平成 29 年度 事業報告書
１．施策推進活動
（１） 県大会・研修事業
① 富山県育成会総会と講演会

平成２９年６月４日（日）富山市

１９０名参加

・基調講演「地域での理解啓発活動～子ども達への啓発をめざして～」
講師 関哉直人 氏（弁護士、全国手をつなぐ育成会連合会 権利擁護センター委員）
・キャラバン隊の実演
市川手をつなぐ親の会 キャラバン隊「空」
② 第５０回手をつなぐ育成会東海北陸大会富山大会
～創立６０周年記念 第４５回富山県手をつなぐ育成会大会併催～
平成２９年１０月２１日（土）
・２２日（日） 富山県民会館他
２日間の参加者数 １、２００名 （延べ １、７００名）
県内 ７００名、 県外 ５００名
③ 第４回 全国手をつなぐ育成会連合会 全国大会

北海道

平成２９年９月２３日（土）
・２４日（日） ３３名参加（内、本人９名）
④ 支部長・相談員合同研修会

平成３０年３月１４日（水） 呉羽ハイツ ４５名

・
「障害福祉施策の動向について」
講師 岩城弘幸 氏（富山県厚生部障害福祉課 自立支援係長）
・
「県条例の普及啓発と相談体制について」
講師 岡田千秋 氏（富山県厚生部障害福祉課 広域専門相談員）
⑤「全国手をつなぐ育成会連合会 第６回権利擁護セミナー」

広島県

平成３０年１月２６日（金）
⑥ 全国育成会連合会 全国事業所協議会 全国事業所研修大会 千葉県
平成３０年２月１７日（土）
・１８日（日）
⑦ 全国育成会連合会 育成会フォーラム 平成３０年３月１日（木） 東京都
⑧ 富山地域福祉フォーラム（共催）

平成３０年３月３日（土） 高岡文化ホール

（２）啓発促進事業
① 県会報「手をつなぐ とやま」の発刊 ３回（第 164 号～第 166 号）各５，０００部
② 全国手をつなぐ育成会連合会 機関誌「手をつなぐ」の購読普及
③ 心のとも運動（鉛筆等の販売）の推進
④ 特別支援学校長（11 校）との懇談会

２５，４４０部

県下小・中・高等学校の協力依頼と啓発
平成２９年８月９日（水） 呉羽ハイツ

⑤ 小学校・中学校の特別支援学級への理解啓発
⑥ 小学校長会・中学校長会への理解啓発 平成２９年７月、平成３０年 1 月

⑦「障害者差別解消法と富山県条例」の街頭キャンペーン

平成２９年４月３日（月）

⑧「障害者週間」の街頭キャンペーン 平成２９年１２月１日（金）
、１２月３日（日）
⑨「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間ポスター」による啓発
⑩ インターネットやリーフレットを利用した情報提供の充実

（３）権利擁護の推進
① 富山障害フォーラムの活動
（身体・知的・精神・聴覚・視覚・障連協の障害者６団体）
・街頭キャンペーン

３日間

・
「富山県づくり条例 フォーラム in とやま」の開催

平成２９年６月２５日（日）

記念講演（恩賜財団済生会理事長 炭谷 茂 氏）とシンポジウム
・代表者と事務局会議の開催
②「警察プロジェクト」 富山家庭裁判所関係者への理解啓発
（冊子「知ってほしい・知っておきたい －知的障害と「警察」－の配布・啓発）
③ とやまふれあい共生フォーラム（富山県主催）

平成２９年１０月１４日（土）

④「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」の審査会
平成２９年９月２１日（木）

（４）愛のコミュニティバンク普及事業の推進（仲間どうしによる緊急一時預かり）
（延べ利用件数 ８１件、 預かり日数 ９８日）

（５）家族・子育て支援
① 研修会「お金とライフプラン」
平成２９年６月２３日（金）

サンシップとやま ２０名

講師 又村あおい 氏 （全国手をつなぐ育成会連合会 政策センター委員）
② 研修会「高齢期を迎える知的発達障がいのある人の支援とお金のはなし」
平成２９年７月２３日（日）

サンシップとやま ６５名

講師 又村あおい 氏 （全国手をつなぐ育成会連合会 政策センター委員）
③ 研修会「障害基礎年金」
平成２９年１２月１０日（日） サンシップとやま ５６名
講師 松井貞樹 氏
（渓明会 障がい者サポートセンターきらり 相談支援専門員）

２．社会参加推進活動（委託事業含む）
（１）相談事業
① 支部長・相談員合同研修会

平成３０年３月１４日（水） 呉羽ハイツ ４５名

・
「障害福祉施策の動向について」
講師 岩城弘幸 氏（富山県厚生部障害福祉課 自立支援係長）
・
「県条例の普及啓発と相談体制について」
講師 岡田千秋 氏（富山県厚生部障害福祉課 広域専門相談員）
② ３障害合同の相談員活動強化研修会（県障害者社会参加推進協議会主催）
平成２９年８月３日（木）
・４日（金） 金太郎温泉（魚津市）
・
「県条例のかなめ、合理的配慮を地域福祉にどう生かすか？」
講師 大橋謙策 氏（富山県福祉カレッジ学長）
・
「どのような相談があったか、その対応事例について」
講師 土田敦子 氏（富山県厚生部障害福祉課 広域専門相談員）
③ 障害者 110 番事業（３障害を含め）
（２） ふれあい育成スポーツ大会
①にいかわ地区

相談事業件数 １１９件
参加者総数

２，３０４名

平成２９年 9 月 6 日（水）
、魚津ありそドーム

②高岡・射水・氷見地区

４９９名参加

平成２９年 9 月 15 日（金）
、高岡市民体育館 ５１６名参加

③富山地区

平成２９年 9 月 29 日（金）
、富山県総合体育センター ９００名参加

④となみ地区

平成２９年 9 月 28 日（木）
、富山県西部体育センター ３８９名参加

（３）スポーツ教室開催事業
６エリアで開催 （下新川／滑川・中新川／富山／射水／高岡・氷見／となみ）

３．部会活動・エリア活動支援
（１）施設部会
① 平成２９年１１月３０日（木）

５２名

・全体研修会 講演「セーナー苑の現状とこれから」
講師 セーナー苑 苑長 上田隆司 氏
・施設長との意見交換会 ～津久井やまゆり園事件から１年余り経過して～
（２） 地域事業所部会
① 東海北陸大会への参加・協力

事業所職員 ８３名

平成２９年１０月２１日（土）
・２２日（日）
② 全国育成会事業所協議会 全国研修会
平成３０年２月１７日(土）
・１８日（日）
③ 事業所運営研修会

千葉県

平成３０年２月２７日（火） サンシップとやま ９名

（３）学齢期部会
① パイロットウォーク ２０１７参加

平成２９年９月１０日（日）

富山市ファミリーパーク
② 研修会 平成２９年 ６月２３日（金） サンシップとやま

参加２０名

「お金とライフプランについて」
講師 又村あおい 氏 （全国手をつなぐ育成会連合会 政策センター委員）
③ 研修会 平成２９年１２月１０日（日） サンシップとやま

参加５６名

「障害基礎年金について」
講師 松井貞樹 氏
（渓明会 障がい者サポートセンターきらり 相談支援専門員）

（４）本人・本人活動推進部会
①平成２９年 ５月１４日（日） 東海北陸大会の内容検討
②平成２９年 ６月 ４日（日） 県育成会総会
③平成２９年 ７月２９日（日） 東海北陸大会の内容検討
④平成２９年 ９月 ３日（日） 同上
⑤平成２９年１０月 １日（日） 全国大会の報告会
⑥平成２９年１０月１５日（日） 東海北陸大会のリハーサル
⑦平成２９年１０月２１日（土）
・２２日（日） 東海北陸大会
⑧平成２９年１２月 ３日（日） 東海北陸大会の報告会
⑨平成３０年 ３月１１日（日） 役員改選、新年度計画

（５）エリア活動
６エリアの地域活動への助成
会員数１名当たり １，０００円の支援

４．関係団体との協力支援
（１） 全国手をつなぐ育成会連合会（５５正会員）
① 総会

平成２９年６月３０日（金）

② 代表者・事務局長会議

平成３０年３月２日（金）

（２） 手をつなぐ育成会東海北陸協議会（１市７県）
① 理事会（東海北陸大会について） 平成２９年５月１１日（木）
② 理事会（意見交換会）

平成３０年２月２１日（水）

（３）富山障害フォーラム（障害者６団体で組織）
（４）知的障害のある人たちのスポーツ活動や文化活動の振興
①第１７回 全国障害者スポーツ大会

愛媛県

平成２９年１０月２８日（土）～３０日（月）
②富山県障害者スポーツ大会
（水泳競技会、陸上競技会、フライングディスク競技会、卓球競技会）
③富山県知的障害者福祉協会 ソフトボール競技大会
④アールブリュットなどの芸術文化活動
⑤平昌パラリンピック関連イベント
平成３０年３月９日（金）
・１０日（土）
知的障害者音楽サークル 「ラブバンド」の招待公演
（５）関係団体との協力支援
・富山県知的障害者福祉協会
・富山県特別支援教育研究会
・富山県特別支援学校知的障害教育研究協議会
・富山県特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会
・富山県障害者スポーツ協会
・スペシャルオリンピックス日本・富山
・富山パイロットクラブ
・その他関係団体への協力支援

