社団法人全国肢体不自由児・者父母の会連合会 平成２２年度事業活動報告
①

全国大会・ブロック大会の実施

・第４３回全国大会（第２７回北海道ブロック大会）
９月４日(土)〜５日(日)

札幌市

札幌市教育文化会館

８３１名参加

青森県

ホテルグランメール山海荘

１１７名参加

群馬県

松乃井

４８５名参加

静岡県

ホテルアソシア静岡

２３５名参加

京都市

京都テルサ

４１８名参加

香川県

サンポート高松

３８３名参加

宮崎県

サンホテルフェニックス

４０５名参加

・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)
・第４５回東海北陸ブロック大会
６月19日(土)〜20日(日)
・第４５回近畿ブロック研究大会
７月10日(土)
・第４１回中国四国ブロック大会
７月10日(土)〜11日(日)
・第２６回九州ブロック大会
10月23日(土)〜24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２２年５月１５日（土）

東京都 豊島区勤労福祉会館 大会議室

【主な議案】1.第４２回全国大会（滋賀大会）終了報告について

2.平成２１年度事業活動・決算報告について
3.理事・評議員の選任について
4.平成２２年度事業計画・予算（案）について
5.第４３回全国大会（札幌大会）開催について
6.全肢連結成５０周年記念事業について
第１回評議員会 平成２２年５月１５日（土）

東京都 豊島区勤労福祉会館 大会議室

【主な議案】1.第４２回全国大会（滋賀大会）終了報告について

2.平成２１年度事業活動・決算報告について
3.理事・評議員の選任について
4.平成２２年度事業計画・予算（案）について
5.第４３回全国大会（札幌大会）開催について
6.全肢連結成５０周年記念事業について
第２回評議員会 平成２３年３月１４日（月）

東京都 全肢連 会議室

【主な議案】1.第４３回全国大会（札幌大会）終了について

2.全肢連結成５０周年記念事業について

・５０周年記念式典&祝賀会について
・第４４回全国大会（東京）開催について
3.平成２２年度事業進捗報告について
4.平成２３年度事業計画（案）について
5.平成２３年度定期役員改選について
◇理事会、監事会の開催

平成２２年５月１５日（土）東京都 豊島区勤労福祉会館

第１回理事会

第７会議室

【主な議案】1.平成２１年度事業活動・収支決算報告について

2.第４３回全国大会（札幌大会）開催について
3.その他の議案
(①平成22年度全肢連活動指針／②全肢連結成50周年記念事業

等)

平成２２年９月３日（金）札幌市教育文化会館 ４０２会議室

第２回理事会

【主な議案】1.第４３回全国大会（札幌大会）運営について

2.全肢連結成５０周年記念事業について
平成２３年２月１９日（土）東京都 文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ区民会議室

第３回理事会

【主な議案】1.第４３回全国大会（札幌大会）終了について

2.第４４回全国大会（東京大会）開催について
3.平成２２年度事業進捗報告について
4.平成２３年度事業計画（案）について
監

事

会

平成２２年５月１４日（金）東京都

豊島区

全肢連会議室

・平成２１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２２年９月５日（土）札幌市教育文化会館 ３０２会議室

【主な議案】 1.障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会の進捗について

2.全国大会（ブロック大会）のあり方、持ち方について
◇常任委員会の開催
第１回常任委員会

平成２２年４月６日（金）東京都

新宿区

東京在宅サービス会議室

【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

第２回常任委員会

平成２２年６月１４日（月）東京都

新宿区

東京在宅サービス会議室

【主な議案】1.総合福祉部会報告について
2.総合福祉部会、今後の方向性について
3.民主党に対する当会の対応について

平成２２年８月２４日（火）東京都

第３回常任委員会

千代田区

平河町ＶＩＳＩＸ

【主な議案】 1.結成５０周年記念事業・第４４回全国大会骨子(案)の作成について
第４回常任委員会

平成２３年１月２６日（月）東京都

新宿区

東京在宅サービス会議室

【主な議案】1.平成２４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
◇結成５０周年記念実行委員会の開催

第２回実行委員会 平成２２年４月６日（火）東京都

新宿区

東京在宅サービス会議室

【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
第３回実行委員会 平成２２年７月２３日（金）東京都 文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ障害者会館会議室
【主な議案】1.第２回実行委員会以降の進捗報告について

2.結成５０周年記念事業・第４４回全国大会骨子(案)の作成について
3.概算費用等について(大会会場、記念式典・祝賀会会場
第４回実行委員会 平成２２年１０月８日（金）東京都

新宿区

等)

東京在宅サービス会議室

【主な議案】1.第３回実行委員会以降の進捗報告について

2.第４４回全国大会骨子(案)について
3.各事業予算案について
4.今後の予定について
第５回実行委員会 平成２３年３月１１日（金）東京都

新宿区

東京在宅サービス会議室

【主な議案】1.第４回実行委員会以降の進捗報告

2.第４４回全国大会・第４８回関ブロ大会」実施に向けて
3.「全肢連結成50周年
4.今後の予定について

記念式典・祝賀会」実施に向けて

◇「翔んでる仲間」「ばりたび」の募集、実施
・第２８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８８回翔んでる 仲間）

平成２２年９月２８日(火)〜１０月２日(土) 韓国ソウル 北海道ﾌﾞﾛｯｸより１８名派遣
・第８７回翔んでる仲間

北欧４カ国周遊の旅

平成２２年５月２９日(土)〜６月５日(土)

北欧４カ国

１６名参加

・第４回ばりたびワッホー 北海道＆サハリンの旅
平成２２年９月８日(水)〜１１日(土)

③

札幌、小樽、サハリン

１４名参加

広報事業
・「いずみ」の発行

１３３号（６月28日発行）

１３４号（12月28日発行）

・「わ」の発行

１００号（４月28日発行）

１０１号（８月８日発行）

１０２号（10月28日発行）

１０３号（２月28日発行）

・「療育ハンドブック」の発行
・「全肢連情報」の発行

３６集（10月８日発行）

毎月１／15日発行

Vol．471〜Vol．492

２２回刊行

・第２９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
・療育キャンプ
・障害者の利用する福祉用具の制度の在り方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

７地域
１０地域

７地域
４８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

・和やかレクリエーション事業

１地域

・アステラス製薬フライングスター基金

６地域

・チャリティ・クリスマスパーティ

１地域

⑤

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

協議員

清水

協議員

上 野

委

員

石橋

吉章

構成員

石橋

吉章

・日本肢体不自由児協会

理

上 野

密

・全国心身障害児福祉財団

理事・評議員

上 野

密

評議員

武末

和也

・全国特別支援教育推進連盟

常任理事

崎村

茂久

・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(23年度より)

理

上 野

密

〃

〃

誠一
密

・全国社会福祉協議会・障害関係団体連絡協議会
障害者の地域生活に関する調査委員会(22年度)
・障がい者制度改革推進会議

総合福祉部会

〃

事

事

・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

⑥

社会に対する啓蒙

◇コカ・コーラシステムとのコラボレーション事業

・第４回コカ・コーラファンデー＠キッザニア東京
平成２２年１１月２４日（水）

１７２組 ５７３名参加

・第３回コカ・コーラファンデー＠キッザニア甲子園
平成２２年１１月１７日（水）

１０６組 ３２５名参加

・第４回コカ・コーラファンデー＠キッザニア甲子園
平成２２年１２月６日（月）

８３組 ２７５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２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２２年４月２１日（水）

９１名参加

社団法人全国肢体不自由児・者父母の会連合会 平成２３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．平成２３年度

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、手当等の給付制限を緩和し、「住宅手当」の拡充を図られたい。
１．短期入所の必要度が大変増している。これに対応できるよう既存施設の短期入所ベッドを増床、
及び新設施設のベッド数を多く確保するために補助を増額されたい。

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
対応できるように財政的支援を図られたい。
１．見守りが必要な障害児者またはコミュニケーションの取れない重症者の入院時のヘルパー派遣を
認めてほしい。この場合、介護給付の対象となるよう図られたい。

（２）新たに制定する制度の立案に対して要望する。
（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。

（４）「東日本大震災」に対する取り組み
１．災害支援と情報収集並びに情報の共有
・被害状況、会員等の被災状況の情報収集。
・中央省庁等の情報提供
２．復旧・復興に向けた資金的支援「義援金口座の開設」
・きめ細やかな対応と長期的な支援の実施

（２ ）平 成 ２ ３ 年 度 事 業 計 画
①平成２３年度全国大会・ブロック大会、結成５０周年記念式典・祝賀会の開催
◇結成５０周年記念式典＆祝賀会
９月２日（金）

東京都

◇第４４回全国大会（第４８回関東甲信越ブロック大会

東京會舘

９月３日（土）

併催）

東京都

文京区シビックホール

北海道

北海道立道民活動センター

秋田県

秋田温泉さとみ

三重県

ホテル志摩スペイン村

兵庫県

アルカイックホール・オクト

愛媛県

愛媛県県民文化会館

鹿児島県

南日本新聞社ミナミホール

◇第１２回北海道ブロック研究大会
10月29日（土）
◇第３１回東北ブロック大会
７月16日（土）〜17日（日）
◇第４６回東海北陸ブロック大会
７月２日（土）〜３日（日）
◇第４６回近畿ブロック大会
７月18日（祝）
◇第４２回中国四国ブロック大会
９月24日（土）
◇第２７回九州ブロック大会
10月22日（土）〜23日（日）

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、常任委員会の開催
◇ブロック会長会議、各県肢連会議等、地域の情報の集散と情報提供の強化
◇中央行政機関に対する要望・政策提言、中央情報の取捨選択の強化
◇全社協等関係団体との連携活動
◇「翔んでる仲間」の実施（年３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
◇公益法人移行「社員選定委員（会）」「定款検討委員（会）」の開催
◇「結成５０周年記念企画・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）

◇第３０回グラフィックアートの作品募集
◇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

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

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
◇各種スポーツによる交流、関係団体の事業及び行事への参加
◇その他

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
・結成５０周年記念式典・祝賀会・全国大会への招請
・オットギ祝祭への派遣

◇中国残疾人聯合会との各種交流
・結成５０周年記念式典・祝賀会・全国大会への招請

◇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

⑦全国大会開催予定について

（日時等調整中含む）

◇平成24年度（第45回）

東北ブロック（宮城県）

◇平成25年度（第46回）

九州ブロック（沖縄県）

◇平成26年度（第47回）

東海北陸ブロック（開催地未定）

