社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会
①

平成２１年度事業活動報告

全国大会・ブロック大会の実施

・第４２回全国大会（第４４回近畿ブロック大会）
平成21年6月20日(土)〜21日(日)

びわこホール

１１８４名参加

・第１１回北海道ブロック研究大会
平成21年10月17日(土)

かでる２．７

１６０名参加

いこいの村岩手

１０８名参加

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ幕張

８２４名参加

名鉄犬山ホテル

２５０名参加

岡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

３００名参加

別府湾ロイヤルホテル

３４８名参加

・第２９回東北ブロック大会
平成21年7月11日(土)〜12日(日)
・第４６回関東甲信越ブロック大会
平成21年6月28日(日)〜29日（月）
・第４４回東海北陸ブロック大会
平成21年9月12日(土)〜13日(日)
・第４０回中国四国ブロック大会
平成21年11月14日(土)〜15日（日）
・第２５回九州ブロック大会
平成21年10月3日(土)〜4日(日)

②

本部事業

◇総会(全国会長・事務局長会議)、評議員会の開催
通常総会

平成２１年５月１６日（土） 東京都

豊島区勤労福祉会館

大会議室

【主な議案】1.第４１回全国大会（広島大会）終了報告について

2.平成２０年度事業活動・決算報告について
3.平成２１年度事業計画・予算（案）について
4.第４２回全国大会（滋賀大会）開催について
第１回評議員会

平成２１年５月１６日（土）

東京都

豊島区勤労福祉会館

【主な議案】1.第４１回全国大会（広島大会）終了報告について

2.平成２０年度事業活動・決算報告について
3.平成２１年度事業計画・予算（案）について
4.第４２回全国大会（滋賀大会）開催について
第２回評議員会 平成２２年３月１７日（水）

東京都 豊島区 全肢連会議室

【主な議案】1.平成２１年度事業進捗報告並びに収支計算見込について

2.平成２２年度事業計画（案）について
1.理事・評議員の選任について

大会議室

◇理事会、監事会の開催
平成２１年５月１６日（土）東京都

第１回理事会

豊島区勤労福祉会館

第７会議室

【主な議案】1.平成２０年度事業活動・収支決算報告について

2.平成２１年度事業計画(案)・予算（案）について
3.第４２回全国大会（滋賀大会）開催について
4.平成２１年度定期役員改選について
平成２１年５月１６日（土）東京都

第２回理事会

豊島区勤労福祉会館

第１･２和室

【主な議案】1.平成２１年度定期役員改選について

正・副会長、常務理事選任。ブロック長選出。
平成２１年６月１９日（金）大津市

第３回理事会

ピアザ淡海 ３０２会議室

【主な議案】1.第４２回全国大会（滋賀大会）運営について

2.第４３回全国大会（北海道大会）開催について
平成２２年２月４日（木）札幌市

第４回理事会

札幌市教育文化会館

４０２会議室

【主な議案】1.第４２回全国大会（滋賀大会）終了について

2.第４３回全国大会（札幌大会）開催について
3.平成２１年度事業進捗報告について
4.平成２２年度事業計画（案）について
監

事

平成２１年５月１５日（金）東京都 豊島区 全肢連会議室

会

・平成２０年度事業・会計監査

◇専門委員会の開催
第１回合同専門委員会

平成21年５月16日（土）東京都 豊島区勤労福祉会館 第１･２和室

【主な議案】 1.平成２１〜２２年度専門委員会

第２回合同専門委員会

委員選任

平成２１年６月２０日（土）大津市

ピアザ淡海

２０６会議室

【主な議案】 1.全国大会（ブロック大会）のあり方、持ち方について

2.財務、公益法人改革について
3.全肢連結成５０周年記念大会について
第３回合同専門委員会

平成２２年２月５日（金）札幌市

かでる２･７

１０１０会議室

【主な議案】 1.平成２３年度心身障害児者に関する予算要望取りまとめについて

2.全肢連結成５０周年記念事業について

◇常任委員会の開催
第１回常任委員会

平成２１年６月１６日（金）東京都

永田町 ＴＢＲビル

【主な議案】 1.全国大会のあり方、持ち方について

2.財務に関して
3.全肢連結成５０周年記念大会実行委員会について
第２回常任委員会

平成２１年１０月９日（金）東京都

御茶ノ水

明治大学紫紺館

【主な議案】1.全肢連結成５０周年記念事業について
・候補会場視察（明大アカデミーコモン）
第３回常任委員会

平成２２年１月１８日（月）東京都

御徒町

東京在宅ｻｰﾋﾞｽ会議室

【主な議案】 1.平成23年度心身障害児者関係予算に関する重点要望(案)の取りまとめ

2.全肢連結成５０周年記念事業について
◇結成５０周年記念実行委員会の開催
第１回実行委員会 平成２１年１０月９日（金）東京都 御茶ノ水 明治大学紫紺館
【主な議案】 1.全肢連結成５０周年記念事業について
・候補会場視察（明大アカデミーコモン）

第２回実行委員会 平成２２年４月６日（火）東京都

新宿区

東京在宅ｻｰﾋﾞｽ会議室

【主な議案】1.第１回実行委員会以降の進捗報告について

2.実施、準備スケジュール（案）について
3.組織・役割分担（案）について
4.表彰並びに感謝状贈呈（表彰規定）について
5.今後の予定について
◇「翔んでる仲間」「ばりたび」の募集、実施
・第１２次日中友好交流団派遣事業（中国残疾人聯合会との交流事業）（第８４回翔んでる仲間）

平成21年8月30日（日）〜9月5日（土）中国

北京･長春･青島

関東･近畿ﾌﾞﾛｯｸ２５名派遣

・第２７回オットギ祝祭代表団派遣事業（ 韓国脳性麻痺福祉会との交流事業）
（ 第８５回翔んでる仲間）

平成21年9月28日（月）〜10月2日日（金）韓国ソウル
・第８３回翔んでる仲間

イタリアの旅

平成21年5月22日(金)〜29日(金)
・第８６回翔んでる仲間

関東甲信越ブロックより２４名派遣

イタリア

ミラノ・ローマ

２０名参加

ハワイの旅

平成22年3月11日(木)〜16日(火)

ハワイ

１９名参加

・第２回ばりたびワッホー 北海道の旅
平成21年10月13日(火)〜16日(金)
・第３回ばりたびワッホー

北海道

札幌・旭川・小樽

２６名参加

沖縄の旅

平成22年1月21日(木)〜24日(日)

沖縄県

１４名参加

◇コカ・コーラシステムとのコラボレーション事業
第３回コカ・コーラファンデイ＠キッザニア東京

平成21年10月７日（水）５７７名参加

第１回コカ・コーラファンデイ＠キッザニア甲子園

平成21年11月18日（水）３１９名参加

第２回コカ・コーラファンデイ＠キッザニア甲子園

平成21年12月１日（火）２５８名参加

◇エフ・ヴィ・コーポレーションとのコラボレーション事業
第１回和やかレクリエーション「ｻﾝｼｬｲﾝ国際水族館」 平成21年４月20日（月）６５名参加

③

広報事業
・「いずみ」の発行

１３１号（６月28日発行）

１３２号（12月18日発行）

９６号（４月28日発行）

９７号（８月18日発行）

９８号（10月18日発行）

９９号（２月８日発行）

・「わ」の発行

・「療育ハンドブック」の発行
・「全肢連情報」の発行

３５集（２月18日発行）

毎月１／15日発行

Vol．４４７〜Vol．４５２

２４回刊行

・第２８回タイプアートコンテストの作品募集
ふれあいノートの製作、頒布
・全肢連ホームページ「響（ひびき）」の拡充
・全肢連ホームページ「響（ひびき）」

http://www.zenshiren.or.jp

・都道府県肢連ページの充実
・モバイルサイトの開設

http://www.b-info.jp/zenshiren/i

・ひびき会員メールマガジンの拡充
・ホームページ個人会員（ひびき会員）に対するメールマガジン他による情報の集散

・
「Ｗａｈｈｏ！」の運営、管理
バリアフリーな商品や情報、地域のイベントなどを紹介するｗｅｂ情報サイト

・
「ワッホー！ニュース」の発刊とフリーペーパーとしての発送
インターネット環境のない皆さんにもご利用いただけるコミュニティ・フリーペーパー

④

補助・助成事業
・ブロック連絡協議会運営費

７地域

・療育キャンプ

１０地域

７地域

・障害児者の地域格差に関する調査研究事業研修会
・さわやかレクリエーション・キャンプ

⑤

４９地域

・キッザニア東京・キッザニア甲子園施設体験事業

３地域

・アステラス製薬フライングスター基金

７地域

・チャリティ・クリスマスパーティ

１地域

渉外関連
〜

・国や自治体への働きかけ

請願運動、政策提言、予算対策要望等

・全国社会福祉協議会・障害関係団体連絡協議会

常任協議員

上 野

協議員

清水

誠一

委員

石橋

吉章

理事

橋本

勝行

評議員

上 野

・日本肢体不自由児協会

理事

橋本

勝行

・全国特別支援教育推進連盟

常任理事

橋本

勝行

・日本おもちゃ図書館財団

評議員

上 野

密

・日本の福祉を考える会

事務局次長

上 野

密

・コカ・コーラ教育・環境財団

理事

武末

〃

〃

密

・全国社会福祉協議会・障害関係団体連絡協議会
障害者の消費者被害の防止に関する研究委員会
・全国心身障害児福祉財団
〃

密

和也

・平成２１年度障害者自立更生者、更生援護功労者及び、社会参加促進功労者に対する厚生労働大臣表彰
・更生援護功労者
〃
・社会参加促進功労者

愛知県

石田

栄一

兵庫県

宇治

恭子

鳥取県

高垣

和気子

・関係団体との連携運動、行事・事業等への参加、後援・支援等
・賛助会員の加入促進、支援企業等とのコミュニケーション推進

社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会

平成２２年度事業活動計画

（１）全 肢 連 活 動 指 針
社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会

定 款

目

的

肢体不自由児(者)の福祉増進を図ることを目的とする

事

業

１．肢体不自由児(者)が自立更生できる環境をつくる
２．肢体不自由児(者)福祉に関する社会的啓発
３．肢体不自由児(者)福祉に関する調査研究
４．支部父母の会育成強化に関する知識の普及と助成
５．その他目的を達成するために必要な事業

１．会の運営に関わる、中・長期ビジョン
◆結成５０周年を迎えるにあたり
（１）地 域 組 織 を 育 成 強 化 し 連 携 を 推 進 す る 。
近年の障害福祉施策は、地方分権のなか市町村が実施主体となり中心的役割を果たす体制に移行し
ており、国が決めておく事とあわせ、それ以上の内容で私たちの生活を支援する基盤を地方自治によ
って構築する必要がある。
今後は地域父母の会組織の活動状況を再確認し現状把握に努めるとともに、障害の種別等も考慮に
いれながら、活動母体を市町村単位にこだわらず広域的単位に再編成することも検討し、都道府県肢
連の指導のもと地域組織を強化することがどうしても必要となる。
しかしながら役員の高齢化や会員のニーズの多様化もあり、県肢連組織の維持、運営にも窮してい
るのが現況である。
我々は「組織の強化」、「地域指導者の養成」、「地域組織の連携」を進め、地域行政に強力にアピー
ルができる魅力ある組織づくりを再構築していくことが急務だと考える。
また、本会の健全運営に必要な財政基盤の確立を図り、事務局体制の強化を進めることは地域組織
の育成強化にもつながり、ひいては磐石な組織体制となる事を目指す。

（２）新たな制度制定に向け国への要望活動と地方自治体への対応を強化する。
障害者自立支援法が廃止され、新たな制度が立案されるにあたり、都道府県肢連の要望を取りまと
め、国に対し強力に要望・提言を行い、福祉関係諸団体と連携・協力しながら福祉増進を図る。また、
都道府県肢連の活動をサポートし連携を図る。

２．活

動

方

針

（１）緊急に制度並びに予算に反映されるよう重点事項を要望する。
【 重 点 要 望 事 項

】

１．障害基礎年金・特別障害者手当等を拡大し、所得保障の充実を早急に図るとともに、地域社会で
自立した生活が営めるよう、所得・給付制限を緩和し、「住宅手当」の創設を図られたい。
１．福祉サービス（介護給付、訓練等給付）、自立支援医療、補装具の月額費用を合算し、負担上限額
を改定し、負担の軽減を一層図られたい。
１．多様化する重度重複障害者（医療的ケアを必要とする障害者を含む）のショートステイ施設の増
設・増床および、事業運営を助成し、保護者の支援を図られたい。
１．親の高齢化に伴い緊急一時短期入所の必要度が増している。療護施設、重心施設等の福祉施設で
対応できるように支援（財政的支援を含む）を図られたい。
１．福祉施設、福祉事業所がその従事者（ホームヘルパーを含む）に対して医療的ケアの実務者研修
を受講できるように支援を図られたい。

（２）新たに制定する制度の立案に対して要望する。
【制 度 の立 案】
１．介護保険と統合しないことを明確化するよう図られたい。
１．平成２１年３月に提案された「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」（廃案）のな
かで「応能負担」「自立支援協議会の設置義務化」「移動支援の介護給付」等負担軽減に関す
る内容を早期に成立するよう図られたい。
１．新体系に移行した施設の運営が安定できるように、ＮＰＯ法人の会計士に支払う費用への助
成等一層の支援を図られたい。
１．障害保健福祉サービスの計画整備に要する財政的支援を各都道府県に保障し、実施主体であ
る市町村が基盤整備できる体制支援を図られたい。
１．現行の経過措置(3年1，200億円)である緊急措置は継続されるよう図られたい。

【所 得 保 障 】
１．障害者が地域で自立するために、障害基礎年金・特別障害者手当て等を増額し所得保障の確
立を早急に図られたい。並びに地域生活移行と地域生活充実に必須の住まいの確保のために
「住宅手当」の創設等図られたい。
１．就労不可能な重度障害者の所得保障を手厚くし、福祉サービス等の利用者負担を無料となる
よう図られたい

【利 用 者 負 担】
１．入所施設の利用者負担後の手持金25,000円が大幅な増額となるよう制度設計を図られたい。
１．福祉サービス（介護給付、訓練等給付）、自立支援医療、補装具の月額費用を合算し、負担
上限額を改定し、負担の軽減を一層図られたい。

【 就

労

】

１．就労移行支援事業の拡充のため、行政、企業、福祉、教育の連携を強化し、働く意欲のある
障害者の職域拡大を図られたい

【
地域生活・
住まい】
１．地域の実情に配慮した重度肢体不自由児者の療護施設の適切な設置を早急に図られたい。

【地域生活支援事業】
１．短期入所先から日中活動の場への移動を地域生活支援事業の移動支援に盛り込まれるよう図
られたい。
１．地域生活支援事業が地方と都市部および都市部内で格差が生じないように図られたい。
１．障害者自立支援法では障害者の個別ニーズにしたがって自立を支援する事を目視しているの
で先ず、市町村に実態調査をするよう指導し、個別ニーズを把握するよう図られたい。

【短 期 入 所 】
１．短期入所で日中活動の内容が充実するよう事業所の支援を図られたい。
１．多様化する重度障害児者の短期入所の拡充、強化を図られたい。

【制 度・システム】
１．理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、看護師の医療施設以外における相対的
医療行為が可能となるように、かつ、独立開業が可能となるように整備を図られたい。

１．医療施設のバリアフリー化は、努力義務ではなくバリアフリー化を開業の条件として義務化
するよう図られたい。
１．医療的ケアを必要とする人も増え、在宅生活の継続には、医療と福祉の両面からの支援が不
可欠となっている。訪問介護を障害者福祉サービスの括りにして、訪問看護療養費を重度心
身障害児

者医療助成制度の対象とするよう図られたい。

１．民法による扶養義務につき、障害当事者及び家族の社会的環境を考慮し、抜本的見直しを図
られたい。
１．行政不服審査は、憲法第７６条に従って司法に移すよう図られたい。
１．社会福祉関連訴訟は、憲法１４条に保障される権利が履行されるように、訴訟費用免除の方

策が講じられるとともに、社会福祉専門裁判所（仮称）を新設することを図られたい。

（３）父 母 の 会 の 活 性 化 を 図 る 。
今後の活動は父母の会独自の自助努力が重要であり、地域住民や各種団体及び企業等の支援を得な
がら、肢体不自由児者を抱える若年層の父母の参加を強く求めることが緊急課題となっている。
そのためには、地域のニーズに合わせて、障害児施設・医療機関・地域行政・特別支援学校・ＰＴ
Ａ・地域社協等と密接な連携を継続しながら父母の会への理解を深め、父母の会の活性化を図ること
が重要である。

（２ ）平 成 ２ ２ 年 度 事 業 計 画 （案 ）
①平成２２年度全国大会・ブロック大会の開催
◇第43回全国大会
（第27回北海道ブロック大会併催）

９月４日(土)〜５日(日)

札幌市

札幌市教育文化会館

◇第30回東北ブロック大会

９月25日(土)〜26日(日)

◇第47回関東甲信越ブロック大会

７月11日(日)〜12日(月)

群馬県

◇第45回東海北陸ブロック大会

６月19日(土)〜20日(日)

静岡県 ホテルアソシア静岡

◇第45回近畿ブロック大会

７月10日(土)

京都市

◇第41回中国四国ブロック大会

７月10日(土)〜11日(日)

香川県 サンポート高松

◇第26回九州ブロック大会

10月23日(土)〜24日(日)

宮崎県 サンホテルフェニックス

青森県 ホテルグランメール山海荘
松乃井

京都テルサ

②本部事業
◇通常総会（全国会長・事務局長会議）、理事会、評議員会の開催
◇専門委員会、常任委員会、ブロック会長会議等の開催
◇各県肢連会議等、地域の情報の集散と情報提供の強化、中央情報の取捨選択の強化
◇障がい者制度改革推進会議「総合福祉部会」他による中央行政機関に対する要望・政策提言
◇全社協等関係団体への役職派遣と連携活動の強化
◇「翔んでる仲間」の実施（年３回）、「ばりたびワッホー」の実施（年２回）
◇賛助会員の加入、若年層会員の加入、個人会員(Ｗｅｂ会員･年間購読会員等)の加入促進
◇結成５０周年記念事業、企画委員会・実行委員会の開催

③広報事業
◇全肢連だより「わ」の発行（年４回）
◇全肢連情報の発行（月２回）
◇出版物等による各県肢連への情報提供の充実

◇全肢連ホームページ「響」の拡充、都道府県肢連への展開指導、個人会員の加入促進
◇［ワッホープロジェクト］の拡充（ワッホーニュースを媒体として若年層会員の掘起し）

④補助・助成事業
◇「いずみ」の発行（年２回）
◇「療育ハンドブック」の発行（年１回）
◇集団指導（療育キャンプ）の実施
◇地域指導者養成研修の実施
◇さわやかレクリエーション・キャンプの実施（平成２１年度分実績

都道府県４９カ所）

⑤社会に対する啓蒙
◇ふれあいの輪をひろげる運動の展開（第２９回グラフィックアートの作品募集）
◇さわやかレクリエーションへの一般参加門戸開放、「コカ･コーラファンデイ＠」事業の拡充

⑥海外の福祉団体との各種交流
◇韓国脳性麻痺福祉会との各種交流
・全国大会への招請

９月２日（木）〜６日（月）（予定）

３名

・オットギ祝祭への派遣

９月２８日（火）〜１０月２日（土）

（9月30日ｵｯﾄｷﾞ祝祭）

◇中国残疾人聯合会との各種交流
・全国大会への招請

９月１日（水）〜７日（火）（予定）

４名

◇翔んでる仲間の訪問による諸外国福祉団体との各種交流
・第８７回翔んでる仲間

北欧４カ国周遊の旅／他

平成22年5月29日(土)〜6月8日(土)
⑦全国大会開催予定について

ﾍﾞﾙｹﾞﾝ

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ

ﾍﾙｼﾝｷ

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ

（日時等調整中含む）

◇平成23年度（第44回）
（第48回関東甲信越ブロック大会併催）

結成50周年記念大会

（東京都）

◇平成24年度（第45回）

東北ブロック（福島県予定）

