
手支援者の現場での取り組みから、発達障害の方々との共生に向けた
取り組み、地域奈良では取り組みなどをご報告いただきます。



自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

大阪・奈良地域限定企画① 定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

ケーススタディ＆なんでも相談
連続講座
（Zoom開催）

50名

5/20(土)
6/10(土)
10:30-12:00

7/8(土)
16:30-18:00

(終了後、
Zoom懇親会)

濵瀬享也
（おひさまハウス）
寺尾友秀
（ぱれっと）

パスあり
無料

一般
無料

大阪・奈良地域限定企画② 定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

困難事例から考える！
自閉症基本講座
（Zoom開催）

50名

8/5（土)
10:30-12:00
9/16（土)
16:30-18:00
(終了後、

Zoom懇親会)

中村俊雅
（いこま福祉会）
由利正樹
（奈良市社会福祉協議会）

パスあり
無料

一般
無料

大阪・奈良地域限定企画① 定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

実践報告会
（Zoom開催）

50名
2024/2/4（日)
10:00-12:00

譲田和芳
（bonワークス豊中）
真船亮
（bonワークス枚方）

パスあり
無料

一般
無料

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、集合研修及びオンライン
（Zoom）がありますので、お間違えのないようにお願いいたします。

2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム 年間予定①

会場：Zoom（30分前から入室可能です）

会場：Zoom（30分前から入室可能です）

会場：Zoom（30分前から入室可能です）

mailto:eee.2008.es@gmail.com


2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム 年間予定②

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、集合研修及びオンライン
（Zoom）がありますので、お間違えのないようにお願いいたします。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

ワークショップ
自閉症支援の基本とチーム
支援

定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

①自閉症の特性理解と標
準的支援

30名
5/28（日）
14:00-16:30

譲田和芳
（bonワークス豊中）
宮川知也（西作業所）
中井真一
（あんさんぶる）ほか

リーンオンミー契
約事業所
1,100円/回
パスあり
1,100/回
一般
3,500円/回

②自閉症の人に合わせた活
動プログラム

30名
7/23（日）
14:00-16:30

③問題行動と統一した支援 30名
9/24（日）
14:00-16:30

会場：自閉症ｅサービス研修センター

プラクティカル 定員 日時 講師（敬称略） 受講料(税込)

初任者実技と虐待防止講習
（大阪地域）

30名
6/18（日）

10:00-16:30

真船亮
（bonワークス枚方）
髙橋大地（第2みらい）

パスあり
6,600円

一般
11,000円

初任者実技と虐待防止講習
（奈良地域）

30名
Or24名

7/２（日）
10:00-16:30

中村俊雅
（いこま福祉会）
桂充正（吉野学園）

現任者実技と行動支援手順
講習
（大阪地域）

30名
9/9（土）
10:00-16:30

譲田和芳
（bonワークス豊中）
辻本紗弥（レジデンスな
さはらもとまち）

会場：大阪地域→自閉症ｅサービス研修センター 奈良地域→奈良県社会福祉総合センター

mailto:eee.2008.es@gmail.com


2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム 年間予定③

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、集合研修及びオンライン
（Zoom）がありますので、お間違えのないようにお願いいたします。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

ワークショップ（モデル付き） 定員 日程 トレーナー（敬称略） 受講料(税込)

アセスメントセミナー
（児童/成人）

～評価キットを使った
現場アセスメント～

（大阪地域）

12名

8/19（土）
13:00-17:00

8/20（日）
9:30-17:00

安田文彦（一羊会）
江端公佑
（bonワークス枚方）

パスあり
22,000円/回

一般
30,000円/回

アセスメントセミナー
（成人）

～評価キットを使った
現場アセスメント～

（奈良地域）

12名

9/30（土）
13:00-17:00

10/1（日）
9:30-17:00

由利正樹（奈良市社会
福祉協議会）
中村俊雅
（いこま福祉会）

アセスメントセミナー
（余暇・家事）

～評価キットを使った
現場アセスメント～

（大阪地域）

12名

2024/
2/10(土）
13:00-17:00

2/11（日）
9:30-17:00

松尾浩久
（菊鉾会）
真船亮
（bonワークス枚方）

会場：大阪地域→自閉症ｅサービス研修センター 奈良地域→ゆらくの里

事例検討（グループワーク
とコンサルテーション）

定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

①インテークと初期アセスメ
ント

30名
10/21（土）
14:00-16:00 松尾浩久

（菊鉾会）
前野篤史
（スマイルフレンズ）
譲田和芳
（bonワークス豊中）

パスあり
1,100/回
一般
3,500円/回

②アセスメントから支援の組
立て

30名
11/25（土）
14:00-16:00

③支援実施後の評価と次へ
のステップ

30名
12/23（土）
14:00-16:00

会場：自閉症ｅサービス研修センター

公開講座 定員 日時 講師（敬称略） 受講料(税込)

大阪地域における自閉症支
援の取り組みとこれから
会場：未定

50名 2024年3月頃
井上芳子（エルムおおさ
か 所長）予定

パスあり
1,100円
一般
3,500円

mailto:eee.2008.es@gmail.com


2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム 年間予定④

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、集合研修及びオンライン
（Zoom）がありますので、お間違えのないようにお願いいたします。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

資格取得セミナー 定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

行動援護従業者養成研修
（A日程 大阪地域）

30名
7/14(金)-16(日)
9:00～18:00前後

真船亮
（bonワークス枚方）
辻本紗弥（レジデンス
なさはらもとまち）
由利正樹
（奈良市社会福祉協議会）

中村俊雅
（いこま福祉会）
中井真一
（あんさんぶる）
譲田和芳（bonワー
クス豊中）

ほか

パスあり
22,000円

一般
33,000円

行動援護従業者養成研修
（B日程 奈良地域）

24名
11/3(金)-5(日)
9:30～18:30前後

行動援護従業者養成研修
（Ｃ日程 大阪地域)

30名
2024/
1/26(金)-28(日)
9:00～18:00前後

ガイドヘルパー養成研修
（知的障がい課程）

30名 開催時期未定

ESJ会員向けサービス
（Zoom開催）

※パスあり、一般の方も
お申込みいただけます。

定員 日程
講師、話題提供者
（敬称略）

受講料(税込)

発達障害の人と一緒に
暮らす地域を目指して

各100
名

4/29（土）
10:00-11:30

小田桐早苗
（川崎医療福祉大学）

ESJ会員
1,100円/回

パスあり
1,100円/回

一般
2,500円/回

ザ・現場リポート①
幼児・学齢期編

6/17（土）
10:00-11:30

藤川裕加
（bonキッズ枚方）ほか

ザ・現場リポート②
成人期の暮らし編

8/26（土）
10:00-11:30

井出帆香（レジデンスなさはら
もとまち）ほか

ザ・現場リポート③
就労支援編

10/7（土）
10:00-11:30

本部有希（ジョブジョイントお
おさか）ほか

地域に根差した取り組み
のアイデア：大分・群馬

12/9（土）
10:00-11:30

中村摩紀（NPO法人まど）
安田剛治（ぐんぐん）

ESJ会員サービスと居宅
支援事業の展開

2024/2/3（土）

10:00-11:30 ESJヘルパー派遣事業より

会場：Zoom（9:30から入室可能です）

会場：大阪地域→自閉症ｅサービス研修センター 奈良地域→奈良県社会福祉総合センター

ザ・現場リポート①
柳瀬美咲（ななくさ学園）
柳瀬さん
藤川さん？（キッズ枚方）
柳瀬さんに紹介してもらう？

ザ・現場リポート②
千原優佳（ななくさ清光園）？
影原雅之（

ザ・現場リポート③

立川未樹子（クロスジョブ堺）

mailto:eee.2008.es@gmail.com


2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム 年間予定⑤

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、集合研修及びオンライン
（Zoom）がありますので、お間違えのないようにお願いいたします。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

コンサルテーション＆出張研修等 派遣エリア 講師 受講料(税込)

訪問コンサルテーション

大阪府全域・奈良
県全域・兵庫県阪
神地区（6市1町）

自閉症ｅサービス
認定コンサルタント

一般
44,000円/2時間

年間パスあり
（個人・5人パス）

33,000円/2時間
機関連携パス

22,000円/2時間

ベーシック講座
①自閉症の特性と学習スタイル
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
⑤問題行動の理解と対応

◎自閉症ｅサービスの認定コンサルタントが、法人・事業所に訪問し、コンサルテーションやベーシック講座
を実施します。お申し込み後、担当コンサルタントと打ち合わせをおこない、効果的に法人や事業所の人材育成に役
立てていただけるプランです。なお、初任者のための実技講習やアセスメントセミナー等も対応させていただきます。

オンライン研修 派遣エリア 講師 受講料(税込)

オンラインベーシック講座
①自閉症の特性と学習スタイル
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
⑤問題行動の理解と対応

全国どこからお申し
込みいただいけます。
事業所等のご都合
に合わせて開催する
ことができます。

自閉症ｅサービス
認定コンサルタント

一般
33,000円/2時間

年間パスあり
（個人・5人パス）

22,000円/2時間
機関連携パス

11,000円/2時間

◎オンラインでの研修となりますので、最大100名までご参加いただけます。

自閉症支援体験 対象地域 事業所・対応者 受講料(税込)

自閉症支援体験実習
※実習先は、bonワークス豊中（生
活介護事業所）となります。

どの地域の方でもご
参加いただけます。

bonワークス豊中

〒561-0832
大阪府豊中市庄
内西町2-5-2

一般
22,000円/日

年間パスあり
（個人・5人パス）

11,000円/日
機関連携パス

5,500円/日

mailto:eee.2008.es@gmail.com


自閉症ｅサービス研修センター
（大阪地域）

〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町3-5-21
小畑第2ビル501
大阪メトロ 谷町六丁目駅から徒歩５分

2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム 会場案内

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、集合研修及びオンライン
（Zoom）がありますので、お間違えのないようにお願いいたします。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

谷町研修センター

障害者支援施設ゆらくの里
（奈良地域）

〒639-0261
奈良県香芝市尼寺616
奈良交通バスにて白鳳台二丁目停
留所下車。徒歩にて約15分

奈良県社会福祉総合センター
（奈良地域）

〒634-0061
橿原市大久保町320-11
近鉄 畝傍御陵前駅から徒歩３分

ゆらくの里

mailto:eee.2008.es@gmail.com


＠大阪・奈良ローカルプログラムの受講・参加のキャンセルについて

①年間パスについて
・年間パスを途中解約されても返金はありません。
・5人パス/機関連携パスの場合、登録者を年度途中に変更することは可
能です。事務手数料として2,200円（税込）/回がかかります。

②＠大阪・奈良ローカルプログラムの受講キャンセルについて
・受講を申し込まれ、受講料を入金されますと、受講決定通知をメール送
信させていただきます。
・受講生の都合で入金後にキャンセルされても、受講料は返金されません
ので、ご注意ください。

③主催者の責によりローカルプログラムが開催されない場合など
・講師の当日欠席など、主催者の責により予定通り開催されない場合は、
受講料を払い戻しさせていただきます。ただし、大規模停電や天変地異
などのやむを得ない事情で開講できない場合は、 開催日の延期や休止
の対応を取り、受講料の取り扱いはその都度ご案内させていただきます。
・講師等の都合でプログラムの日程や内容に変更がある場合は、1週間前
までに受講生に通知し、通常の開催とさせていただきます（予定変更の
通知を受けて、受講を取りやめる受講生にのみ受講料を払い戻しいたし
ます）。
・各研修におけるお申し込み者数が、催行人数に達しない場合、研修を中
止または延期することがあります。その場合は、受講料・参加費は払い戻
しいたします。

④その他
・入金後、受講予定者を変更することは可能ですので、事務局にご連絡ください。
・会員向けサービスの余暇プログラムについて、入金後、参加者の体調不良が理
由で、前日までに参加不可の連絡があった場合は、特例で参加費の半額を返
金させていただきます。
・主催者の責により開催中止の場合は、受講料・参加費は払い戻しいたします。

自閉症ｅサービス全国ネット＆＠大阪（2021.1版）

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
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◆ｅカレッジとは・・・

「自閉症支援を生活のすみずみに」をコンセプトにした活動の一環として、若手支援者の育成と個人や事
業所間のネットワークづくりを目的としたプログラムです。

2023年度は、7つのプログラムを開催します。自閉症支援や福祉業界の先輩方からの他では聞くことので
きない想いや苦労、裏話を聞くことができます。若手ならではの自閉症支援入門編のプログラムを企画してい
ます。また、ｅサービスプログラムがｅカレッジ価格で受講できるなど、積極的な学びができる機会を提供して
いきます。もっと簡単なところから始めたい！事業所以外の支援者との交流を深めたい！正しく自閉症を理
解した支援者を目指したい！そんな方は、ぜひｅカレッジに参加してみませんか？私たちが皆さんのすべての
プログラムをフォローします！みなさまからのご応募をお待ちしています！

◆ｅカレッジを通した人材育成のプロセス・・・

当プログラム終了後、自閉症ｅサービス＠大阪・奈良（NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン）の活動会
員になっていただくことができます。

若手支援者が活動会員となり活動することで、これからの自閉症支援を担っていけるようにしていきます。
具体的には、当法人が開催する研修の企画運営やスタッフとして活動しながら、身近に講師やトレーナーか
らリアルタイムに学ぶことにつながります。また、他の活動会員とのネットワークを広げていくことで、支援現場で
の自閉症支援にリーダーになれる支援者を育成していきます。

◆ｅカレッジ生の特典（2023年度）

・2023年度自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 年間パス無料付与

・初任者実技と虐待防止講習（大阪地域） 受講料無料（参加必須）

・ＷＳ：自閉症支援の基本とチーム支援（大阪地域） 受講料無料（参加必須）

・ESJ会員向け勉強会：地域に根ざした取り組みのアイデア大分・群馬編 受講料無料（参加必須）

◆対象

・35歳以下、または現場経験5年以下の方（18歳以上の学生も可）

・自閉症支援を積極的に学びたい方

・事業所の枠を超えて、積極的にネットワークづくりをしていきたい方

・第1講から第7講まで参加可能な方

・関西在住または在勤の方

プログラムの詳細は、次ページをご覧ください。

これからの自閉症支援を担う若手支援者

ｅカレッジ生 募集！！

2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム ｅカレッジ
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eカレッジ
（定員15名）

内容 日程 受講料

第1講

study meeting①

・オリエンテーション
ｅカレッジについてガイダンスとレクリエーション
先輩の履歴書（先輩職員の自閉症支援の

経験をお話いただきます）＆意見交換会

5/20（土）

14:00-16:30

無料

年間パス付与

第2講
第4講
第6講
無料受講

全講必須

第2講

Skil training①

初任者実技と虐待防止講習
（＠大阪・奈良ローカルプログラム）

6/18（日）

10:00-16:30

第3講

study meeting②

＆事業所見学ツアー

・アセスメントについて学ぼう！
評価キットの使い方や活動の組立て体験
ロールプレイで評価の大切さがわかります！

・bonワークス豊中（生活介護事業所）の見学

7/29（土）

10:00-17:00

第4講

Skil training②

WS：自閉症支援の基本とチーム支援
（＠大阪・奈良ローカルプログラム）

9/24（土）

14:00-16:30

第5講

study meeting③

・適切な支援を提供するための工夫
講義：個別支援計画のつくり方
GW：誰にとっての支援計画？

11/11（土）

14:00-16:30

第6講

Skil training③

ESJ会員向けサービス（Zoom研修）
地域に根差した取り組みのアイデア：大分・群馬
（＠大阪・奈良ローカルプログラム

12/9（土）

10:00-11:30

第7講

study meeting④

＆まとめ

・チーム支援のつくりかた
講義：自閉症の特性の伝え方
GW：障害特性、どうやって伝えますか？

2024/

2/17（土）

14:00-16:30

これからの自閉症支援を担う若手支援者

ｅカレッジ生 募集！！

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.e-style-j.com/

2023年度 ＠大阪・奈良ローカルプログラム ｅカレッジ

第３講→豊中セミナールーム 第1.2.4.5.6.7講→自閉症ｅサービス研修センター

mailto:eee.2008.es@gmail.com


アセスメントが大切なことはわかっているけれど・・・

評価キットは、自閉症スペクトラムの方の得意なことや強み、特性の確認について、
具体的な配慮やサポートを確認するためにご活用いただけます。
年代や知的障害の程度に合わせたキットとなっています。すべてのキットには、実施マ
ニュアルと採点リスト、個別支援目標シート、または実施課題計画書などが付属されて
おり、すぐにご使用いただけます。現場の支援に、ぜひご活用下さい。

Aシリーズ
→青年・成人期

Bシリーズ
→幼児・学齢期

D＆L（新発売）
→幼児期～成人期の
余暇・家事バージョン

B1

A2

B2

A1

D＆L

幼児期
↓

学齢期
↓

青年期
↓

成人期

重度 ～ 中度 ～ 軽度

評価キット一式（約40項目）、実施マニュアル、採点リスト、
採点のまとめ、自閉症の特性・学習スタイル・構造化シート、目
標設定シート（D＆Lは、家事活動・余暇活動の計画書及び
課題分析表）が含まれています。お金や飲食物、余暇グッズ
など、一部ご購入者様に準備していただくものがあります。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 ホームページ

http://www.e-style-j.com/

http://www.e-style-j.com/


2023.2版
このパンフレットの情報は2023年2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、
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サービスホームペー
ジでご確認をお願いします。

自閉症ｅサービス
2023年度 全国プログラム

＆
＠大阪・奈良ローカルプログラム

事務局のメールアドレスにご注意ください
＊全国ネット事務局（谷町オフィス）

e-mail：e.service.jimukyoku@gmail.com 
＊＠大阪・奈良事務局

e-mail：eee.2008.es@gmail.com

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

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

自閉症ｅサービス全国ネット フェイスブック

https://www.facebook.com/jiheishou.
eservice.zenkokunet/

自閉症ｅサービス
＠大阪・奈良

mailto:e.service.jimukyoku@gmail.com
mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
https://www.facebook.com/jiheishou.eservice.zenkokunet/
https://www.facebook.com/jiheishou.eservice.zenkokunet/

	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22

