令和３年度 事業報告書
１． 施策推進活動
（１） 県大会・総会・研修事業
① 第４８回富山県手をつなぐ育成会大会（にいかわエリア大会）
令和３年 ６月２６日（土） 入善町コスモホール

【中止】

② 総会【理事・監事・支部代表者会議】
（サンシップ）
令和３年 ６月２６日（土） サンシップ

４０名参加

③ 第５３回手をつなぐ育成会東海北陸大会（静岡大会）
令和３年１２月１８日（土） オンライン方式 （サンシップ）
・シンポジウム

２０名参加

「地域で幸せに暮らしていくために」
～新型コロナ、未来（高齢化）
、防災の視点から～

・本人大会

「わがまちじまん～オンライン」

８名参加

④ 全国手をつなぐ育成会連合会 権利擁護セミナー
令和３年１０月２７日（水） 札幌市

【オンライン参加】

・テーマ 「本人の暮らしを支える－福祉も成年後見もどっちも大事」
～大切にしたい、意思決定支援～
⑤ 「全国手をつなぐ育成会連合会 一般社団法人発足記念式典」
（令和２年度・３年度全国大会代替式典）

令和４年２月～４月末 【録画配信と DVD】

⑥ 全国育成会 育成会フォーラム・行政説明会 令和４年３月～４月末 【録画配信と DVD】
・テーマ 「障害者総合支援法・児童福祉法の改正に向けた知的障害者福祉の展望
と課題」
⑦ 全国育成会 事業所協議会全国研修大会

令和４年３月

【録画配信と DVD】

・テーマ 「ウイズコロナの事業所の未来を考える
～求められる事業継続性の強化を果たすためには？ ～」

（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 177 号～第 179 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

２，０３８部

県下小・中・高等学校の協力依頼と啓発

④ 特別支援学校長（８校）との懇談会

令和３年１０月１２日（火）

⑤ 小学校・中学校の特別支援学級への理解啓発

令和４年２月

⑥ 小学校長会・中学校長会への理解啓発

令和３年８月、令和４年１月

⑦ 「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
⑧ 育成会ホームページとフェイスブックからの情報提供
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（３）権利擁護の推進
① 富山県予算要望
・要望回答（R３年度予算）県議会自民党政調会

令和３年 ５月２６日（水）
【中止】

・要望

（コロナ対策） 県厚生部長、県議会

令和３年 ５月３１日（月）

・要望

（R４年度予算）県議会自民党政調会

令和３年１０月 ８日（金）

・要望

（R４年度予算）県厚生部長、教委他

令和３年１０月２８日（木）

② 権利擁護推進委員会の活動
（ⅰ）学齢期支援プロジェクト （親子イベントと啓発活動）

【中止】

（ⅱ）親亡き後対策プロジェクト 「松の木プロジェクト」
ア 令和３年１０月２２日（金）委員会開催

１５名参加

イ 令和４年 ３月 ５日（土）松の木プロジェクト報告会

４０名参加

ウ 各エリア・支部の活動
＜富山市育成会＞
民生委員との合同研修会
令和３年１２月４日（土） 富山市総合社会福祉センター
１１４名参加
・テーマ 「松の木プロジェクト報告会」～地域で支える・支えられる障害者～
・講演とグループワーク
・講師
富山短期大学教授
中島 眞由美氏
富山市育成会副会長
細川
瑞子氏
＜各エリア・支部の活動＞
けやき苑保護者会、あすなろ保護者会、めひの野園保護者会、手をつなぐ高岡
保護者会、となみエリア 等において、
「松の木プロジェクト」学習会を開催
③ 「第１０回障害フォーラム in とやま」の開催
・主催

富山障害フォーラム主催
（身体・知的・精神・聴覚・視覚・障連協の障害者６団体）

・開催期日
・テーマ

令和３年７月３１日（土）

８２名参加

『障害のある人の人権を尊重し、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり
条例』 制定５周年の課題と展望

・講演

「地域共生社会政策時代におけるノーマライゼーションと障害者の
自立支援」 ～ICF の視点で福祉機器の利活用～

・講師

富山県福祉カレッジ学長

大橋 謙策氏

・シンポジスト ３名（県広域専門相談員、市社協、自治振興会）
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④ 富山県総合防災訓練（滑川市）
・実施期日

令和３年８月１日（日）

・訓練内容

障害理解啓発と非難誘導のミニ講座（知的、身体）
、手話教室

・参加者

県議、市議、県、市、民生児童委員、ボランティア協議会、障害者団体等

⑤ 「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」
（富山県主催）
・審査会

令和３年 ９月１５日（水）

・表彰式

令和３年１１月３０日（火）

（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

２４件 （R２年度 ２３件）

預かり日数

３４日 （R２年度 ３４日）

＊ きょうだい児の学校行事に親が参加する時などに利用

（５）家族・子育て支援
① 障害特性についての困りごとや悩みごと相談
テーマ 「こだわりの強い本人との寄り添いかた」
講師

前田宣子 氏 （日本自閉症スペクトラム学会理事）

期日

令和３年 ７月 ４日（日） サンシップ
令和３年 ９月２５日（土） 黒部市
令和３年１１月１３日（土） サンシップ

８名参加
１２名参加
６名参加

② 「悩みごと相談ハンドブック（仮題）
」の作成
③ サポートノート学習会
（会員が講師を務め、親の不安や悩みに寄り添う）
期日

令和３年１１月２３日（火）
「障害年金の申請準備のために」

７名参加

２．社会参加推進活動（委託事業含む）
（１）相談事業
① 支部長・相談員研修会
第５３回手をつなぐ育成会東海北陸大会（静岡大会）
【施策推進活動に記載】
・令和３年１２月１８日（土）呉羽ハイツ（オンライン方式）
・シンポジウム

２０名参加

「地域で幸せに暮らしていくために」
～新型コロナ、未来（高齢化）
、防災の視点から～
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② 支部長・相談員研修会

令和３年 ２月２４日（水）呉羽ハイツ

松の木プロジェクト報告会【権利擁護に記載】
・令和４年 ３月 ５日（土）サンシップ

４０名参加

③ 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）
・令和３年７月１４日（水）婦中いこいの村

８０名参加

・講演と映画上映
④ 障害者 110 番事業（３障害を含め）

相談件数 ８９件（令和２年度 ９８件）

（２） ふれあい育成スポーツ大会 （４エリア）

（３）スポーツ教室開催事業（６エリア）

【各エリアとも中止】

【となみエリアのみ実施】

（下新川／滑川・中新川／富山／射水／高岡・氷見 の 5 エリアは中止）

３．部会活動・エリア活動への支援
（１）施設部会
① 保護者会意見交換会

令和３年 ７月 ８日（木） サンシップ

１３名参加

② 施設長との意見交換会

令和３年１２月 ３日（金） 呉羽ハイツ

３４名参加

③ 保護者会意見交換会

令和４年 ２月１８日（金） サンシップ

１５名参加

④ 特別研修会（オンライン）

令和４年 ２月２６日（土） 呉羽ハイツ

４９名参加

・テーマ

「将来の生活設計～親亡き後の準備について～」

・講師

日本福祉大学福祉経営学部 教授、社会福祉法人睦月会 理事長
綿

祐二氏

（２） 地域事業所部会
① 意見交換会

令和３年 ７月 ８日（木） サンシップ

１１名参加

② 意見交換会

令和４年 ２月１８日（金） サンシップ

１２名参加

③ 地域事業所職員研修会

令和４年 ２月２６日（土） 呉羽ハイツ
（オンライン）６２名参加

・テーマ

「利用者の権利を守るために
～日々の支援を振り返り、合理的配慮を考える～」

・講師

日本福祉大学福祉経営学部 教授、社会福祉法人睦月会 理事長
綿
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祐二氏

（３）学齢期部会 【家族・子育て支援に記載】
① 困りごとや悩みごと相談
② 困りごと・悩みごと相談ハンドブックの作成
③ サポートノート学習会

（４）本人・本人活動推進部会
① 令和３年 ４月 ４日（日） 県大会と今年度の計画を話し合う
② 令和３年 ４月２５日（日） 福光美術館見学（アールブリュット展）
③ 令和３年 ７月１１日（日） ワクチン接種の勉強会
④ 令和３年１０月 ３日（日） 東海北陸大会の準備
⑤ 令和３年１０月２４日（日） パイロットウオーク
⑥ 令和３年１１月２８日（日） クリスマスリースづくり、東海北陸大会準備
⑦ 令和３年１２月１８日（土） 東海北陸大会 本人大会

（オンライン参加）

（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 千円の支援（２，３５２千円）

＜高岡・氷見エリア＞
・オールディズクリスマスライブ
令和３年１２月 ５日（日） 高岡文化ホール

６５人参加

・尺八と琴の和楽器によるクリスマスコンサート
令和３年１２月１２日（日） 氷見市いきいき元気館

５０人参加

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

令和３年６月３０日（水） 【オンライン参加】

② 代表者・事務局長会議

令和４年３月 ９日（水） 【オンライン参加】

③ 行政説明会

令和３年３月～４月末

【オンライン配信】

（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）

令和３年 ５月１３日（木）
【オンライン参加】

（３）富山障害フォーラム（障害者６団体で組織）
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会長・事務局長会議

６回開催

（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 全国障害者スポーツ大会（三重大会）

【中止】

② 富山県障害者スポーツ大会
水泳競技会、卓球競技会

【開催】

陸上競技会、フライングディスク競技会

【中止】

③ アールブリュットなどの芸術文化活動（サポート協会で作品募集）
（５）関係団体との協力援
・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
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