
発達障がい講座 STANDARDのご案内 

　　　 

受講要綱 
日時： ２０２２年８月２４日（水）　９：３０～１３：００　　（講義１・２・３） 
　　　　　　　　 ８月３１日（水）　９：３０～１３：００　　（講義４・５） 
　　 　　　　　　　　 ５講義 × ６０分程度のほか、休憩等を含む 
形式：オンライン形式（zoomを使用します） 
定員：１００名　（定員がいっぱいになり次第、申し込みを締め切らせて頂きます） 
費用： 無料　　　　　　 
対象： 発達障がいのある方の支援職 
実施方法：各自インターネット環境のもと、指定のURLにアクセスいただき、講義動画をご視聴いただきます。 
　　　　　オンラインで動画が視聴できるパソコンやタブレットなど（スマートフォンも可）をご用意ください。 
　　　　　接続に不安のある方は研修当日までに、「zoom接続テスト」を行ってください 
　　　　　（接続テストの手順等はお申込後に自動送信するメールの内容をご確認ください）。 
申込期間： ２０２２年８月１９日（金）まで 
　　　　　 
研修までの流れ：お申込の受付を完了しましたら、自動配信で「登録確認メール」が配信されます。資料や当日の 
　　　　　　　　参加方法について記載されておりますのでご確認ください。ご案内メールが届かない場合は、 
　　　　　　　　当センターまでご連絡ください。 

申込：入力フォーム▶ に必要事項をご記入の上、お申込みください　 
　　　＊視聴に使用される機器１台につき１フォームにてお申し込みください　 
　　（おがるホームページの「新着情報」にもこちらのご案内チラシを載せております） 

発達障がい講座 STANDARDについて　　 
【　発達障がいのある方の支援におけるポイントで構成しています　】 

・講座は、各６０分程度の講義やワークで構成されています 
・発達障がいの支援について、下記のプログラムに沿って理解を深めていく内容です 
・すべての講義に参加された方には、修了証を発行いたします 
・普段、発達障がいのある方を支援している方を想定した内容となっています 

　札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがるでは、例年開催している発達障がい講座STANDARDについて、
オンライン受講形式で実施いたします。お申し込みはお一人から可能です。ご興味のある方は、下記要綱をご覧の
上、お申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先：　札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 
　　　　　　　　TEL ０８０-３６９４-１９５０（おがる支援機関専用TEL）

　　＜オンライン受講・夏季＞

２０２２年度

講義 タイトル 内容
(1) 発達障がいの理解について 発達障がいの理解、脳のタイプ（特性）、支援の流れについて, etc.

(2) アセスメントについて アセスメントに関する考え方や活用の上でのポイント, etc.

(3) 支援の計画／目標について プログラムや計画を考えるポイント, etc.

(4) 支援 ① 環境設定について 発達障がいの特性に合った環境づくり, etc.

(5) 支援 ② 関わり方・教え方について 発達障がいの特性に合った関わり方, etc.

札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる

２日で１セットの 
研修となります 
両日ご出席ください



研修参加申込から参加までの流れ 

①参加申込（ウェビナー登録） 
　●入力フォーム▶  
（https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4OUZe8reSVm-dFfBhiI26A） 
　　　をクリックしていただき、必要事項を入力し送信ください。 
　※おがるホームページの「新着情報」にもこちらのご案内チラシを載せております 
　●「名」の欄には、申込ご担当者名をご入力ください。 
　●この申込は、視聴される機器１台につき１フォームの申込となります。 
　　　 

②ウェビナー登録確認メール 
　●参加申込を送信すると、入力されたメールアドレス宛に申込内容を受信したことを 
　　知らせる「登録確認メール」が自動送信されます。 
　　メールが届かない場合には、おがるまでご連絡ください。 
　　申込時のメールアドレスが携帯キャリアメール（ @docomo.ne.jp、@softbank.ne.jp、 
　　@i.softbank.jp、＠au.com、@ezweb.ne.jp、など）の場合、メール不達などのトラブルが 
　　発生しやすくなっております。 
　　インターネットサービスプロバイダが供給するメールアドレス、もしくはGmailや 
　　Yahoo!メールなどのフリーメールアドレス、その他オリジナルドメインのメールアドレスの 
　　使用を推奨します。 
　●メール本文には、研修当日に参加するためのリンクが貼られていますので、大切に保管して 
　　おいてください。 
　●資料をダウンロードするためのURLも記載しております。 
　　各自でダウンロード・印刷をお願いいたします。 
　●接続テストついてのご案内も記載されておりますので、ご確認ください。 

③研修当日 
　●研修当日の開催時刻までに、「登録確認メール」の参加用リンクをクリックしてください。 
　　研修に参加できます。 
　●１つの参加用リンクにつき、機器1台のみ入室可能となります。 
　　複数台で視聴される場合、機器ごとに１フォームのお申し込みをお願いします。 
　●その他、ご不明点などございましたら、ogarukensyu@harunire.or.jpまでメールで 
　　ご連絡ください。



 

　　　

実施要綱 

日程：７月２７日/９月２１日　各回　１５：００ー１７：００（１２０分） 
形式：オンライン形式（zoomを使用します） 
定員：１００名　（定員がいっぱいになり次第、申し込みを締め切らせて頂きます） 
費用： 無料　　　　　　 
対象： 発達障がいのある方の支援職 
申込期限： 各回１週間前まで 

研修までの流れ：各回開始の３日前に、ZOOMのURLと資料の詳細をお申し込みのメール
宛に送らせていただきます。ご案内メールが届かない場合は、当センターまでご連絡くださ
い。 

申込：https://forms.gle/eduVessTjVcJ4iXz6に必要事項をご記入の上、お申込みください　　 
　　（おがるホームページにもこちらのご案内チラシを載せております） 

問い合わせ先：　札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 
　　　　　　　　TEL ０８０-３６９４-１９５０（おがる支援機関専用TEL） 

発達障がい講座 ワークショップについて　　 

【　発達障がいのある方の具体的な支援についての講座になります　】 

・講座は、各１２０分程度の講義やワークで構成されています 
・「みらくる」を使って支援を考えていきます 
※みらくるは支援をより効果的に進めていくためのモデルフォーマットになります 
→https://www.youtube.com/watch?v=T8C6fBtcXVY　 
・普段、発達障がいのある方を支援している方を想定した内容となっています 
・事業所で複数名の参加もおすすめしております 

　　＜オンライン受講＞

２０２２年度

日時 タイトル 内容
７月２７日
（水）

目標を立てるために必要な 
アセスメント

関連機関との役割分担、支援計画などの目標を作るためのアセスメント
についてのポイントを講義や架空ケースのワークを通して体験する

９月２１日
（水） チームで一貫した支援をする 本人に合わせた支援の考え方と、チームで支援を共有するためのポイン

トについて、講義や架空ケースのワークを通して体験する

札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる

発達障がい講座 ワークショップのご案内

https://forms.gle/eduVessTjVcJ4iXz6
https://www.youtube.com/watch?v=T8C6fBtcXVY


機関や個人で「好きな時間/タイミング」で「気になっているテーマ」の 
研修動画を見ることができます 

■コンテンツメニュー（３０ー９０分程度の内容になります） 
・新人向け研修　　　　　　　　　　　・余暇支援について 
・理解と強みの見つけ方　　　　　　　・みらくるについて 
・アセスメントの考え方と活用　　　　・問題行動の理解と対応 
・目標や支援計画を具体的にたてる　　・ソーシャルスキルを教える５つのステップ 
・支援や関わりについて（支援編）　　・幼児期のお子さんのコミュニケーション支援 
・支援や関わりについて（関わり編）　・青年期の就労準備支援 

■お申し込みの流れ 
ogarukensyu@harunire.or.jp　宛に 

「オンラインコンテンツ視聴希望」とメールで送る 

↓ 
概ね１週間以内に担当から、動画と資料についてのURLを 
お申し込みのメールアドレス宛に送らせていただきます 

（返信がない場合は問い合わせ先にご連絡ください。） 
↓ 

動画をご視聴いただいた後はアンケートのご協力をお願いしております 

■問い合わせ 
電話：080-3694-1950　　メール：ogarukensyu@harunire.or.jp

オンラインコンテンツのお知らせ

札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる

場所と時間を選ばず学べる機会が増えました

※メール本文に●所属先（事業所名など）  /  ●申込者名   
/ ●視聴予定人数  /  ●所属機関の所在地（市町村名）

mailto:ogarukensyu@harunire.or.jp
mailto:ogarukensyu@harunire.or.jp


YouTubeにて限定公開中

配信期間：2022年5月23日～2023年3月31日
視聴用URL：https://www.youtube.com/playlist?list=PLHuIMWqrNGp8dIqvgb7XnR71Zv3Q5givX

ご視聴は上記URLをクリックするか
QRコードを読み込んでください
リンク先は動画の再生リストとなっております
お好きな動画をご視聴ください
動画の詳細はチラシの裏面に掲載しております

お問合せ
札幌市自閉症・発達障がい支援センター　おがる

TEL：011-790-1616

2022年度　発達障がい講座　スタート
発達の気になるお子さんの今とこれから

～各ライフステージの生活と活用できるサポート～

見逃し配信

https://forms.gle/eduVessTjVcJ4iXz6
https://www.youtube.com/watch?v=T8C6fBtcXVY


・「発達障がいって何？」
　　おがる　塚本由希乃

・「各ライフステージで活用できるサポート」
　　幼児期：札幌市子ども未来局子育て支援部
　　　　　　　子育て支援課指導担当係　
　　　　　　　　指導担当係長　内海希美子様
　　学齢期：札幌市教育委員会学びの支援担当課
　　　　　　　特別支援教育担当係　係長　工藤雅文様
　　青年期：札幌学院大学学生相談室　
　　　　　　　カウンセラー　辻由依様
　　成人期：さっぽろ地域づくりネットワーク　
　　　　　　　ワン・オール
　　　　　　　　センター長　林健一様
　　　　　　就業・生活相談室しんさっぽろ　
　　　　　　　所長　荒井真季様

・「発達障がいのある当事者の方」
　　相談室ぽらりす　ピアサポーター

　「発達障がいのある方のご家族の方」
　　札幌市ペアレントメンター

以上の８種類の動画を限定公開にて配信しております

配信リスト



札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 

LINEアカウント開設のお知らせ 

QRコードを読み込んで「LINE会員登録」を宜しくお願い致します。 

・ご登録いただいたLINE情報は研修・支援情報の周知目的で使用させていただきます。 
・こちらのアカウントにて個別相談や連絡などをお受けすることはできかねます。　 
・LINE情報の第三者提供はございません。 

※退会をご希望される場合は、 
　友達リストから当センターのアカウントの削除をお願いいたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　

LINE会員登録の特典 

★当センターの主催・共催研修会や地域の講演会、その他の企画情報などをお知らせいたします。 
★地域で実際に行われている支援のワンポイントコラムを不定期で紹介します。 
★支援機関や支援者の皆様のお役に立てる情報を、どんどんお届けしたいと思います！！

LINE会員登録 
ID：@120irkyy

最新の研修会・企画情報を
お届けします！

LINE会員 
募集中！



発達障がいの基礎知識

札幌市の社会資源 教材作り

おがるの機能

おがるトピック

おがる　 
YouTubeチャンネル 
５つのテーマ





札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる

機関支援のお知らせ

■問い合わせ先：　札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 
　　　　　　　　　TEL ０８０-３６９４-１９５０（おがる支援機関専用TEL） 
　　　　　　　　　メール　sapporo-hattatsu@harunire.or.jp

■申し込みの流れ 
「機関支援リクエストシート」をダウンロードしてメールにてお送りください。 
２週間程度で、当センターから担当者を決めて折り返しご連絡いたします。３週間経っても返
信がこない場合は、当センターへご連絡ください。 
 
その後、訪問日程を決めて初回訪問時に機関支援の計画について一緒に考えていければと思い
ます。 
機関支援の費用は無料です。 
※機関支援リクエストシートはhttp://www.harunire.or.jp/ogaru/file/220328181336.docx 
からダウンロードできます。

おがるでは、福祉の事業所、幼稚園や学校、企業など発達障がいのある方を支援する機
関に訪問して、一緒に具体的な支援を考える取り組みを行なっています。 
 
札幌市に関係する機関（札幌市内にある札幌市民が利用している機関）で、「発達障が
いのある方への支援を一緒に考えていきたい」と思われている機関であれば大丈夫で
す。 
札幌市外からのお申込みにつきましては、お電話にてご相談ください。

例えば 
• ケース検討に参加して一緒に支援方法を考える 
• ご本人の特性理解を一緒に考える 
• 環境設定や活動設定を一緒に考える 
• 対応の難しい方への支援方法を一緒に考える 
• 効果的な個別支援計画の作成について一緒に考える 
等様々なニーズに対応します。 

機関支援は、機関への直接訪問だけではなく、オンラインも対応しております。



（別紙様式）機関⽀援申込書 

機関⽀援リクエストシート 
年   ⽉   ⽇ 

機 関 名  
機関⻑⽒名 （必ず機関⻑の確認をおとりください） 
所 在 地  
TEL／FAX  
E - m a i l □研修の案内を希望する 
担当者⽒名  
【希望する機関⽀援の内容】 □をチェックしていただき、ご希望の内容をお書きください 
□ 困難ケースについて        
□プログラムや計画につい
て 

□アセスメントについて 
□事例検討 

□効果的な教え⽅について 
□その他
（          ） 

【具体的にあればお書きください】 
 
 
 
【希望する機関⽀援の⽅法について】 ご希望の□をチェックしてください 
□直接観察 ・直接観察を⾏って、プログラムや⽀援⽅法を⼀緒に考えます 
□（研修会） ・発達障がいにかかわる研修会を⼀緒に⾏います 
□事例検討 ・対象事例について⼀緒に検討し、⽀援⽅法について考えます 
□ ⾒ 学 会 ・他事業所の⾒学先をご紹介して同⾏します 
【希望する機関⽀援の頻度や実施⽅法について】  
実 施 頻 度 年    回程度を希望 
実 施 ⽅ 法 □オンライン   □訪問   □状況に応じて選択可 
Google form
の 利 ⽤ 

□利⽤可  → https://forms.gle/HrY1sZAoa2g2Bor79  
□利⽤不可 

【希望する機関⽀援の⽅法について】 ご希望の□をチェックしてください 
【機関⽀援の計画】＊この欄は初回訪問時に当センターのスタッフと相談してご記⼊くださ
い 
 
 
 
 

おがる担当者 

 
札幌市⾃閉症・発達障がい⽀援センターおがる センター⻑ ⻄尾 ⼤輔 

〒007-0032 北海道札幌市東区東雁来 12 条 4 丁⽬ 1-5 


