一般社団法人

全国肢体不自由児者父母の会連合会

平成24年度事業活動報告

Ⅰ．肢体不自由児者が地域で普通に暮らすことができる環境をつくる事業
１．平成２４年度全国大会・ブロック大会の開催
・第４５回全国大会（第３２回東北ブロック大会 併催）
９月８日(土)〜９日(日)
宮城県
仙台市情報・産業プラザ
・第２８回北海道ブロック大会
７月７日(土)〜８日(日)
網走市
網走湖荘
・第４９回関東甲信越ブロック大会
６月１７日(日)
埼玉県
大宮ソニックシティ
・第４７回東海北陸ブロック大会
６月２日(土)
岐阜県
岐阜都ホテル
・第４７回近畿ブロック大会
７月１４日(土)
和歌山県
和歌山市民会館
・第４３回中国四国ブロック大会
１２月８日(土)
山口県
ルネッサながと
・第２８回九州ブロック大会
９月１６日(日)〜１７日(月)
熊本県
ホテル熊本テルサ

５９９名参加
２００名参加
５００名参加
２６７名参加
４１９名参加
２５１名参加
２３２名参加

２．総会、理事会、常任委員会など各種会議の開催。関係諸団体との連携
（１）総会(全国会長・事務局長会議)の開催
通常総会
平成２４年５月１９日（土）
東京都 豊島区勤労福祉会館
【主な議案】1.全肢連結成５０周年記念事業報告について
2.公益法人移行の報告について
3.平成２３年度事業活動・補助事業報告について
4.平成２４年度事業計画・予算（案）について
5.第４５回全国大会（宮城大会）開催について
臨時総会
平成２４年１０月１０日（水）
【主な議案】1.定款変更について
2.理事補充選任について

東京都

全肢連

会議室

（２）理事会、監事会の開催
第１回理事会
平成２４年５月１９日（土）
東京都 豊島区勤労福祉会館
【主な議案】1.平成２３年度事業活動・補助事業報告について
2.平成２４年度事業計画（案）について
3.第４５回全国大会（宮城大会）開催について
第２回理事会
平成２４年９月７日（金）
仙台市・ホテルＪＡＬシティ
【主な議案】1.第４５回全国大会（宮城）運営について
2.第４６回全国大会（沖縄）開催について
第３回理事会
平成２４年１０月１０日（水）
【主な議案】1.代表理事の増員について

東京都

全肢連

会議室

会議室

会議室

会議室

第４回理事会
平成２５年２月２２日（金）
東京都 豊島区勤労福祉会館
【主な議案】1.第４５回全国大会(宮城)終了報告について
2.平成２４年度事業進捗報告並びに収支決算見込みについて
3.平成２５年度事業計画・予算（案）について
4.全国大会・ブロック大会のあり方について
5.定款変更について
監

事

会

平成２４年５月１８日（金） 東京都
・平成２３年度事業・会計監査

全肢連

会議室

会議室

（３）常任委員会の開催
第１回常任委員会 平成２４年４月１２日（木） 東京都 新宿区 東京在宅サービス会議室
【主な議案】1.一般社団法人移行「登記」のご報告について
2.平成２４年度常任委員の委嘱について
3.平成２４年度全肢連活動方針について
4.全肢連各種規定、内規の見直しについて
5.平成２４年度常任委員会、年間スケジュールについて
第２回常任委員会 平成２４年６月２５日（月） 東京都 新宿区 東京在宅サービス会議室
【主な議案】1.さわやかレクリエーション事業の申請審査について
2.東日本大震災に係る義援金の第三次配分について
3.第４５回全国大会（宮城）について
4.ＪＫＡ補助事業について
第３回常任委員会 平成２５年１月２２日（火） 東京都 新宿区 東京在宅サービス会議室
【主な議案】1.平成２６年度心身障害児者に関する予算要望（取りまとめ）
2.全国大会・ブロック大会のあり方について
3.定款に関すること（代表理事の印鑑登録について）

３．渉外関連
（１）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
〃
〃
協議員
・日本肢体不自由児協会
理 事
・全国心身障害児福祉財団
理 事
・日本おもちゃ図書館財団
評議員
・日本の福祉を考える会
事務局次長
・コカ・コーラ教育・環境財団
理 事
・全国社会福祉協議会・障害関係団体連絡協議会
災害時の障害者避難等に関する調査委員会(24年度) 委 員
・全国特別支援教育推進連盟
常任理事

（２）関係団体との連携運動、行事・事業等への参加、後援・支援等
（３）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

清水 誠一
上野
密
上野
密
上野
密
上野
密
上野
密
上野
密
石橋 吉章
杉原千鶴子

Ⅱ．肢体不自由児者福祉に関する社会的啓発事業
１．機関誌、広報誌、指導誌等の発行
・「いずみ」の発行
・「わ」の発行

１３７号（６月28日発行）
１０８号（４月28日発行）
１１０号（10月28日発行）
３８集（10月８日発行）

・「療育ハンドブック」の発行
・「全肢連情報」の発行
毎月１／15日発行

１３８号（12月28日発行）
１０９号（８月８日発行）
１１１号（２月28日発行）

Vol．517〜Vol．542

２５回刊行

２．インターネットによる情報の集散
・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
・フェイスブックの開設
http://www.facebook.com/ZENSHIREN
・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方にもご利用いただけるコミュニティ・フリーペーパー

３．ふれあいの輪を広げるキャンペーン
・第３１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

Ⅲ．支部父母の会育成強化に関する知識の普及と助成事業
１．さわやかレクリエーションの実施
・Ａ申請「地域父母の会活性化支援事業」２４地域
・Ｂ申請「レジャー活動支援助成事業」 ３５地域

２．療育キャンプの実施
・１７地域（北海道、岩手県、埼玉県、愛知県、静岡県、滋賀県、奈良県、京都市、愛媛県、
福岡県、佐賀県、宮崎県、沖縄県、全国）

３．地域指導者育成セミナーの開催
・「障害者の住まいのあり方について」
全国７地域（北海道、青森県、群馬県、岐阜県、滋賀県、愛媛県、大分県）

４．海外の障害者団体との交流事業の実施
・第３０回韓国オットギ祝祭交流事業（韓国脳性麻痺福祉会との交流事業）
（第９２回翔んでる仲間）
平成２４年１０月２１日(日)〜２５日(木)
韓国ソウル 北海道、関東甲信越、中国四国、九州ブロックより３６名派遣

・友好団体調印２０周年記念「第１３次日中友好交流団派遣事業」
平成２４年５月２６日(土)〜６月１日(金)
北京・杭州・上海 ４家族１０名派遣

５．チャリティ・クリスマスパーティの開催
・２０１２年李富鉄税理士事務所主催クリスマスパーティ
平成２４年１２月１２日（水）ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル

６．平成２４年度フライングスター基金

「車椅子送迎用車」の贈呈先について

車両タイプ

肢連名

普通自動車

千葉県

１１月２１日 ＮＰＯ法人だっくす

〃

福井県

１１月２１日 ＮＰＯ法人自立支援センター

〃

佐賀県

１１月２１日 ＮＰＯ法人障害児・者の自立を支える会

愛知県

１１月

〃

大阪府

１１月１９日 社会福祉法人ひまわり

〃

宮崎県

１１月

軽自動車

３８名招待

寄贈式

贈

呈

先

児童デイサービス虹

６日 社会福祉法人海部連福祉会

はあとスマイル春江
ＡＳＯＢＯＷ

虹の里八開

ひまわり作業所

６日 ＮＰＯ法人障害者訪問介護サービス

つくしんぼ

Ⅳ．肢体不自由児者と家族の生活の質を高める事業
１．生活の質を高める各種事業
（１）コカ・コーラシステムとのコラボレーション事業

・第６回コカ・コーラファンデー＠キッザニア東京
平成２４年１１月２０日（火）

２０１組

６０１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２４年１１月２９日（木）

１１４組

３７６名参加

・第４回キッザニア甲子園コカ・コーラ招待事業
平成２４年１２月３日（月）

６７組

２２４名参加

・第３回コカ・コーラファンデー＠北海道
〜雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウスにおける環境体験プログラム
平成２４年６月２８日（木）北海道ブロック(札幌・千歳・苫小牧各父母の会)より59 名参加
（２）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４回和やかレクリエーション「サンシャイン水族館」
平成２４年１１月１２日（月）

１０４組

３０１名参加

（３）「ばりあふりーフェスティバル2012in宮城」開催
平成２４年９月８日（土）〜９日（日） 仙台市情報・産業プラザ展示スペース他
第４５回全国大会（宮城）に併せて開催。

一般社団法人

全国肢体不自由児者父母の会連合会

平成25年度事業活動計画

Ⅰ．事業計画の基本方針
平成２５年度は継続事業の着実な実行と、新規事業の研究などを通じて一般社団法人として、事業
全体の強化と充実を図る。
下記の４事業を柱に実施する。

Ⅱ．事業概要
１．肢体不自由児者が地域で普通に暮らすことができる環境をつくる事業
事業（内容、方法等）
ア．全国大会並びブロック大会の開催
①平成２５年度全国大会・ブロック大会の開催日程
・第46回全国大会（第29回九州ブロック大会併催）
10月26日(土)〜27日(日)
沖縄県
・第13回北海道ブロック研究大会 10月12日(土)
札幌市
・第33回東北ブロック大会
10月19日(土)〜20日(日) 福島県
・第50回関東甲信越ブロック大会 ７月27日(土)
長野県
・第48回東海北陸ブロック大会
６月８日(土)〜９日(日) 石川県
・第48回近畿ブロック大会
９月７日(土)
奈良県
・第44回中国四国ブロック大会
９月14日(土)
島根県

パシフィックホテル沖縄
かでる2･7
飯坂ホテル聚楽
ホテル翔峰
金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
奈良県文化会館
ホテル一畑

②全国大会開催予定について
（日時等調整中含む）
・平成26年度（第47回） 東海北陸ブロック
平成26年９月６日(土)〜７日(日) 愛知県
ロワジールホテル豊橋
・平成27年度（第48回） 中国四国ブロック（香川県）
・平成28年度（第49回） 未定（関東甲信越ブロックまたは近畿ブロック）
イ．総会、理事会、専門委員会、研修会など各種会議の開催。関係諸団体との連携
①平成２５年度総会・理事会の開催日程
・平成25年度通常総会(全国会長・事務局長会議) ５月18日(土) 東京都 豊島区勤労福祉会館
・平成25年度第１回理事会
〃
〃
・平成25年度第２回理事会
10月25日(金)
沖縄県那覇市
・平成25年度第３回理事会
平成26年２〜３月上旬(予定)
東京都内（会場未定）
②専門委員会、常任委員会、各種会議の適宜開催
【常任委員会・中央対策委員会】
・平成25年度第１回常任委員会
４月18日(木)
東京在宅サービス会議室
・平成25年度第２回常任委員会
８月28日(水)
東京在宅サービス会議室
・平成25年度第３回常任委員会
平成26年１月〜２月（予定） 東京都内（会場未定）
【財務委員会】
・平成25年度第１回財務委員会
５月18日(土)
東京都 豊島区勤労福祉会館
・平成25年度第２回財務委員会
平成26年２〜３月上旬(予定) 東京都内（会場未定）
③研修会の開催
・グループ討議の実施
・各種研修会の開催

５月18日(土)

東京都

豊島区勤労福祉会館

２．肢体不自由児者福祉に関する社会的啓発事業
事業（内容、方法等）
ア．機関誌、広報誌、指導誌等の発行
・指導誌「いずみ」（年２回）
・「療育ハンドブック」
・全肢連だより「わ」の発行（年４回）

139号（６月28日発行） 140号（12月28日発行）
39集（６月18日発行）
112号（４月28日発行） 113号（８月８日発行）
114号（10月28日発行） 115号（２月28日発行）

・ワッホーニュース（年６回）

・全肢連情報（月２回）

31号（４月28日発行）

32号（６月28日発行）

33号（８月８日発行）

34号（10月28日発行）

35号（12月28日発行）

36号（２月28日発行）

毎月１日、15日

・その他印刷物の出版
イ．インターネットによる情報の集散
ホームページ「響 」、facebook、Ｔwitter、バリアフリーＷebサイト「ＷＡＨＨＯ！」の運用。
ウ．ふれあいの輪を広げるキャンペーン
障害のある方が、生きがいのある充実した生活を営む事は、自己表現の機会を拡充して社会参加
を図り、人間性を豊かにするだけではなく、周囲の人々の心のバリアを取り除き、共に生きる明る
い社会を作るためにも大切な事である。
ふれあいの輪を広げるキャンペーンの一環として支援学校、在宅者、施設入所者を対象としたコ
ンテストを実施し、入賞に対して表彰を行うとともに、作品を表紙としたノートを作製し広く一般
に頒布を行う。
①第32回グラフィックアートコンテスト
・作品のテーマ
Smile！〜幸せな時間〜
・応募資格
障害児者とその家族、関係者
・募集期間
平成25年４月15日〜６月14日
・募集作品
第１部 コンピュータアート部門
第２部 デジタル写真部門
第３部 動画部門

３．支部父母の会育成強化に関する知識の普及と助成事業
事業（内容、方法等）
ア．支部父母の会で実施する療育事業等への助成
①さわやかレクリエーション事業の実施
ａ）事業の目的
さ わ や か レ ク リ エ ー シ ョ ン事 業は 、 障 害 児 者 と そ の家 族が 、地 域 住 民 やボ ラ ン テ ィ
アな ど と の 交流 を深 め 、リ フ レ ッ シ ュ を図 り、 障害児者 の 社会参加活動 と、 父 母の
会の 活 性 化 に繋 がる 一 助となる 事業 として 、日 本コ カ・ コーラ ㈱の 協力 に よ り 、コ
カ・ コ ー ラ シ ス テ ム か ら支 援を い た だ き、 療 育 事 業 助 成 金 と し て交 付さ れ る も の で
ある。

ｂ）助成対象事業及び平成25年度実施決定件数
（４月25日受付締切）
①【Ａ申請】：地域父母の会活性化支援助成事業
２９地域
②【Ｂ申請】：レジャー活動支援助成事業
３６地域
合計
６５地域
ｃ）実施対象期間 平成２５年６月〜１２月の期間内に実施すること。この期間以外は対象外。
ｄ）助成対象事業の詳細と助成金限度額

「地域父母の会活性化支援助成事業」
〜全肢連指定事業「ハンドアーチェリー」を活用した事業への助成
各地で課題となっている「新たな会員が増えない」「父母の会活動の広報が乏しい」「父母の会の
活性化が進まない」などの悩みに対応するために、? ハンドアーチェリー? を活用する事で、特
別支援学校の在校生や保護者との交流の一助となる事や、地域住民や支援者との交流や絆を深め
る事や、父母の会のレクリエーションとしてボランティアの育成や会活動の活性化につながる事
を目的とする事業などに対して助成を行う。
◆要領
・「ハンドアーチェリー」をメインのレクリエーションとして実施すること。
・助成額は１件につき10万円を限度とする。但し 、ハンドアーチェリーを現物支給（ ４万円相当 ）
となるため、助成送金される金額は６万円となる。なお、総事業費が６万円に満たない場合は 、
事務局にて査定を行い助成金額を決定する。
・必要に応じて、別途事業「ハンドアーチェリー・レクリエーション教室」で作成する『ハンド
アーチェリーで遊ぼうハンドブック』『ルールブック』『購入用ハンドブック』の無償頒布の協
力を願う。
◆実施の例
・特別支援学校との協働で「ハンドアーチェリー」を活用した交流会を実施。
・会のイベントなどで「ハンドアーチェリー」を使ったレクリエーションを実施する事による参
加の促進。
・地域住民やボランティアとの交流を深めるイベントで「ハンドアーチェリー」の体験コーナー
を実施。

「レジャー活動支援助成事業」
〜その他、親睦、レクリエーション等を通じて会員相互のコミュニケーションを増進すること
を目的とする事業への助成
既存の会員相互の親睦、各種レクリエーションや旅行、日帰りや宿泊を伴うレジャー活動など、
会活動の活性化を目的とした事業に対して助成を行う。
◆要領
・旅行（ 日帰り、宿泊等）、レクリエーション（ 野外、遊園地 、遠足等）、レジャー活動 、音楽会、
演芸会、クリスマス会、バザーなど、会員相互の理解促進、ボランティアの育成、地域住民と
の交流やコミュニケーションを図る事を目的とした事業全般。
・助成額は１件につき５万円を限度とする。但し、総事業費が５万円に満たない場合は、事務局
にて査定を行い助成金額を決定する。
※全国大会・ブロック大会への参加の補てん的費用に充当するものは助成対象外とする。
また、飲食のみを目的とする事業は助成対象外とする。

②療育キャンプの実施
③地域指導者研修会の開催
イ．海外の障害者団体との交流事業
韓国脳性麻痺福祉会との交流
日韓交流「オットギ祝祭」への派遣事業。本会の全国大会に対する韓国代表団の招請。
オットギ祝祭日 平成25年９月26日（木）
派遣ブロック案（第一案：近畿ブロック、第二案：中国四国ブロック）
ウ．平成２５年度フライングスター基金 「車椅子送迎用車」の寄贈
アステラス製薬フライングスター基金より、車椅子送迎用車６台の寄贈。

４．肢体不自由児者と家族の生活の質を高める事業
事業（内容、方法等）
ア．生活の質を高める各種事業
①翔んでる仲間
②ばりたび
③コカ・コーラファンデー
④和やかレクリエーション
⑤ばりあふりーフェスティバル
⑥ハンドアーチェリーの普及・推進
⑦公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団助成事業の実施
ａ）実施事業
・「ハンドアーチェリー・レクリエーション教室」の開催
２１地域
東京都（４回）、千葉県、茨城県、神奈川県、石川県（２回）、愛知県（３回）、滋賀県、
山口県、宮崎県、沖縄県（４回）、近畿ブロック大会（奈良）、中国四国ブロック大会（島根）
・「ハンドアーチェリー・フェスティバル」の開催
８地域
全国大会（沖縄）、東北ブロック大会（福島）、関東甲信越ブロック大会（長野）、福祉機器展、
東海北陸ブロック大会（石川）、愛知県（豊橋市 ）、全肢Ｐ連全国大会、関肢Ｐ連千葉大会
ｂ）助成の具体的な要領
・「ハンドアーチェリーセット」を無償で提供する。
・「ハンドアーチェリー で遊ぼうハンドブック 」「ルールブック」「購入用パンフレット」を無償
で提供する。
・ハンドアーチェリー の貸出に伴う発送費は、往復を全肢連で負担する。
ｃ）実施対象期間
・平成２５年６月〜平成２６年２月の期間内に実施する事業。

Ⅲ．平成２５年度

活動方針

１．地域の実態に即した障害福祉施策が講じられるよう中央行政機関に政策提言等の要望活動を図る
会員から出された意見・要望を集約して、中央行政機関に政策提言を行い、地域の実態に即した、
障害者自身が望む、自分らしい生活を支援する障害福祉施策が講じられるよう、事務局が中心となっ
て要望活動を推進する。
また、肢体不自由児者及び家族（保護者）に対する総合支援の調査研究を通じ、肢体不自由児者が
地域で普通に暮らすことができる環境をつくるための諸事業を実施する。
障害者総合支援法が円滑かつ適切に運用できるよう、関係諸団体と連携を図り障害者政策委員会に
肢体不自由児者団体として意見具申を図る。
２．地域父母の会を育成強化し組織体制の強化を図る
県肢連組織の実情、運営状況など現状の把握に努め、父母の会のあり方を研究して、地域父母の会
の活動をサポートする。また、障害者及びその家族等の意見が施策等に反映されるよう各地区の父母
の会が自立支援協議会に参加するよう支援する。
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。
３．関係諸団体と連携・協力した横断的な活動を行い父母の会の活性化を図る
今後の活動は関係諸団体と連携・協力しながら横断的な活動を行い、父母の会への理解を求めるこ
とが重要であり、今後の地域活動の基本として捉え父母の会の活性化を図ることを目指す。また、地
域の情報の集散と情報提供を行うとともに、研修会等を開催して、知識の研鑽、意見集約、地域父母
の会の活性化に繋げていく。

重点要望(案)
（早期に検討、改正を要する項目）
１．医療型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。また、多様化する重度障害児者
（医療的ケアを含む）の医療型短期入所の拡充、強化を図られたい。
１．全介助を必要とする肢体不自由児者が利用できるグループホーム、ケアホームを設置推進するた
めに建設費補助額及び各種サービスの報酬単価の充実を図られたい。
１．医療的ケアの実務者研修が実施されているが、従事者の負担軽減を図るため、医療的ケアを看護
師（家族を含む）が行う「医療行為」と介護職（家族を含む）が行う「生活行為」に区分するなど
の検討を図られたい。
１．重度障害者の長時間介護サービスを支えるために、その財源保障として地方自治体からではなく
全国レベルの財源で賄う仕組みとなる｢義務的経費化｣の実現を図られたい。
１．障害者総合支援法施行後３年を目途として検討される項目は、総合福祉部会の「骨格提言」を尊
重して検討を図られたい。

