
 

平成２３年度事業報告 
 

平成２３年度の（社）全国脊髄損傷者連合会の主な活動は下記の通りです。 

 

〔全国総会の開催〕 

第１０回総会熊本県大会は、平成２３年６月２日～４日の日程で熊本全日空ホテルニュー

スカイ（熊本県熊本市）に於いて開催されました。この大会では、内閣府障がい者制度改革

推進会議担当室室長の東俊裕氏を講師に迎え、障がい者制度改革推進会議の論点整理や総合

福祉法・差別禁止法の行方などについて講演をしていただきました。 

 

【臨時総会の開催】 

 第１０回総会熊本県大会開催後の公益法人移行検討委員会および理事会において、公益法

人移行認定申請に関する重要な懸案事項が生じたため、定款第２１条・第２項（１）の規定

により、平成２３年１１月２６日、目黒区心身障害者センターあいアイ館に於いて第１回臨

時総会を開催しました。 

 

〔ブロック会議の開催〕 

平成２４年４月１日より平成２３年３月３１日までの間、（社）全脊連の全国６ブロックに

おいて、ブロック会議が開催されました。各ブロック会議には本部理事が手分けをして出席

しました。ブロック会議の内容については、ブロック会議に出席した理事より報告等を受け

理事会議事録にて各県支部長に報告しました。また各ブロックからの本部提案事項等々につ

いは理事会にて検討を行いました。 

 

〔理事会の開催〕（拡大理事会含む） 

平成２２年４月１日より平成２３年３月３１日までの間、第７９回理事会の開催から第８

３回理事会の開催まで合計で５回の理事会を開催致しました。 

この理事会では、第１０回総会熊本県大会において承認された事業計画を基に活動を行い、

各ブロック及び各県支部からの要望について議論をし、活動方向を決め各理事がそれぞれの

活動を行いました。 

 

【臨時理事会の開催】 

  第８１回理事会(拡大)開催にあたり、公益法人移行問題について検討しなければならな

い案件が生じたため、平成２３年９月２４日、目黒区心身障害者センターあいアイ館に於

いて、第１回臨時理事会を開催しました。 

 

 

 



 

   

1．脊髄障害者等重度障害者の自立と社会参加支援事業  

【１】 東日本大震災の被災脊髄損傷者への支援活動 

（１）災害対策緊急会議の実施 

３月１１日に発生した東日本大震災における被災地域の各会員の被災状況と今後

の対応について、３月２３日、目黒区心身障害者センター「目黒あいアイ館」におい

て災害対策緊急会議を実施しました。 

 （２）東日本大震災に伴う支援金募集活動の実施 

    脊損ニュース（４月号/№４５７～３月号/№４６８）及び全脊連ＨＰにて、震災支

援金受付のお知らせについて掲載し支援金募集の活動を実施しました。 

 （３）東日本大震災支援金配分委員会の開催 

    平成２３年７月３日、北上市福祉センターにて東日本大震災支援金配分委員会を開

催しました。 

（４）東日本大震災における被災支部会員の被災状況及び支援金の分配金額について 

岩手県支部 

被災状況 全崩壊 4軒 半崩壊 1軒 一部損壊 1軒 合計  6 軒 

支援金分配額 800,000 円 70,000 円 10,000 円 合計 880,000円 

 

宮城県支部  

被災状況 全崩壊 11 軒 半崩壊 18 軒 一部損壊 43軒 合計 72軒 

支援金分配額 2,200,000 円 1,260,000 円 430,000 円 合計 3,890,000 円 

安否・損害調査費用請求 60,000 円  

 

福島県支部  

被災状況 全崩壊 3軒 半崩壊 7軒 一部損壊 5軒 合計 15軒 

支援金分配額 600,000 円 490,000 円 50,000 円 合計 1,140,000 円 

 

3 県会員（岩手・宮城・福島）支援金集計  

被災状況 全崩壊 18 軒 半崩壊 26 軒 一部損壊 49軒 合計 93軒 

支援金分配額 3,600,000 円 1,820,000 円 490,000 円 合計 5,910,000 円 

2012 年 2月 25日現在 

 （５）ひかみの湯の設置 

    全脊連が主催団体となり、「ひかみの湯」を設置しました。 

 〇日  時 ２０１１年７月１１日～ 

 〇設置場所 社会福祉法人 愛育園 ひかみの園 

 〇入浴時間 午前９時３０分～午後６時３０分 

 〇主  催 社団法人全国脊髄損傷者連合会 

 〇協  力 株式会社エコクリーン栄光、社会福祉法人愛育園ひかみの園、 

ＮＰＯ法人日本せきずい基金、日本ハンドサイクル協会、 

一般財団法人社会貢献事業団、全国哥麿会、有限会社東日本福祉機



 

   

器協会、株式会社センドラン・ミサト 

（震災関連情報）  

脊損ニュース４月号（№４５７）、５月号（№４５８）、８月号（№４６１）、 

９月号（№４６２）、１０月号（№４６３）、１２月号（№４６５）に掲載 

【2】障害者制度改革に対する取組み 

１．障がい者制度改革推進会議 

平成２１年１２月８日、閣議決定により「障がい者制度改革推進本部」が設置された。同

本部は、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者制度の集

中的な改革を行うため、本部長である内閣総理大臣のほか、すべての国務大臣によって構成

されている。この本部の下に、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、

障がい者制度改革推進会議が設置された。 

障がい者制度改革推進会議（以下、推進会議）は、平成２２年１月１２日にその第１回目

が開催され、平成２４年３月１２日の第３８回でその第一幕を閉じた。平成２４年４月以降

は、平成２３年８月５日に公布された改正障害者基本法の第３２条に基づく障害者政策委員

会に、その総ての役割＋αが引き継がれる。（資料：障害者基本法の一部を改正する法律概要） 

 推進会議の最初の成果としては、その第一次意見に基づき平成２２年６月に「障害者制度

改革の推進のための基本的な方向について」が閣議決定されたことが挙げられる。国内法整

備のための省庁横断的な工程表が提示され、平成２３年度に障害者基本法改正、２４年度に

障害者総合福祉法案（仮称）の国会提出と障害者基本計画の策定（１２月を目途）、２５年度

に障害者差別禁止法案（仮称）の国会提出、といったスケジュールが盛り込まれた。平成２

２年１２月の第２９回推進会議では、障害者基本改正に向けた骨子提言として第二次意見を

取りまとめ、岡崎トミ子担当大臣に手渡した。平成２３年２月以降、基本法改正案の議論が

始まり、４月に改正案が国会に提出され、７月に成立、８月公布されている。その間、３月

１１日東日本大震災が発生し、５月の第３２回推進会議では「災害と障害者」について議論

された。 

 ６月からは、障害者総合福祉法の骨格提言の策定に向けた議論が行われ、９月の第３５回

推進会議に「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が報告された。ここに

至るまでに総合福祉部会は、平成２２年４月以降、毎月１～２回のペースで開催され、平成

２３年８月末に骨格提言を取りまとめている。この間に１８回の部会が開催され、全体討論

と個別分野における作業チーム（第１期と第２期）で具体的な内容検討を行った。なお、大

濱は、第１期では施策体系の「訪問系サービス」作業チームの議論に参加し、第2期では「地

域生活の資源整備」作業チームで、長時間介助等の保障、国庫負担の在り方、国と地方の役

割の検討に参加した。これら検討内容は、その多くが平成２３年８月の骨格提言として盛り

込まれている。この提言内容を踏まえ、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」へ改正

する法案が平成２４年３月に閣議決定され、通常国会に提出されている。 

２．日本障害フォーラム 

日本障害フォーラム（ＪＤＦ）は、当会をはじめ、障害当事者団体などの全国団体１３団

体が加盟して結成されている団体連絡会である。その活動目的として、障害者権利条約の批

准や差別禁止法制の制定などを推進している。 

平成２３年度は、障害者制度改革への対応の協議、「国連アジア太平洋障害者の十年」やＥ



 

   

ＳＣＡＰへの対応、などに取り組んだ。特に被災地支援では、平成２３年３月に宮城県、４

月に福島県、９月に岩手県でそれぞれ支援センターを開設し、被災障害者に対する救援活動

を現地で展開している。 

また、平成２３年度では、東日本大震災関連で３件、障害者基本法改正関連で３件、障害

者総合福祉法関連で１件、交通基本法案関連で１件、第三種郵便制度関連で１件の要望書や

意見書を公表している。 

【3】脊髄損傷者へのピアサポート事業（2011 年度自賠責運用益拠出事業） 

１．脊髄損傷者に対するピアサポート事業の実施 

２０１１年度の社団法人日本損害保険協会助成による「脊髄損傷当事者による脊髄損傷者

への精神面を中心とした支援の推進」事業＝脊髄損傷者に対するピアサポート事業＝を実施

しました。 

(1)ピアサポート事業の実施 

実施支部 グループ相談会 個別ピアサポート ロールモデル体験発表 打合せ 合計

青森県支部  4   4

山形県支部 30 4  34

福島県支部  27  27

栃木県支部  17  17

埼玉県支部 1 57 1 59

千葉県支部 19 2 4 25

東京都支部  1  1

長野県支部  1  1

福岡県支部 9 11  3 23

大分県支部 1 2   3

沖縄県支部  97  97

計 60 223 5 3 291

 

(2）ピアマネジャー現任研修会の開催 

実施ブロック 開催日程 開催場所 

東北ブロック 10月 15日 秋田県青少年交流センター（秋田県支部主催）

関東ブロック 2月 11日 フォーラム 246（神奈川県支部主催）

九州ブロック 1月 28日～29日 福岡県総合福祉センター（福岡県支部主催）

【4】電動車いす寄贈先推進事業（メイスン財団助成事業） 

 東日本大震災被災地の障害を持たれた方々が安心して入浴できる車載型簡易浴室に必要な

入浴用簡易リフト１台分（８６万円相当）を申請した結果、了承され寄贈されました。 

脊損ニュース９月号（№４６２）に掲載 

【5】情報提供事業（自主事業） 

１．脊損ニュースの発行 

“手に取ったうれしさ”が実感できるような脊損ニュースの紙面作りを目指してきました。



 

   

未曾有の災害となった東日本大震災の記事が印象に残っています。支援金募集から、被災地

区からの報告と早期な現状報告に心がけてきました。今後このような事態に対する取り組み

のシステム作りを確立しておくことの必要性も感じました。 

 障害者自立法をはじめ法律改正の動きが、迷走する現状に対して、適時な報告が紙面で行

われたか検証したい。親しまれる機関誌であるためにも、会員各自、各県支部からの原稿を

募っていきたいと思います。 

２.インターネット関連事業 

（１）インターネット関連の活動について 

インターネット活動については、ホームページの管理・運営を継続的に行っております。

会員ＩＤ・パスワード発行者数とＭＬ登録者数は、徐々にではありますが確実に増えており

ますが、掲載内容については不十分といわざるを得ません。また、掲示板への書き込みも見

られるようになりました。 

現在、会員限定エリアへ入るための会員ＩＤとパスワードは２４１（+６）名の方へ発行致

しました。一般公開されたＭＬのメンバーは３１５（+５）名、事務処理用に設けたＭＬ（ネ

ットオフィス）も４１支部の登録がされています。 

（２）インターネット版「全国車いす宿泊ガイド」ポータルサイトの運営について 

インターネット版「全国車いす宿泊ガイド」につきましては共同事業者である(株)ロック

システム側の諸般の事情により、管理・更新が長期にわたり止まった状態ですが、今後の状

況については以下の通りです。 

① ㈱キロックスとの合同会議について 

〇５１回月例合同会議 

開催日 平成２３年５月２８日 

会 場 ㈱ロックシステム本社会議室 

出席者 全脊連：３名 ㈱ロックシステム／キロックス:６名 

② メールマガジンの登録数…１５３件（平成２４年３月３１日現在） 

③状況の報告 

〇開発状況について 

前回、ご報告させて頂きました通り、今回の開発では「１．登録システムの簡素化、２．

検索性能の向上、３．トップページの見直し」をポイントとして作業しております。 

１．登録システムの簡素化 

旧システムではホテルの登録に際して全脊連様ならびに弊社側の負担が多く、また公開

まで時間を要しておりました。その点を改善することを第一の目標として、情報の登録か

ら公開までのステップを見直ししています。 

２．検索性能の向上 

従来は全国のエリアページと検索ページが分離しており、仕組みとしての複雑さがあり

ました。新システムでは検索機能を見直し、エリアページも検索機能を使用して表示する

ように仕様を変更します。これにより単一の検索システム機能で実装でき、開発効率、シ

ステム効率、操作性、統一性が向上します。 

３．トップページの見直し 

検索エンジンからのランディングページは、現在の検索エンジンのアルゴリズムでは、

車いすガイドのような構成のサイトでは、１．ホテル名称等や地名から各ホテルページ、



 

   

２．エリア毎のページ、３．トップページとなります。またページの更新頻度が検索エン

ジンの評価の一部となる為、お知らせや新着情報の更新が重要となります。そのため、ト

ップページは全体ページへのインデックスとしての位置づけとして、お知らせ、新着情報

に特化したほうが、検索効率の良いページとなります。新システムでは、現状の外部ＣＭ

Ｓのお知らせと、システム側の新着情報をメインに再構成し、ホテルの情報募集やメルマ

ガの登録案内のアナウンスページとする予定です。 

３.全脊連の活動成果物等の無償提供 

全脊連のピアサポート活動や新入会員の勧誘に必要なツールとして、各支部をはじめ、

病院、福祉施設、関係機関など広く一般の方にも要請に応じて提供しました。 

（１）入会ガイド「明日から元気ケア」 

 （２）ＤＶＤ“ＴＯＭＯＲＲＯＷ”～新たな扉の向こうへ～ 

（３）脊髄損傷患者の社会参加ガイドブック「Together」 

   １.排泄管理編  ２.車いす編 

（４）ピアマネジャー養成研修テキスト改訂版 

（５）「障害者制度に関する資料」 

４.福祉制度の関連資料等の配布 

全国各県支部長及び各理事宛、メール（ ＭＬ登録者）、 ＦＡＸ、郵送等にて送付した資

料は下記の通りです。 

 ４月 １日 全脊連公益法人への移行に伴う基本的な「方向性と事業推進」に関する「論点整理・

課題の整理」ついての問題提起 ＭＬ配信 

２日 月刊 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２２年度／臨時号（２）（通算 261号） ＭＬ配信 

２日 被災地への人員派遣要綱について ＭＬ配信 

３日 震災寄付金受付文書 ＭＬ配信 

７日 第７８回理事会議事録 ＭＬ配信 

７日 「生活支援ニュース」避難所への配布願い ＭＬ配信 

７日 現地活動報告 第一速報 ＭＬ配信 

８日 第７８回理事会議事録 

１４日 福祉用具関係団体による「障害者等福祉用具支援本部」の発足について（情報提供） 

ＭＬ配信 

１９日 東日本大震災に伴う被災者支援、震災復興活動及び寄付に関する情報提供について 

（お願い）ＭＬ配信 

１５日 脊髄損傷患者のための社会参加ガイドブック 

『Together』１.排泄管理・２.車いす の送付について 

 ５月 ６日 第１０回総会熊本県大会議案書、財務諸表等 ＭＬ配信 

   １７日 第７９回理事会の案内 ＭＬ配信 

１７日 平成 23年度第１０回総会熊本県大会議案書 

委任状及び代理人依頼報告書、公益法人移行への定款変更案  

        第７９回理事会開催のご案内 

６月１５日 文書送付案内 １.支部財務状況及び事業実施状況関係書類提出の依頼 

              ２.平成２３年度本部役員一覧（確定版） 



 

   

              ３.ブロック会議への平成２３年度本部提案議題 

７月 ５日 東日本大震災支援金配分委員会の議事次第および３県支部被害状況報告 ＭＬ配信 

   １２日 第７９回理事会議事録及び第８０回理事会の案内 ＭＬ配信 

１２日 第７９回理事会議事録 

第８０回理事会開催のご案内 

        冊子「 障害者権利条約の批准と完全実施に向けて障害者権利条約日米対訳とコメン

ト」（ＪＤＦ） 

１５日 （社）日本損害保険協会助成によるピアマネジャー現任研修会開催のお願い 

１７日  （社）日本損害保険協会助成によるピアサポート事業実施願いについてのご案内        

平成２３年度ピアサポート事業実施に関する各書式 

２２日 ピアサポートモデル事業実施報告書の送付について 

      「排泄管理」アンケート回答集 私の場合 の送付について 

    自賠責運用益拠出事業実施報告書（2008 年 4月～2011 年 3月） 

８月 ２日 支部財務状況及び事業実施状況関係書類提出の再要請 

８日 第８０回理事会議事録及び第８１回理事会（拡大理事会）の案内 ＭＬ配信 

１０日 第８０回理事会議事録 

第８１回理事会（拡大）開催のご案内 

３１日 資料 労災介護補償制度及び介護補償給付額の見直しに関する要望について 

３１日 労災介護補償制度及び介護補償給付額の見直しに関する要望について ＭＬ配信 

３１日 全国支部ＭＬについて ＭＬ配信 

 ９月 １日 全国支部ＭＬ最新 ＭＬ配信 

１３日 臨時理事会のご案内 ＭＬ配信 

１４日 臨時理事会開催のご案内  

１４日 障害者総合福法骨格提言全体 ＭＬ配信 

１４日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／８号（通算２６９号） ＭＬ配信 

１９日 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言 ＭＬ配信 

１０月 １日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／９号（通算２７０号） ＭＬ配信 

５日 臨時理事会議事録 

７日 障害者総合福祉法！１０．２８ＪＤＦ大フォーラム ＭＬ配信 

 ８日 平成２３年度脊髄損傷講習会のご案内 ＭＬ配信 

 ９日 ＩＰＳ細胞 第３回合同シンポジウムのご案内 ＭＬ配信 

１２日 【１０月１０日拡大理事会】説明資料のご送付 ＭＬ配信 

２１日 第８１回理事会（拡大理事会）議事録 ＭＬ配信 

２１日 公益等認定委員会事務局への相談内容 ＭＬ配信 

２３日 臨時総会開催の案内＆趣旨説明臨時総会 ＭＬ配信 

２３日  第８１回理事会（拡大）議事録 

２４日 平成２３年度第1回臨時総会開催のご案内 

       委任状及び代理人依頼報告書 

２５日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 



 

   

平成２３年度／１０号（通算２７１号） ＭＬ配信 

１１月 １日 定款（案）補正等完了のお知らせ ＭＬ配信 

    ４日 平成２２年度独立行政法人福祉医療機構助成事業 

脊髄損傷患者の社会参加ガイドブック製作事業報告書 

６日 障害福祉サービス等報酬改定に関するヒアリングの実施等について ＭＬ配信 

１２日 臨時総会への意見表明について（福岡県支部） 

１７日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／１１号（通算２７２号） ＭＬ配信 

２１日 「情報バリアフリーのための情報提供サイト」更新情報のご案内 ＭＬ配信 

３０日 臨時総会議事録 ＭＬ配信 

１２月 ２日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／１２号（通算２７３号） 

１０日 障害者福祉施策の見直し（厚生労働省） ＭＬ配信 

１２日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

       平成２３年度／１３号（通算２７４号） ＭＬ配信 

１３日 第８２回理事会のご案内 ＭＬ配信 

１３日 第８２回理事会開催のご案内 

２０日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／１４号（通算２７５号） ＭＬ配信 

２７日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／１５号（通算２７６号） ＭＬ配信 

（平成２４年） 

１月１８日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／１７号（通算２７８号） ＭＬ配信 

２３日 第８２回理事会議事録 

２５日 第８２回理事会議事録 ＭＬ配信 

２月 ９日 第三種郵便物に関する署名の呼びかけについて ＭＬ配信 

１２日 業務委託契約書のご送付 ＭＬ配信 

１３日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／１９号（通算２８０号） ＭＬ配信 

１８日 第８３回理事会のご案内 ＭＬ配信 

２０日 平成２５年度全国総会開催について ＭＬ配信 

２０日 脊損ニュース合本号（２０１１）の送付について 

第８３回理事会開催のご案内、業務委託契約書 

２４日 障害者自立支援法に代わる新法について ＭＬ配信 

２６日 本部会費納入状況について ＭＬ配信 

２８日 障害者自立支援機器等開発促進事業における開発成果の一般公開 ＭＬ配信 

２９日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／２１号（通算２８１号） ＭＬ配信 

３月 ２日 障害者総合支援法（新法） ＭＬ配信 

    ７日 第 11回総会青森県大会開催要項送付について（青森県支部） 



 

   

９日 第８３回理事会議事録 ＭＬ配信 

１４日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／２１号（通算２８２号） 

２１日 バリアフリー法施行状況検討会の進め方について ＭＬ配信 

２１日 メイスン財団電動車いす寄贈事業への協力のお願いについて ＭＬ配信 

２３日 「尊厳死法（終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案） 

の制定に反対する（声明文）」 ＭＬ配信 

   ２５日 差別禁止部会の論点中間整理（内閣府） ＭＬ配信 

２８日 障害福祉関係ニュース（障害福祉制度・施策関連情報） 

平成２３年度／２２号（通算２８３号） ＭＬ配信 

【6】労災補償関係の取り組み 

１.各支部からの相談案件のサポートの事例（概要） 

（1）東京支部会員  

２０１０年１１月１０日・千葉理事・安藤東京支部支部長から依頼。 

娘さんがＰＣができるとのこと。「遺族年金手続きの順次について（福脊連ＨＰ掲載）」を

娘さんに送信以来とこの間の「治療経緯」を年表にまとめて送信するよう依頼した。 

後日、送信された病歴と診断内容は、>>  病名：肺炎、うっ血性肺水腫、尿路感染症、カ

ンジダ性敗血症、胸髄損傷、神経因性膀胱などであった。  

以下サポートの概略 

【 注意点 】 

  病名に付記すべき記述は、下記事項≪経緯詳細≫を書いてもらうことが重要です。 

※ 付記事例 

脊髄損傷による神経因性膀胱のため、常時尿道カテーテルの留置が必要な方でした。

カテーテル留置状態のため尿路感染症を併発しやすくカンジダ（真菌）による尿路感染

症に罹患され、病状は進行し敗血症状態となりました。（結論的文）抗真菌薬治療を施行

しましたが、改善が困難であり、全身状態が増悪し、肺炎、肺水腫も併発され永眠され

ました。 

〔役所に提出した死亡診断書〕（このまま提出したら不支給となります。織田） 

診断書の欄の（ア）：肺うっ血水腫 

     欄の（イ）：不明（この記載が問題点で、このまま労災に出すべきでない） 

       欄の（肺炎、脳梗塞） 

織田 下記の要件を書いてもらってください。 

下記にありますようにガンジダ性敗血症及びＭＲＳＡ（メチシリン耐性ブドウ球菌）多剤

耐性緑膿菌（ＭＤＲＰ）感染症等は、強力な抗生剤を使ったために抗生剤に効かないブドウ

球菌が出現し、多くの脊髄損傷者に感染することがあります。 

（下記のように、（イ）以下を挿入していただいて下さい。） 

参考ＨＰ 

カンジダ症（食道、胃、小腸）、（咽頭炎、気管支炎、新生児の気管支肺炎）からの呼吸器カ

ンジダ症、（上流から侵入した尿管炎、膀胱炎）による尿路カンジダ症がある。 消化管カン

ジダ症（特に食道）は免疫不全（ａｉｄｓ）患者に多い。 カンジダ性敗血症と . 



 

   

www.amda.or.jp/contents/database/3-2/d2.html 

【サポート ３ 織田】 

診断書の記載例（記載順次） 

労災遺族年金申請手続きの為に書いてもらう予定の死亡診断書は、 

>>  。欄の（ア）：肺うっ血水腫 

>>  。欄の（イ）：肺炎 

>>  。欄の（ウ）：敗血症（ガンジダ感染よる）挿入 

>>  。欄の（エ）：尿路感染症（ガンジダ菌感染）挿入 

>>  「欄：慢性膀胱炎、脊髄損傷 

 

死亡診断書（死体検案書）の注意点は、同診断書の医師署名欄の上のその他特に付言すべ

きことがら・・・とあるところに・・上記の付記の記載をしてもらってください。 

記入欄に書ききれないと思いますので・・別紙で、その他特に付言すべきことがら（医師の

所見）として書いて頂き、証明して貰ったものを添付して下さい。 

 付記記載の感染・併発疾病の経過は、労災で認められている併発疾病、25疾病の中に 

ありますので、遺族年金の対象になるはずです。（労基署に告げること） 

 念のために、褥瘡の状態が気になります。臭く匂いがする膿が出ている状態であれば 

冒頭に書いていますブドウ球菌（ＭＲＳＡ・緑濃菌等）の感染もあり、菌の三つ巴の「感染」

も考えられます。そうであれば、急速に全身性の「敗血症」に至るのです。（抗生剤が効きに

くいために） 

娘さんと数回のやりとりの後、「診断書」を再チェックして申請を行い、申請後、翌年の２

０１１年３月・支給決定された。 

２．相談案件 

 福岡県支部（未会員･現在会員） 

（１）１月の相談会後［第３回目］２０１１年 ７月２６日（県事務所）を実施。課題の整理 

① 相手方が今後は、代理人弁護と話し合いをしてほしいと提起されたので、その対応に 

  ついて、弁護士を紹介し、問題点を整理することにした。 

② 疾病・障害の状態の確認及び治療に関すること 

③ これまでの「就業」に関する状態。できなくなったこと。収益など。 

④ 至急、現況での「後遺症診断書」を作成し、弁護士との打ち合わせの上、具体的な

請求に関する内容（補償）を検討することとなった。（診断書の作成の際に、身体的

状況を「正確・詳細」に伝えるように、サポートした） 

 ※８月５日、後遺症診断書を持参し、最終整理をして弁護士に依頼することになった。 

 (２）鹿児島県支部（日高良二支部長より依頼）２０１１年５月２４日付けメール 

  ①自動車事故対策センター・自動車損害賠償保険法の資料について請求・そく送信 

②７月８日着信・日高さんを経由して、鹿児島県姶良市の病院の医師からの依頼。 

 高血圧症で緊急搬送された「頚髄損傷」者の対応について依頼。「本人・家族に十分な

情報がなく、十分な疾患（状態）の受け入れができていないこと。本人は、死に対す

る恐怖を語っており、家族もストレスをためて神経質になっている。二人共倒れの可

能性があるため・・・」とのことで、急性期の対応に関する研究論文等 7 点の参考資

料を送信した。 



 

   

２６日には、・障害の受容 「意味からの問い」南雲直二箸 大田仁史監修 荘道社  

   ・障害の心理学・人間性の回復をめざして 南雲直二箸 大田仁史監修 荘道社  

・障害受容再考「障害受容」から障害と自由」へ島明子・吉備国際大学保健福祉学部  

                               作業療法士 三輪書店 

 を紹介し、急性期のケアについて、日高氏に基本的事項を伝え、頚損者への「急性期

のケア」についての冊子を大濱氏に送付を依頼した。 

 (３）福岡県支部（未会員･現在会員） 

   久留米市の元会員からの依頼。重量物の運搬時に頚髄を損傷・後日腰痛もある状態で、 

  入院中の休業補償（労災）を申請したが却下されたので、再審査請求をしたいが方法が

分からない。申請は、社会保険労務士に依頼し申請していた。 

  申請の内容と後遺症について聴取し、再申請の意見書の論点を整理し、社会保険労務士

と打ち合わせの上、再審査請求をするよう説明した。その後、再審査請求も却下され、

現在、再々審査請求を準備中との連絡あったが、相談は来ていない。 

 (４）大分県支部（未会員･現在会員） 

  ２０１０年度から大分県支部でサポート継続していた案件。（担当・矢羽田氏） 

・重度りハセンターで身辺自立・ＰＣの研修を行なっている。 

・自動車の運転が可能かどうか、見極める。 

・本人も前向きに研修を行なっている。 

［相談事項］ 

・退所後の生活について 

・住宅について 

・自動車事故の損害賠償について 

※ 昨年９月、相手方からの損害査定が提出されたので、内容を精査し、損害内容を再検討

し整理し、弁護士を紹介、本人・奥さんの意向を踏まえて、現在、弁護人が代理人とし

て交渉中である。 

（５）現在、進行中の案件    

①２０１１年９月 遺族年金の請求・２月支給決定（福岡県支部） 

②２０１１年１２月５日 遺族年金中央審査会への請求･審査会へ（未会員･福岡） 

③０１２年４月 遺族年金申請中（福岡県支部） 

④ ２０１２年４月 労災事故で指 2本切断（再生）今後の補償問題の相談（一般） 

（６）大阪府支部 会員 

 ① 昨年遺族年金申請・・・１月不支給決定 

   再審査請求についての依頼 

※ 基本事項について、電話・FAX で行なっているが、奥さんの理解がされているのか、どう

かは疑問点があるので、辻さんにも相談するように進めて行なっている。現在、再審査

における、医師の意見書・診断書を（脊損との因果関係についての）取り寄せるように

奥さんに説明している。 

【7】請願活動・省庁交渉・ロビー活動及び民間法人等への要請活動 

１.内閣府、厚生労働省、国土交通省との合同交渉 

  第８１回理事会（拡大理事会）翌日の１０月１１日、衛藤晟一参議院議員（全脊連顧問）  



 

   

 の斡旋により、参議院議員会館１階１０２会議室に於いて、内閣府、厚生労働省、国土交

通省との合同交渉を行いました。 

 ＝内閣府、厚生労働省への要望項目＝ 

（１） 災害時要援護者の避難対策に関する脊髄損傷者及び重度障害者の要望書 

１.今回の大震災で災害時要援護者の避難対策を改めて検証を行うこと 

２.災害時要援護者の避難対策を大幅に見直すこと 

３.仮設住宅のバリアフリー化を図り高齢者や車いす使用者が安心して避難生活がで 

きる環境を整備すること 

 （関係資料の提出） 

 【要望事項】 

（1） バリアフリーの施設住宅を増設し、県・市町村営住宅等をバリアフリー住宅に

整備し被災障がい者を受け入れられるようにして欲しい 

（2） 国・都道府県・市町村が一体となって被災障がい者の現状を調査し、要望等の

聞き取りを行って対処しなければ死亡者や病人が出る可能性があるので早急に

行って欲しい 

（3） 被災時の被災障がい者のための被災から復興までの救済マニュアルを作成し、

国から都道府県に都道府県から市町村に徹底指導して欲しい 

※岩手県支部の被災障がい者の状況報告（写真・要望書）については、１０月１１日   

の省庁交渉において、参考資料として提出しました。 

 ＝厚生労働省への要望項目＝ 

（１）障害者自立支援法における財源確保と市町村負担の在り方等について（要望） 

Ａ）自立支援法関係 

１.平成２４年度予算の財源確保では、２４時間介護など支給量の改善や新規の地域移行 

者に必要な毎年の自然増７００億円/年の確保を最優先課題としていただきたい 

２.障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業（いわゆる「基金事業」）に 

ついては、平成２４年４月以降も継続するため、基金を積み増ししていただきたい 

３.介護職員処遇改善交付金を、平成２４年４月以降も継続していただきたい 

４.平成２４年４月の基準・報酬改定にあたり、重度訪問介護の特定事業所加算の要件の 

うち、サービス提供責任者の配置基準について、経過措置を恒久化していただきたい 

５.医療的ケア法制化の法制化に合わせて、医療的ケアを伴う重度訪問介護に３割の加算 

を設け、医療的ケアを受けられない地域をなくしていただきたい 

Ｂ）総合福祉法関係 

６.長時間の訪問系サービスを必要とする重度障害者に対して適切なサービス量が支給決 

定されるように、１日８時間を超える訪問系サービスについて市町村負担を全国平均 

５％程度に引き下げていただきたい 

※その原資は、１日８時間以下の訪問系サービスについて、都道府県負担を２５％から

１ポイント引き下げれば充当可能 

７.入所施設・病院・親元から地域移行した障害者の訪問系サービスについては、出身市町 

村（施設入所を支給決定していた市町村や出身世帯のある市町村）が市町村負担（２５％） 

のうち１２．５ポイント分を負担したうえで、居住市町村が支給決定を行い、残りの 

１２．５ポイント分を負担する制度としていただきたい。 

８.緊急性が低い利用者負担の「完全無料化」については、命に関わる緊急性の高い「２４ 



 

   

時間介護が全国で実現」した後に取り組んでいただきたい 

＝国土交通省への要望項目＝ 

（１）有料道路料金の障害者割引制度拡充に関する要望書 

１.有料道路料金割引対象者は、登録車両対象ではなく障害者本人対象に拡充してく 

ださい 

脊損ニュース１２月号（№４６５）、脊損ニュース１月号（№４６６）、脊損ニュース２

月号（№４６７）、脊損ニュース３月号（№４６８）、脊損ニュース４月号（№４６９）

に掲載 

２. 在宅人工呼吸器利用者等への停電対策について（要望） 

  〇提出日 平成２３年７月 

  〇提出先 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長 木倉 敬之 様 

 （要望項目） 

（1）頸髄損傷など、１３０疾患に含まれない在宅人工呼吸器使用者に対して、小型発電機

と無停電電源装置（ＵＰＳ）をセットで早急に貸付していただきたい。 

（2）体温調節機能障害者に対して小型クーラーなどを給付・貸付していただきたい。 

（3）吸引器の利用者への停電対応として、足ふみ式吸引器やＵＰＳを給付・貸付していた

だきたい。 

３.交通分野における障害者への対応について（要望） 
  〇提出日 平成２３年９月 

  〇提出先 国土交通省 鉄道局長 久保 成人 様 道路局長 菊川  滋 様 

（要望項目） 

１．鉄道局関係 

（１）障害者の割引運賃に対応したICカードの開発について 

（２）自動改札の車イス用レーンの確保について 

（３）人工呼吸器使用者が新幹線に乗車するときの電源確保について 

（４）特急車両の車イス用スペースについて 

２．道路局関係 

（１）高速道路の障害者割引制度について 

２.ロビー活動 

妻屋理事長、大濱副理事長が中心となり、与野党の国会議員及び各省庁等に対し、障害者

自立支援法その他に対するロビー活動（要望活動）を行いました。 

【8】体育振興事業 

１．平成２３年度は、下記のスポーツ競技大会等に後援または協賛し広く障害者の体育の振

興を図りました。 

（１）第１１回ピパオイカップ車いすバスケットボール選手権大会 

平成２３年８月２７日～２８日 

（２）第２０回理事長杯争奪 東北ブロック車椅子ゲートボール大会 

及び《吹き矢＆グラウンドゴルフ》交流会 山形県大会 

平成２３年９月１２日 

（３）関東甲信ブロックグラウンドゴルフ大会・長野県大会    



 

   

平成２３年１０月２９日～３０日 

【9】福祉機器等のモニター募集及びアンケート調査の実施  

（１）脊髄損傷や車いす使用者の食生活に関するアンケート調査 

（公立大学法人 首都大学東京 プロジェクト代表・稲山貴代准教授） 

【10】運営活動資金の関連事業 

 全脊連の運営活動資金は、全国の皆様の会費収入を基本とし、一方ではファイザー株式会 

社様、株式会社ニッシン自動車工業様、コロプラスト株式会社様、日本ヘルスケア株式会社 

様、第一三共株式会社様、横浜ゴム株式会社様などの企業から手厚いご支援をいただき本部 

事務局体制の維持を図りました。 

【11】会員増強活動及び賛助会員募集活動 

 会員勧誘のためのパンフレット「明日から元気ケア」の配布やピアサポート活動等を通じ 

て会員の増強を図っていただくよう各県支部に呼びかけを行いました。また、賛助会員の増 

強についても、関連企業や団体、個人などに対し本部だけではなく各県支部にも協力要請の 

お願いと募集活動を行いました。 

【12】障害者自立更生等厚生労働大臣表彰 

 平成２３年度の障害者自立更生等厚生労働大臣表彰は、永年、全脊連の東北ブロック理事 

を務められた秋田県支部長の小森一昭氏を推薦し１２月７日、更生援護功労者として受賞さ 

れました。 

【13】公益社団法人への移行認定申請手続きについて 

【公益社団法人移行検討委員会の経過報告】 

第１０回総会熊本県大会において、全脊連の「公益社団法人移行」に必要な「定款の改定

の案」と「代議員選挙規定」を提案し総会において審議され、第８回総会大阪大会に提案さ

れ、「方向性の選択肢」の中から「本部と全支部が一体で公益社団法人に移行する。」という

方向性を確認しました。その方向性のもとに「定款の改定の案」を作成するため、公益社団

法人移行検討委員会を理事会内部に設け、一年をかけ「定款の改定の案」を纏め、第９回総

会広島県大会に提案しました。 

 広島県大会に提案された「定款の改定の案」は、支部、ブロック会、理事会、拡大理事会

の各段階の議論を重ね、拡大理事会の承認を得て昨年の熊本県大会で「公益社団法人への移

行」が機関決定されました。 

 ７月以降の公益社団法人移行検討委員会に於いては、「移行認定申請」の作成作業に取り掛

かる前提として、①法人全体の実態の把握 ②「定款の改定の案」の最終的な調整（公益等

認定委員会の事前のアドバイスを受ける） ③外部の中立的で専門家のアドバイスを受ける 

事とし、基礎資料となる支部からの会計資料の提供を各支部にお願いいたしました。 

この法人の全体像を知るためＣＩＬふちゅうに協力を仰ぐことし、税理士の鈴木研さん、

麹町労務経営事務所の所長で社会保険労務士・行政書士の松本昌さん、ＣＩＬふちゅうの会

計監査の高橋正紀さん、ＣＩＬふちゅうのコーデネーターの山本朋臣さんを加えて、法人全



 

   

体の財務内容等の分析をお願いする事にしました。 

① 「定款の改定の案」については、先の総会の「付帯決議」に基づき、総会で社員から

出された意見と理事会での意見等と公益等認定委員会の厚生労働省・法務省の参事の

意見（アドバイスは、認定委員会の相磯義明参事と理事の玉木との間でメールにより

調整を行いました。） 

指導的意見を要約すると、代議員（社員）の選出方法が支部で行われるものと、本部で行

われるものの二種類があると受け取られる。定款で定める事項と規定で定めるものとを分け、

定款の整理をする。（支部、ブロック会については、設置を機関として定款に定め、その他

はそれぞれ「支部運営規定」・「ブロック会運営規定」で定めることにする。 

指導的意見の詳細は、臨時総会報告のとおりです。 

 ③の公益社団法人としての適格性を具備しているか？否かについての意見として、公益性

の認定の要件として「公益目的事業比率」・「経理的能力の具備」の二点について、「本部

と支部が一つの法人」として、「クリアできないのでは？」との疑義が指摘されました。 

 公益法人には、内閣府の「公益等認定委員会」による移行認定時の審査と、認定後の法人

に対する「立ち入り検査」があり、前者の場合は「否」認定となります。後者は「認定の取

り消し」が行われます。「認定の取り消し」は法人運営に致命的な打撃を受けます。認定時

の「否」の決定がされたケースは、経理能力の不備（遊休財産額の限度を超えている）、（公

益目的事業の公益性が認められないので、公益目的事業比率が５０％を下回る）というよう

なものがあり。立ち入り検査については、支部も立ち入り検査の対象になる。等のアドバイ

ス、立ち入り検査を受けた法人からの情報、公益法人関係講座による資料について、検討委

員会は慎重に議論し、結果を理事長に報告し、臨時理事会を招集し、従来の移行形態「本部

と全ての支部が一体の法人として移行」から「本部と一部支部の公益社団法人移行」という

従来の方向性の「変更」を、「臨時社員総会」を開催し、変更の意見を仰ぐことを求めまし

た。 

 １１月２６日開催の臨時総会の議論の結果は既に報告のとおり、「本部と一部支部（東京

都支部）の公益社団法人への移行」が賛成多数で可決されました。 

 山形県支部等公益目的事業を実施しているが、経理的能力の「連結決算」を行うには「不

安」があるという支部には、計画的にスキルアップを支援し、できる限り多くの支部の「公

益法人認定基準」に沿うよう、「公益目的事業（ピアサポート事業・相談支援事業）の実施」

「公益法人会計の導入」等の研修の実施が今後の課題です。第一次の公益社団法人認定申請

にとどまることなく、公益社団法人の「内なる支部」として「認定申請」を変更することに

なります。 

 公益社団法人への移行認定申請の作業を全脊連とＣＩＬふちゅうとの間で業務の委託契約

を結びました。 

 今年度の決算処理については、群馬の大堀会計事務所との間で業務委託契約が結ばれてい

ます。よって法人の基本情報の電子申請の整理入力作業は２４年４月１日から始まり、経理

関係は決算書類が整い次第着手することになります。 

【14】会議の開催等 

１.第１０回総会の開催 

第１０回総会熊本県大会は、平成２３年６月２日～４日の日程で熊本全日空ホテルニュー



 

   

スカイ（熊本県熊本市）に於いて開催されました。 

大会一日目（２日）、１６時より支部代表者会議を開催。大会二日目（３日）には、記念式

典、特別講演、基調報告、総会、懇親交流会を開催。記念式典の感謝状贈呈式では、本部、

各県支部より推薦された１９名の方々が受賞。記念式典後の特別講演では、内閣府障がい者

制度改革推進会議担当室室長の東俊裕氏を講師に迎え、障がい者制度改革推進会議の論点整

理や総合福祉法・差別禁止法の行方などについて講演をしていただきました。 

総会議事では、第１号議案（平成２２年度事業報告）、第２号議案（平成２２年度収支決算

報告・監査報告）、第３号議案（平成２３年度事業計画）、第４号議案（平成２３年度予算案）、

第５号議案(役員改選)、第６号議案（公益法人への移行問題）、第７号議案（その他の案件①

次期総会開催支部について②決議文の朗読と大会スローガンの採択）について、それぞれ審

議の結果、承認されました。 

脊損ニュース７月号(№４６０)、８月号（№４６１）９月号（№４６２） 

２.臨時総会の開催 

第１０回総会熊本県大会開催後の公益法人移行検討委員会および理事会において、公益法

人移行認定申請に関する重要な懸案事項が生じたため、定款第２１条・第２項(1)の規定によ

り、平成２３年１１月２６日、目黒区心身障害者センターあいアイ館に於いて第１回臨時総

会を開催しました。 
３.拡大理事会の開催 

 平成２３年度の拡大理事会は１回開催しました。 

 第８１回理事会（拡大理事会）は、平成２３年１０月１０日、東京都障害者総合スポーツ

センター集会室（東京都豊島区）にて開催しました。出席者は２２名(内４名は CIL ふちゅう)。

議題として、各ブロック理事からの報告として（各ブロック会議の報告、活動状況、要望事

項など）、本部からの報告として（ＩＴ版宿泊ガイド、ピアサポートモデル事業、障がい者制

度改革推進会議の進捗状況、東日本大震災の被災者救援の報告）などがあり、また、CIL ふ

ちゅうより４名の方に出席いただき公益社団法人への移行申請等について討議しました。 

なお、３月に開催予定の拡大理事会については、本部会費未納分の増大および１０月に開

催した拡大理事会経費が例年より大幅に増加したことを踏まえ、中止することとしました 

 

脊損ニュース１１月号(№４６４)に掲載 

４.理事会の開催 

平成２３年度の理事会（拡大理事会含む）は、第７９回理事会～第８３回理事会を開催

しました。 

① 第７９回理事会 

開催日 平成２３年５月２６日 

会 場 目黒区心身障害者センター「目黒あいアイ館」（東京都目黒区） 

出席者 ７名  委任状提出者 ８名  

② 第８０理事会 

開催日 平成２３年７月３０日 

会 場 目黒区心身障害者センター「目黒あいアイ館」（東京都目黒区） 

出席者 ９名  委任状提出者 ５名  

③ 第８１回理事会（拡大理事会） 



 

   

開催日 平成２３年１０月１０日 

会 場 東京都障害者総合スポーツセンター 

出席者 １８名  ＣＩＬふちゅう ４名 

④ 第８２回理事会 

開催日 平成２３年１２月２４日 

会 場 目黒区心身障害者センター「目黒あいアイ館」（東京都目黒区） 

出席者 ６名 委任状提出 ７名  ＣＩＬふちゅう ３名 

⑤ 第８３回理事会 

開催日 平成２4年２月２６日 

会 場 目黒区心身障害者センター「目黒あいアイ館」（東京都目黒区） 

出席者 ９名 委任状提出者 ５名  ＣＩＬふちゅう １名 

５.臨時理事会の開催 

  第８１回理事会(拡大)開催にあたり、公益法人移行問題について検討しなければならな

い案件が生じたため、平成２３年９月２４日、目黒区心身障害者センターあいアイ館に於

いて、第１回臨時理事会を開催しました。 

６.各ブロック会議の開催 

① 第３４回東北ブロック会議 

開催日 平成２３年９月１１日(会議)・９月１２日(ゲートボール大会) 

開催県 山形県支部 『かんぽの郷 酒田』 

◎本部からは妻屋理事長、千葉専務理事が出席 

②第３５回北越四県ブロック会議 

開催日 平成２３年７月１０日・１１日 

開催県 福井県支部 『芦原国際ホテル美松』 

◎本部から大濱副理事長、玉木理事が出席 

③第３４回関東ブロック会議 

開催日 平成２３年１０月１日 

開催県 長野県支部 『松代ロイヤルホテル』 

◎本部からは、妻屋理事長はじめ各理事が出席 

④第３４回近畿東海ブロック会議 

開催日 平成２３年９月１８日 

開催県 三重県支部 『湯元榊原館』 

◎本部からは大濱副理事長、玉木理事が出席 

⑤第３２回中・四国ブロック会議 

開催日 平成２３年１０月２９日 

開催県 山陰支部 『米子全日空ホテル』 

◎本部からは、妻屋理事長、大濱副理事長が出席 

⑥第３５回九州ブロック会議 

開催日 平成２３年１０月１日～２日 

開催県 宮崎県支部 『ひまわり荘』 

◎本部からは大濱副理事長が出席 

 



 

   

７.その他の活動 

（4）各理事その他の活動 

〔妻屋理事長〕 

＊日本障害者フォーラム代表者会議出席 ５/16   戸山サンライズ 

＊日本の福祉を考える会出席 ５/20  11/24  自民党本部 

＊かわさき基準推進協議会出席 5/25、6/29 11/14   1/26 

＊本部理事会出席 5/26 7/30  9/24 12/24  2/26 目黒あいアイ館 

＊IT版全国車いす宿泊ガイド合同会議出席 5/28 

＊第 10回全国総会熊本県大会出席 6/2～6/4 

＊講演活動 川崎アビリティーズ 6/15 

＊（財）共用品推進機構理事会出席 6/17  3/7 

＊国内旅客船バリアフリー化推進のための調査研究委員会出席  6/22  9/26  1/20 

＊埼玉県支部総会出席 6/25  さいたま市 

＊交通エコロジー・モビリティー財団評議員会議出席 6/27   3/28 

＊ITB 療法診療報酬上げで厚生労働省への陳情 6/29 

＊公益法人移行検討委員会出席 7/2 8/14 9/3 11/23 

＊東日本大震災被災者支援金配分会議出席 岩手県北上市 7/3 

＊「ひかみの湯」視察と運営会議出席 陸前高田市 7/4 

＊公益法人移行セミナー受講 7/21  埼玉県浦和 

＊相談支援事業勉強会出席 7/24 目黒愛あい館 

＊公益法人移行相談会主席 8/9 11/8  虎の門 

＊アクセサブルデザイン検討委員会出席  8/11  10/27  2/21  2/23   2/24  3/6 

(財)共用品推進機構 

＊会計検査院のバリアフリー推進に関するヒアリング出席 8/12 南葛西会館 

＊脊損者の食生活に関するアンケート調査打ち合わせ 6/29 自宅 

＊コンビウィズ株式会社の情勢分析ヒアリング 8/30 

＊東北ブロック会議山形県大会出席 9/11〜9/12 

＊脊損ニュース編集会議出席 8/15 

＊関東ブロック会議長野県大会出席 10/1 〜10/2 

＊国土交通省の建築設計標準改訂についての説明会出席 10/6  南葛西会館 

＊拡大理事会出席 10/10  東京都障害者スポーツセンター 

＊省庁交渉 10/11 参議院議員会館 

＊福祉機器開発普及等事業 ｢福祉用具有識者会議｣出席 (テクノエイド)10/24 2/20 

＊障害者総合福祉法成立に向けたデモ行進参加 10/28 日比谷野外音楽堂 

＊中・四国ブロック会議山陰大会出席 10/29 〜 10/30  米子 

＊高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した設計標準検討委委員会出席 11/11  1/17  2/20 

＊第 9回脊髄損傷リハビリテーション講習会参加 (千葉リハ) 11/23 

＊平成２３年度第１回臨時総会出席 11/26 

＊重度障害者の介護問題に関する自立支援分科会出席 12/3 戸山サンライズ 

＊厚生労働大臣賞授与式出席（厚生労働省） 12/7 

＊千葉県支部忘年会出席  12/10 

＊株式会社 エコクリーン栄光と補助金申請の打ち合わせ 12/16  京王プラザホテル 



 

   

＊埼玉県支部新年会出席 1/28 

＊ JDA 常任委員会出席   2/6  アビリティーズ本社 

＊厚生労働省職業安定局の就労支援に関するヒアリング出席 2/7 

＊公共交通機関の移動円滑化整備ガイドライン検討委員会出席 2/9  3/13 

＊関東ブロックピアマネジャー現認研修会出席 2/11  伊勢原市 

＊新宿ライオンズクラブ例会出席 3/6 

【平成 23年度委員等就任状況】 

1、財団法人共用品推進機構理事 

2、交通エコロジー・モビリティー財団評議委員 

3、支援機器の開発・普及に向けたネットワーク推進事業懇談会メンバー（テクノエイド協会） 

4、アクセシブルデザイン:検討委員会委員（共用品推進機構） 

5、公共交通機関の移動円滑化整備ガイドライン検討委員会委員 

8、高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した設計標準検討委員会委員 

7、中央社会参加推進協議会委員（日身連） 

8、かわさき福祉産業振興ビジョン検討委員会委員 

9、国内旅客船バリアフリー化推進のための調査研究委員会委員（エコモ財団） 

 

〔大濱副理事長〕 

＊頚損連絡会 4/2 

＊香川 4/3 

＊リハ医学会打ち合わせ 4/4 

＊長崎 4/5、6 

＊リハ医学会 4/7 

＊差別禁止部会 4/8、5/13、7/12、10/24、12/9、3/9、3/12 

＊山加朱美議員 4/9 

＊必勝決起大会 宮澤宏行＠目黒ﾊﾟｰｼﾓﾝ 4/12 

＊自民党 4/14、6/2、3/28 

＊ＤＰＩ 4/16、8/27、10/22、10/23、12/4、3/28 

＊東京支部役員会 4/16、5/22（総会）、6/12、7/24、9/3、10/8、2/25 

＊内閣府 4/18、11/24、12/8 

＊ＪＤＦ 4/18、4/20、5/16、5/20、5/30、6/22、6/30、7/27、8/24、9/21、10/20、11/29、12/6、1/20、

2/7、2/24、3/30 

＊推進会議 4/18、5/23、6/27、8/8、9/26、1/23 

＊相談支援講習会 4/19 

＊公明党 4/20 

＊震災関係 4/21 

＊常任協議委員会 4/22 

＊東京セミナー 4/23、9/10 

＊総合福祉部会 4/26、5/31、6/23、7/26、8/9、8/30、2/8 

＊福岡 4/28 

＊ＮＨＫ 5/9 



 

   

＊大行動世話人会儀 5/11 

＊震災対策会議 5/11 

＊厚生労働省 5/12、6/14、10/12、11/21、12/2、1/16、1/20、2/7、2/20、2/22、3/21 

＊ＪＳＣＦ 5/16、5/25、7/3、8/6、9/7、10/26、12/8、12/13、3/8 

＊大阪大学 5/16 

＊都議会 5/17、11/29、2/21 

＊衛藤議員面会 5/20、6/24、7/29、8/15、10/25、11/24、12/2、2/29、3/1 

＊髙木議員面会 5/24、7/8、7/20、8/12 

＊二宮議員面会 5/25 

＊本部理事会 5/26 7/30  9/24 12/24  2/26 

＊第 10回総会 熊本 6/2～3 

＊ＩＳＣＯＳ＆ＡＳＩＡ（ワシントン） 6/4、6/8 

＊広島 6/11 

＊日経 6/14 

＊ＤＰＩ総会 沖縄、6/18、19 

＊小宮山洋子議員面会 6/20、11/7、2/22 

＊田中和徳議員面会 6/21 

＊全社協 6/24、7/29、8/1、8/24、9/22、10/7、10/20、11/16、3/19、3/23 

＊製薬協 6/25、11/24、11/25、12/14 

＊鈴木議員面会 6/29、12/5 

＊国際バイオEXPO 小樽 6/30 

＊小樽・疾病対策 7/1 

＊木村議員 7/6、7/28、8/15、11/21 

＊福井日帰り 北陸ブロック 7/10 

＊船田議員面会 7/13、12/8 

＊琉球病院 沖縄 7/19、7/20 

＊田村議員面会 8/15、12/1 

＊菅原議員面会 7/9、12/1、12/5 

＊都庁 8/10、11/8 

＊毎日＠あいアイ館 7/19 

＊松山 8/22～23 

＊国交省 8/31、9/29、1/17 

＊週刊新潮 震災について 9/5 

＊村木さん・武見議員・電話会議 9/8 

＊都予算ヒアリング 9/9 

＊神経医科学会 9/16 

＊三重 関西ブロック 9/18～19 

＊目黒区役所 9/21、3/9 

＊高松日帰り 9/27、11/19、1/24 

＊読売 9/29 

＊九州ブロック会議 宮崎県大会 10/1、2  



 

   

＊公明党 10/6、3/29 

＊日本教育会館 10/9 

＊拡大理事会 10/10 

＊省庁交渉 10/11 

＊松山日帰り 10/25 

＊日比谷フォーラム 10/28 

＊中四国ブロック会議 米子 10/29、30 

＊佐藤ゆかり議員面会 11/15 

＊脊損医学会・大阪 11/17 

＊脊髄障害学会・大阪 11/18 

＊武見議員面会 11/24 

＊臨時総会 11/26 

＊自立支援分科会 12/3 

＊沖縄 ＪＤＦ 12/25、12/28 

＊大阪 難病治療 1/14 

＊慶應 三田 1/17、18 

＊自民党大会 1/22 

＊谷議員面会 1/26、1/30、2/17 

＊石毛議員面会 1/26 

＊神奈川支部相談支援 2/11 

＊相談支援研修 5/13～17 

＊石毛議員面会 2/20、 

＊三宅議面会員 2/20 

＊初鹿議員面会 2/21 

＊保障協会 2/21 

＊痰吸引＠グランドヒル市ケ谷、尊厳死 2/26、3/22 

＊福祉医療機構 2/27 

＊参議員会館 3/8 

＊目黒区、健康福祉部、自民党目黒 3/9 

＊初台リハ 石川 3/21 

＊震災商工会館 3/27 

【平成 23年度委員等就任状況】 

障がい者制度改革推進会議委員（内閣府） 

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会委員（内閣府） 

ＤＰＩ日本会議常任委員 

 

〔千葉専務理事〕 

＊会計監査 5/9 

＊関東学習会運営委員会 5/12、6/26、1/16、3/25 

＊本部事務所 5/13、9/13、10/2、11/21 

＊理事会 5/26、7/30、10/10、12/24、2/26 



 

   

＊車いす宿泊ガイド合同月例会議 5/28 

＊全国総会 6/2～6/4 

＊公益法人セミナー 7/21 

＊ヘルスケア関連団体宿泊研修会 7/23～24 

＊障害関係団体連絡協議会 7/29、3/23 

＊第 2回協議員総会 7/29 

＊障連協セミナー 7/29、9/22、3/23 

＊障害者の地域生活に関する研究委員会 8/1、10/7、11/16 

＊国交省ヒアリング 8/12 

＊公益法人移行検討委員会 7/2、8/14、9/6、11/23 

＊ヘルスケア団体世話人・運営委員合同会議 8/24 

＊東北ブロック会議山形県大会 9/11～12 

＊臨時理事会 9/24 

＊世話人会 9/29、12/12、3/29 

＊関東ブロック会議長野県大会 10/1 

＊省庁交渉 10/11 

＊ＪＤＦ大フォーラム 10/28 

＊公益認定等委員会 11/8 

＊第 9回脊髄損傷講習会 11/23 

＊臨時総会 11/26 

＊関東ブロックピアマネジャー現任研修会 2/11 

＊理事会案内、理事会、臨時理事会、臨時総会議事録作成 

＊第 10回総会熊本県大会議案書作成 

【平成 23年度委員等就任状況】 

1、障害関係団体連絡協議会協議員(全社協) 

2、ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会 世話人会 世話人（ファイザー㈱） 

3、ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会 地域学習会（関東）運営委員（ファイザー㈱） 

4、「人に優しい地域の宿づくり賞」選考委員会委員（全国旅館生活衛生同業組合連合会） 

5、全国バリアフリーネットワーク会議メンバー（国土交通省） 

6、障害者の地域生活に関する研究委員 

 

〔赤城専務理事〕 

＊脊損ニュース校正 4/3、5/8、6/5、7/5、8/3、9/2、10/4、11/3、12/4、12/26、2/5、3/3 

＊脊損ニュース編集会議 9/15 

＊神奈川県支部役員会 4/24、6/19、9/3、10/16、12/18、2/5  

＊国際交流センター医療シンポジウム 11/27 

＊全国総会議案書校正 4/30、5/、5/4 

＊予算書作成 5/5 

＊会計監査で群馬県へ 5/9 

＊理事会 5/26、7/30、9/24、2/26    

 



 

   

＊拡大理事会 10/10 

＊省庁交渉 10/11 

＊本部事務所へ 6/21（厚労省監査） 9/9 

＊熊本総会出席 6/2～6/4 

＊臨時総会出席 11/26 

＊関東ブロック会議出席 10/1～10/2 

＊公益法人委員会出席 7/14    

＊JDF フォーラム  10/28 

＊関東ブロックピアマネ現任研修会 2/11 

 

〔澤藤理事〕 

＊車いす宿泊ガイド合同月例会議 5/28 

＊公益法人移行検討委員会等 7/2、8/9、9/6、11/8 

＊かわさき基準企画評価運営委員会等 7/19、11/1、1/26、3/15 

＊指定特定相談支援事業所勉強会 7/24 

＊理事会 7/30、9/24、10/10 

＊省庁交渉 10/11 

＊ＪＤＦ大フォーラム 10/28 

＊臨時総会 11/26 

＊川崎研修会(脊髄損傷患者の健康管理)  11/27 

＊ピアマネジャー現任研修会 2/11 

＊その他自宅にて、E-Mail 及びファックスによる情報配信を行っています。 

【平成 23年度委員等就任状況】 

1.かわさき福祉産業振興ビジョン検討委員会委員 

 

〔佐々木理事〕 

＊全国総会熊本県大会 6/2～6/4 

＊臨時理事会 9/24 

＊関東甲信ブロック会議長野県大会 10/１～10/2 

＊省庁交渉 10/11 

＊理事会  5/26、7/30、10/10、2/26 

＊臨時総会  11/26 

＊関東ブロックピアマネジャー現認者研修  2/11 

 

〔玉木理事〕 

＊全国総会 6/2～6/4 

＊北越ブロック会議 7/11 

＊公益法人セミナー 7/21 

＊近畿・東海ブロック会議 9/18～9/19 

＊臨時理事会 9/24 

＊関東甲信ブロック会議 10/１～10/2 



 

   

＊省庁交渉 10/11 

＊理事会  5/26、7/30、10/10、12/24、2/26 

＊公益認定等委員会 8/9、11/8 

＊公益法人移行検討委員会 7/2、8/14、9/6、11/23 

＊JDF 関係 6/22、7/29、10/3 

＊ＪＤＦ大フォーラム 10/28 

＊日本の福祉を考える会 6/24、10/25、2/8 

＊川崎研修会(脊髄損傷患者の健康管理)  11/27 

＊臨時総会  11/26 

＊関東ブロックピアマネジャー現認者研修  2/11 

＊専門相談員初任者研修(代々木)  2/13～2/17 

【平成 23年度委員等就任状況】 

1、JDF 企画委員会委員 

 

〔小島理事〕 

＊理事会 5/26、7/30、12/24、2/26 

＊臨時理事会 9/24 

＊拡大理事会 10/10 

＊省庁交渉 10/11 

＊臨時総会 11/26 

＊川崎研修会(脊髄損傷患者の健康管理)  11/27 

＊脊損ニュース 各月 20日より編集、入稿、校正作業担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


