（別紙２）講師一覧
講師名
黒川 新二

所

属

専門分野

略

歴

実

績

黒川メンタルク

児童精神医学・

北海道大学医学部 S50.3 卒.

リニック（精神

自閉症医療（強

大学精神科 S52.4～58.3．兵庫県立こ

し、これまで厚田はまなす園、札幌

科・心療内科）

度行動障がいの

ども病院 S58.4～S63.3.

市自閉症者自立支援センターをはじ

院長

薬物療法）

精神保健センターS63.4～H2.4.

神戸

北海道立
児

童心療センター部長 H2.4～H25.3

強度行動障がいの薬物療法を専門と

め多くの施設の嘱託医として様々な
症例に関わる。

黒川メンタルクリニック院長 H25.6～

西尾 大輔

西尾 美里

札幌市自閉症・

自閉症スペクト

北海道教育大学教育学部釧路校 H7.4

発達心理学及び自閉症スペクトラム

発達障害支援セ

ラム症の子供達

～H11.3.

障がを専門的に学び現職において、

ンター

の療育と教育的

H13.4～H16.3.

支援

教 諭 H16.4 ～ H22.3.

北海道札幌養護学校教諭
北海道紋別養護学校
札幌市自閉

福祉・教育・労働・医療等の様々な
機関へのｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝや専門職向けの

症・発達障害支援センター所長 H22.4

研修講師を務める。

札幌市自閉症・

自閉症スペクト

明 星 大 学 人 文 学 研 究 科 H13.4 ～

公共職業安定所にて障がいをもつ方

発達障害支援セ

ラム症の人達の

H15.3.

の就職支援に関わる相談業務を経験

ンター

評価・就労に向

ター適応指導教室・滝山相談室

けた相談

相談員 H15.4～H21.3.

東京都東久留米市教育セン
教育

し、現在は自閉症スペクトラム症を

東邦大学付

中心とした発達障がい児者の相談や

属大森病院小児科心理相談員 H17.4

基幹相談支援事業所との連携などス

～H21.3．

ーパーバイザーとして地域の多様な

札幌東公共職業安定所就

職チューターH22.4～H24.11.

札

相談に対応している。また、研修の

幌市自閉症・発達障害支援センター就

企画運営及び講師として活躍し、心

労・相談支援担当 H22.4～

理士としてもフォーマルな評価の実
施分析など、高い技術を有する。

坂井 翔一

西

裕美

札幌市自閉症・

自閉症スペクト

北海道医療大学看護福祉学部医療福

大学でのボランティア活動で児童か

発達障害支援セ

ラム症の子供達

祉専攻 H17.3 卒.

NPO 法人当別町青

ら高齢者に渡る幅広い支援に関わ

ンター

の療育と教育的

少年活動センターゆうゆう 24 児童デ

り、ヘルパーや児童デイ支援員とし

支援

イサービス指導員、ヘルパーH17.4～

て経験を重ね、現在は自閉症スペク

H19.8.

社会福祉法人はるにれの里

トラム症など発達障がい児者の相談

児童デイサービスぱれっと、児童デイ

や基幹相談支援事業所との連携、ス

サービス指導員. 札幌市自閉症・発達

ーパーバイザー、コラボレーターな

障害支援センターおがる副主任

ど地域の多様な相談に対応する。研

H19.10～

修の企画運営、講師としても活躍中。

札 幌 市 自 閉

自閉症スペク

北星学園大学大学院社会福祉学研究

心理士として札幌市教育センターに

症・発達障害支

トラム症の子

科 H21.3 卒.

北星学園大学研究生

勤務し、様々な相談対応で経験を積、

援センター

供達の療育と

H21.4～H22.3.

札幌市教育センター

む。現在は自閉症スペクトラム症な

教育的支援

H22.4～H25.3.

札幌市自閉症・発達

ど発達障がい児者の相談や基幹相談

障害支援センターおがる

H25.4～

支援事業所との連携などコラボレー
ターとして地域の多様な相談対応で
活躍している

石田 昭人

パーソナルサポ

自閉症スペク

淑徳大学社会学部社会福祉学科

行動援護従業者として長年の現場経

ートセンターぽ

トラム症の人

H10.3 卒.

長岡市立川崎東小学校助

験と行動援護従業者養成研修講師の

けっと

達の行動援護

教諭 H10.4～H11.3. おしまコロニー

実績がある。行動援護以外でも主に

はるにれの里

をはじめとし

星ヶ丘寮

社団法人日本青年奉仕協

自閉症の方の地域生活支援に係る、

行動援護従事者

た地域生活全

会 ボ ラ ン テ ィ ア H12.4 ～ H13.3.

就労、療育、相談支援等の現場経験

養成研修事務局

般における支

NPO 法人ふれあい広場タンポポのは

がある。また、
「さっぽろ行動援護ﾈ

援

ら地域生活サポートいーよ援助員

ｯﾄﾜｰｸ」の立ち上げ、事務局担当を担

H14.2～H15.3.

社会福祉法人はるに

い、地域の事業所間ﾈｯﾄﾜｰｸ、行動援

れの里パーソナルサポートセンター

護ｻｰﾋﾞｽ基盤体制づくりのための活

ぽけっと援助員、主任 H14.2～H19.9.

動も行っている。

札幌市自閉症・発達障害支援センター
おがる主任 H19.10～H23.9. 生活介
護 事 業 所 あ ら い ぶ 主 任 H23.10 ～
H26.3.

居宅介護事業所パーソナル

サポートセンターぽけっと・地域活動
支援センターえみな課長 H26.4～

野田

宏

パーソナルサポ

自閉症スペク

北星学園大学社会福祉学科 S62.3 卒.

大学卒業後、重症心身障がい児施設

ートセンターぽ

トラム症の人

社会福祉法人札幌緑花会緑ヶ丘療育

及び知的障がい者入所施設にて行動

けっと

達の地域生活

園児童指導員 S62.4～H8.3.

花園学

障害を有するいわゆる動く重症児・

地域活動支援セ

全般における

園生活指導員 H8.4～H14.1.

社会福

者の支援を約 15 年間経験する。その

ンターえみな

支援

祉法人はるにれの里サポートセンタ

後、はるにれの里にて自閉症支援を

ーあらいぶ主任 H14.2～H15.3.

ワ

中心とした業務に従事し、一人暮ら

ー ク セ ン タ ー ポ ロ レ 主 任 H15.4 ～

しの方の支援にも携わる。また、生

H18.9.

活介護事業やグループホームの整備

パーソナルサポートセンタ

ー札幌ぽけっと管理者（兼務）H17.5
～H19.10.

生活介護事業所ハッピー

イールドサービス管理責任者 H18.10
～H19.10.

生活介護事業所ほしのみ

所長 H19.11～H29.3.

宅介護事業所

パーソナルサポートセンターぽけっ
と・地域活動支援センターえみな所長
H29.4～

にも携わる。

