平成３１年度 事業報告書
１． 施策推進活動
（１） 県大会・研修事業
① 第４７回富山県手をつなぐ育成会大会（射水エリア大会）
令和元年 ６月２３日（日） 高周波文化ホール他
・全体研修会
基調講演

６６０名参加

「
『親亡き後』のために、今からできることは」
「
『親亡き後』のために、私たちができることは」
久保厚子 氏（全国手をつなぐ育成会連合会 会長）

シンポジウム
「権利擁護推進委員会の１年目の報告と、
『親亡き後研究事業』のこれから」
細川瑞子、常楽美恵子、村中大治、西部穣、
（助言）久保厚子 氏
② 第５２回手をつなぐ育成会東海北陸大会（石川大会）
令和元年 ９月１４日（土）
・１５日（日）

１３４名参加（内、本人２１名）

③ 第６回 全国手をつなぐ育成会連合会 全国大会（熊本大会）
令和元年１１月２３日（土）
・２４日（日）
④ 支部長・相談員等合同研修会
・講演
講師

３０名参加（内、本人１０名）

令和元年１１月２９日（金）呉羽ハイツ ５２名参加

「地域を巻き込んだ育成会活動」
倉知楯城 氏（愛知県武豊町手をつなぐ育成会 会長）

・サポートノートの記入とグループワーク

「わがまちの防災対策」

（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 170 号～第 172 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

２，０７３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（11 校）との懇談会

令和元年 ７月１７日（水）

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

令和元年７月、令和２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 令和元年４月１日（月）
⑧ 「障害者週間」の街頭キャンペーン

令和元年１２月３日（火）

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
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（３）権利擁護の推進
① 富山県予算要望
・要望回答（H３１予算） 県議会自民党政調会

令和元年 ５月２８日（火）

・要望

（R ２予算） 県議会自民党政調会

令和元年 ９月１８日（水）

・要望

（R ２予算） 県厚生部長、教委他

令和元年１０月２３日（水）

② 権利擁護推進委員会の活動（７回開催）
（ⅰ）学齢期支援プロジェクト

（県内各小学校 支援学級保護者への理解啓発活動）

ア 親子イベント「モコモコサークル」
８月１１日（日） 親子で「ボッチャ」体験会

（新川エリア）

１０月 ６日（日） ハロウィン・インテリアづくり（サンシップ）２３名（本人１３名）
１０月２７日（日） ボッチャ体験とサポートノート学習会（市総合社会福祉センター）
１６名（本人１０名）
１１月１６日（土） 落書き大会

（芸術創造センター）

２５名（本人１１名）

２月 ９日（日） プログラミング体験（総合情報センター） ４５名（本人２１名）
イ 啓発活動
・支援学校保護者との座談会（となみエリア）

令和元年１２月 ７日（土） ６名

・手をつなぐとなみ野職員を中心とした「キャラバン隊」による障害理解の啓発活動
～寸劇、歌、作文朗読などによる啓発～

市社協の障害理解講座等で５回実施

（ⅱ）親亡き後対策プロジェクト
富山エリア…富山市からの研究事業受託２年目。
・親の勉強会の１回目、１０月３０日実施、参加者３２人。
「何を引継ぐか」…「本人の成育歴」をもとに、親亡き後、
「周囲の人にお願いしたい
こと」と「子の将来への希望」について話し合う。
・２回目は、１２月１１日実施、参加者３５人。
「誰に引継ぐか」…「本人と家族のライフプラン」をもとに、
「本人の今の暮らしと
親亡き後の暮らし」
、
「成年後見人の選任等」について話し合う。
・
「支援の実践報告会」… ３月７日（土）に開催予定。 ⇒ 中 止
新川エリア
勉強会 （ １月２９日 ３３人、２月１２日 ３０人）
射水・高岡・氷見エリア 勉強会 （１２月１２日 ２８人）
となみエリア

勉強会 （１１月１４日 ２４人）
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③ 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）
・障害者週間啓発街頭キャンペーン等

２回（富山駅）

・
「これからの精神障害者福祉を考える障害フォーラム
～映画と講演と鼎談～ 」

令和元年９月７日（土）１７０名

映画

『夜明け前』の上映

講演

「夜明け前を迎える一助として」
講師

鼎談

きょうされん専務理事

藤井克徳 氏

藤井克徳 氏、 門田 晋 氏、 青山正二 氏

・富山県総合防災訓練

令和元年９月２９日（日） 黒部市宇奈月中学校

④ ふれあい共生フォーラム（富山県主催）

令和元年１１月３０日（土）

⑤「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（富山県主催）
令和元年 ９月２０日（金）
（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

４５件（H30 年度８４件）

預かり日数 ５４日（１０２日）

（５）家族・子育て支援
困りごとや悩みごと相談 ～ 「こだわりの強い本人につきあうには」
講師

前田宣子 氏 （日本自閉症スペクトラム学会理事）

期日

令和元年 ９月 ８日（日）１０名（成人のみ）
令和元年１１月 ４日（日）１４名（学齢期）
、２０名（成人）
令和２年 １月２６日（日） ７名（学齢期）
、 ８名（成人）

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

令和元年１１月２９日（金） 呉羽ハイツ４９名

・
「地域を巻き込んだ育成会活動」
講演とグループワーク

倉知楯城 氏（愛知県武豊町手をつなぐ育成会 会長）
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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）
令和元年８月６日（火）～７日（水） 金太郎温泉

９名

・講演 「富山県パーキングパーミット制度（仮称）について」
宮脇健一 氏 （富山県厚生企画課主幹）
・講演 「相談員活動状況について」
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 新川地区

相談件数 ９９ 件 （平成３０年度１１０件）

参加者総数 ２，２３８名（平成３０年度２，２２９名）

令和元年９月 ６日（金）魚津ありそドーム

５０８名

② 射水・高岡・氷見地区 令和元年９月２０日（金）高岡市民体育館

４６８名

③ 富山地区

令和元年９月２７日（金）県総合体育センター

９００名

④ となみ地区

令和元年９月２６日（木）県西部体育センター

３６２名

（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・エリア活動への支援
（１）施設部会
① 保護者会意見交換会

令和元年１０月１７日（木） サンシップ ２０名

② 全体研修会

令和元年１１月１３日（水） いみず苑

４２名

・
「射水福祉会の取り組み～スライド紹介～」
報告

いみず苑施設長

・施設長との意見交換会

岸谷

茂 氏

「利用者の高齢化・重度化に向けての支援」

報告

「富山県育成会の取り組み」

報告

「各施設の課題や取り組みについて」 各施設長

情報・意見交換

事務局
施設長、保護者会
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（２）地域事業所部会
① 地域事業所職員研修会 令和元年１０月２６日（土） サンシップ

８８名

・講演とグループワーク「障害特性を理解し、本人の思いに沿った支援につなげる」
講師

前田 宣子 氏（日本自閉症スペクトラム学会理事）

② 事業所運営研修会

令和２年２月１９日（水）

サンシップ

１１名

（３）学齢期部会
①「 パイロットウォーク ２０１９」への参加
令和元年１０月２０日（日） 富山市ファミリーパーク

２６名

② 研修会 困りごとや悩みごと相談 ～ 「こだわりの強い本人につきあうには」
講師

前田宣子 氏 （日本自閉症スペクトラム学会理事）

期日

令和元年 ９月 ８日（日）１０名（成人のみ）
令和元年１１月 ４日（日）１４名（学齢期）
、２０名（成人）
令和２年 １月２６日（日） ７名（学齢期）
、 ８名（成人）

（４）本人・本人活動推進部会
① 令和元年 ４月 ７日（日） 役員選挙、今年度の計画を話し合う
② 令和元年 ６月 ２日（日） 県育成会大会の内容を話し合う
③ 令和元年 ６月２３日（日） 県育成会大会へ参加
④ 令和元年 ９月 １日（日） 学習会の計画を話し合う
⑤ 令和元年 ９月１４日（土）～１５日（日） 東海北陸大会（石川）へ参加
⑥ 令和元年１１月 ３日（日） 学習会の計画を話し合う
⑦ 令和元年１１月２３日（土）～２４日（日） 全国大会（熊本）へ参加
⑧ 令和元年１２月 １日（日） 「将来の暮らし」について学習
⑨ 令和２年 ２月１１日（火・祝）四季防災館での「防災学習」

（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
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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

令和元年６月２５日（火）

② 臨時総会

令和２年２月１２日（水）

③ 代表者・事務局長会議

令和２年３月 ５日（木）

中止

④ 行政説明会

令和２年３月 ５日（木）

中止

（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３１年 ４月２５日（木）

② 理事会（意見交換会）

令和 元年 ９月１４日（土）

（３）富山障害フォーラム（障害者６団体で組織）
会長・事務局長会議

４回

（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１９回 全国障害者スポーツ大会

茨城県

富山県選手団結団式

令和元年 ９月３０日（月）

富山県選手団団長を派遣

令和元年１０月１２日（土）～１４日（月） 中止

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）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
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