
 
 

 

 

平成２６年度事業報告 
平成２６年度の公益社団法人全国脊髄損傷者連合会の主な活動は下記の通りです。 

【１】脊髄損傷者並びに障害者に関する事業 

１．脊髄損傷者へのピアサポート事業（2014年度自賠責運用益拠出事業） 
①ピアサポート事業の実施 
2014年度の一般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事業」を実施しました。 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②ピアマネジャー現任研修会の開催 
Ⅰ 東北ブロック  

開 催 日  ：平成26年10月26日 

開催場所  ：ふれあいランド岩手 

開催支部  ：岩手県支部 

    Ⅱ 関東甲信ブロック 

      開 催 日  ：平成26年12月7日 

      開催場所  ：ホテルポートプラザ千葉 

      開催支部  ：千葉県支部 

    Ⅲ 九州ブロック 

      開 催 日  ：平成26年5月9日・10日 

             平成26年9月2日 

      開催場所  ：福岡県総合福祉センター クローバープラザ 

      開催支部  ：福岡県支部 

大分県支部  平成26年9月25日 日田市総合社会福祉会館 

支 部 名 
グループ 

相談会 

個別ピアサ

ポート 

ロール 

モデル 
勉強会 合  計 

宮城県支部  85   85 

山形県支部 12 22   34 

福島県支部 1 16   17 

埼玉県支部  3   3 

千葉県支部 14 3 2 4 23 

東京都支部 1   1 2 

神奈川県支部 4    4 

福岡県支部 12 25   37 

大分県支部 1 42   43 

宮崎県支部 1 4   5 

沖縄県支部 2 68 1  71 

合  計 48 268 3 5 324 



 
 

 

２．要望活動の実施報告 

        ※  省庁交渉の内容については、機関紙「脊損ニュース」に掲載した。 

ⅰ 平成２６年７月２２日 障害者福祉サービスの地域間格差の解消（厚生省） 

     ⅱ 平成２６年７月２２日 リハビリ期間の延長に関する要望（厚生省） 

     ⅲ 平成２６年９月２９日 障害者総合支援法について（厚生省） 

     Ⅳ 平成２６年９月２９日 尊厳死の法制化について（厚生省） 

     Ⅴ 平成２６年９月２９日 多機能トイレの整備について（国土交通省） 

 

３．脊髄損傷患者の社会参加ガイドブック製作事業（2014年度自賠責運用益拠出事業） 

 ※ ガイドブックは都道府県支部・医療リハビリ施設等に配布した。 

社会参加ガイドブック製作事業に関しては Together６「エンパワメント編」及び 

Together７「スポーツ編」を年度中に完成させた。（４月に配布予定。） 

   

４．シンポジウムの開催 

平成２６年６月２日（月）神奈川県伊勢原市石田のフォーラム２４６において 

講師：大日方邦子氏 テーマ《壁なんて破れる》と題してシンポジウムを開催した。 

            下記の内容のシンポジウムを行なった。 

          ※ 講演の内容については，機関紙「脊損ニュース」に掲載した。 

１） アスリートとして越えていくべき壁（自分の心の中に壁を作ってしまう） 

        ２） 障害を持ったことで壁を作ってしまう。 

        ３） オリンピックとパラリンピックについて。 

        ４） パラリンピックの目標。 

        ５） 不可能を可能にする。 

６） 可能性にチャレンジする。 

 

【２】社会保障審議会障害者部会の活動 

実施した差別解消法に関する活動の報告 

 

平成26年度は、障害者政策委員会（内閣府）において「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」）に基づく「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する基本方針」（以下「基本方針」）の策定に向けた議論が行われた。平成25年12月

13日に意見書を提出している。 

 

≪ 時系列 ≫ 

● 障害者基本法（1970年昭和和45年5月21日成立） 

障害者基本法の改正（2011年平成23年8月5日） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO084.html 

改正基本法のポイント 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 



 
 

 

一 障害者  身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害

（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁  障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

（差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害す

る行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担

が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その

実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行

為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

 

・ 差別解消法は、基本法の第 2 条の「定義」に則り第 4 条の「差別の禁止」の基本原則を具

体化するために下記を制定。 

「障害者差別解消法」が2013年（平成25年）6月26日に公布される。 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_leaflet_p.pdf 

 

○障害者の権利に関する条約（略称：障害者権利条約） 

（Convention on the Rights of Persons with Disabilities） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html 

「障害者の権利に関する条約」は2014年2月19日に日本で効力を発行 

 

● 障害者政策委員会では、「障害者差別解消法」に基づき基本方針の策定に向けての委員会が６

回開催され、議論後10月27日「障害者差別解消法に基づく基本方針（案）」が策定されパブ

コメの内容を一部反映し基本法方針として公開された。 

URL: http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_19/pdf/s2.pdf 

 

● 差別解消法のポイント 

１．法制定の背景 

①権利条約は第２条において、「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又

は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他

の者との平等を基礎とする。 

②障害者基本法第２条第２号において、社会的障壁について、「障害がある者にとって日常生活

又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも

のをいう。」と定義 

差別解消法は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものである。 

⇒ 

このように差別解消法は、平等な扱い、機会の平等を図ることが目的で「他の者との平等を基

礎に」とした法である。 

 



 
 

 

今後の課題 

１ 法の対象範囲が障害者に限定されているが、「障害者 ⇒障害者及びその家族」とすべき。 

２ 差別解消法の目的である、平等な扱い、機会の平等を図ることが周知され、社会に浸透す

るか。 

３ 差別的取扱いの「正当化事由」、合理的配慮の「過度な負担」の抗弁は、障害者が障害の

ない人が持っている権利の行使を結果として制限するものであり、逸失利益との比較考量

の観点が必要であること。 

 

社会保障審議会障害者部会 

 

社会保障審議会障害者部会（厚生労働省障害保健福祉部、以下「障害者部会」）は、平成26年

度では、 

・障害児支援 

・長期入院精神障害者の地域移行 

・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支

援法」）の対象となる難病の拡大 

・平成27年4月1日の報酬改定 

・障害者総合支援法施行後3年を目処とした見直し 

について、５回にわたって議論された。 

 

訪問系サービスの報酬改定や、訪問系サービスの総費用額が国庫負担基準を超過した市町村

に対する財政補助事業（「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」）について、関係

議員や厚生労働省障害保健福祉部に対して働きかけを行った。 

 

平成26年 7月15日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームからヒアリング 

平成26年 9月29日 厚生労働省障害保健福祉部長に対して要望書を提出 

平成26年10月23日 自由民主党厚生関係団体委員会および厚生労働部会から平成27

年度予算・税制等についてヒアリング 

 

【３】内外の関連団体との連携および交流 

 日本障害フォーラム（以下「JDF」）の加盟団体として参加した。平成26年度のJDFの主な活動

としては以下のとおり。 

平成26年 6月10日 権利条約締約国会議（ニューヨーク）におけるサイドイベント

「障害者権利条約の批准と実施における市民社会の参画」 

平成26年 9月12日 「全盲の女性傷害事件・盲導犬刺傷事件に関する声明」 

平成26年10月14日 「国連障害者権利条約・障害者権利委員会報告会」 

平成26年10月23日 「JDF十周年記念全国フォーラム」 

平成27年 2月19日 内閣府特命担当大臣（防災）に対して「第３回国連防災世界会

議開催あたって要望」を提出 

平成27年 3月16日 第3回国連防災世界会議関連事業「高齢者・障がい者と防災シン



 
 

 

ポジウム」 

 

また、他の障害者団体などとともに「尊厳死法制化に反対する会」（以下「反対する会」）に

参加した。平成26年度の「反対する会」の活動は以下のとおり。 

 

平成26年5月22日      「『尊厳死』法制化を考える院内集会」 

 

また、特定非営利活動法人DPI日本会議との共催で、東京オリンピック・パラリンピックの

開催にあたってのアクセシビリティ・ガイドラインに関する院内学習会を開催した。 

 

平成27年 6月13日 自由民主党ユニバーサル社会推進議員連盟（以下「自民UD議連」）

からヒアリング 

平成27年 2月20日 自民UD議連からヒアリング 

平成27年 3月 4日 学習会「東京2020オリンピック・パラリンピック『IPCアクセシ

ビリティガイドから見た日本の競技施設』」 

 

【４】障害者のスポーツの振興並びに余暇活動の支援事業 

（１）内閣総理大臣杯争奪第４２回日本車椅子バスケットボール選手権大会 

（２）厚生労働大臣杯争奪第２７回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会 

（３）第１４回パピオイカップ車椅子ツインバスケットボール選手権大会 

（４）第２３回理事長杯争奪東北ブロック車椅子ゲートボール大会 

（５）関東甲信ブロックグランドゴルフ大会 

 

【５】被災労働者と家族の援護、労災補償に関する相談・援助事業 

  連合会ホームページのリンク先に全国労働安全衛生センター連絡会議を追加しました。 

2014年６月11日に亡くなられた新田輝一元会長のご遺族の 労災遺族補償給付請求に協力し、

業務上と認定されました。 

また、東北ブロック会議福島県大会で相談窓口が紹介されたことをきっかけに、東北の会員 

の死亡事例２件について 相談がありました。 

また、脊髄損傷の労災補償の現状と問題点等についてまとめるとともに、労災請求を行った

具体的事例についての死亡診断書等の情報を収集しています。  

2014年９月２日には、全国労働安全衛生センター連絡会議と共催で開催された九州ブロック

相談担当者現任研修会に古谷理事が参加しました。 

【６】障害者の自立と社会参加に関する情報提供及び啓発事業 

１．情報提供事業 

１）機関紙・月間「脊損ニュース」の発行事業を行なった。 

       ※ 機関紙「脊損ニュース」は会員・都道府県社会福祉協議会・医療リハビリ施

設等に送付した。 

平成２６年度の「脊損ニュース」の発行は、一ヵ月の遅配もなく発行した。記



 
 

 

事内容の主なものは下記の通り。 

       ・全脊連の第１３回総会開催案内及び開催内容の報告。 

       ・神奈川県身体障害者協会設立 30 周年記念シンポジウム・他の障害特性を知ろ

う「バリアとどう向き合うか」に関する報告。 

       ・バリアフリー化はどれだけ進んだか。 

       ・省庁交渉（厚生労働省）の報告。 

       ・ピアサポートを深く語ろう。 

       ・シンポジウム「壁なんて破れる」について、内容の掲載。 

       ・省庁交渉（厚生省）（国交省）の報告。 

       ・ブロック会議の報告。 

      

２）インターネット関連事業 

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、メール配信等を継続的に行っ

ております。 

会員ＩＤ・パスワード発行者数とＭＬ登録者数は、殆ど増減のない状況となっております。

会員限定エリアに最新６カ月の脊損ニュースが掲載されているものの特に目立った情報がな

いこと、ＭＬについては「本部からのみ（一方向）の情報提供の流れ」となってしまっている

ことについて改善の必要があるかと思っております。また、メール及びホームページの内容に

ついては、まだまだ不十分といわざるを得ませんが、特に公益法人となったメリットの寄付行

為・賛助会員の呼び掛けを行わなかったこと、及び「全国車いす宿泊ガイド」については全く

手つかずであったことは反省すべき点でした。 

アンケートをいくつかネットを通じて行うこともありましたが、今後は一般会員からの回答

をどう集めるかが課題となっています。 

事務処理用に設けたＭＬ（ネットオフィス）には、全支部の役員等の登録がされております

が、問いかけ等に対するレスポンスが遅い・無い支部もあるのが現状です。 

 

３）その他（本部より下記の冊子・パンフレット等を送付した） 

       ・４月１０日 脊髄損傷患者のための社会参加ガイドブックTogether４「住宅改

造」、Together５「移動と自動車運転」を送付した。 

※ 配布先は都道府県支部・医療リハビリ施設等。 

       ・５月１８日 第１３回総会「議案書」「諸規程」を都道府県支部に配布した。 

       ・１月１４日 日本障害者フォーラム「障害者権利条約」を都道府県支部に配布

した。 

       ・３月２７日 第１４回定時総会「開催要項」を都道府県支部に配布した。 

              日本障害者フォーラム「イエローリボン」パンフレットを都道府

県支部に配布した。 

              外務省「障害者権利条約」パンフレットを都道府県支部に配布し

た。 

      

【７】会議の開催 

  １．『各支部の公益法人移行検討委員会設置と開催』 



 
 

 

      ※ 支部の公益法人移行について、各県支部の今年度の活動を全国のブロック理事等

の意見を理事会等で聞いて、特に、今年度の各県支部におけるガバナンス及びピア

サポート事業活動の様子を見て、公益法人移行検討委員会を設置するかどうかを検

討した結果、今年度は検討委員会の設置はできなかった。平成２７年度は委員会の

設置を行ない、全脊連の支部が公益社団法人への移行をめざすための委員会等を立

ち上げて、後押しする事とした。 

 

２．『定時総会開催のブロック輪番制』 （参考） 

  ※ 定時総会の開催輪番制は下記の通り。 

１）平成２６年度定時総会は、関東ブロック 

   ２）平成２７年度定時総会は、近畿東海ブロック 

   ３）平成２８年度定時総会は、中四国ブロック 

   ４）平成２９年度定時総会は、九州ブロック 

 

３．『定時総会・ブロック会議・理事会等の開催』 

   １）第１３回定時総会神奈川県大会の開催 

     平成２６年６月２日（月） 伊勢原市『フォーラム２４６』において開催した。 

       社員現在数：43名 

       定 足 数：22名 

       出席社員数：39 名（本人出席数：13 名 委任状提出社員数：16 名 代理出

席社員数：10名） 

【議案】 

       第一号議案 平成２５年度事業報告 

       第二号議案 平成２５年度収支決算報告 

             平成２５年度監査報告 

       第三号議案 平成２６年度事業計画（案） 

       第四号議案 平成２６年度収支予算（案） 

       第五号議案 理事の信任 

       第六号議案 定款の改変について 

       第七号議案 その他の案件 

①  次年度定時総会開催県について 

②  決議文及び大会スローガンの採択 

       ※ 上記の議案について、審議し、採決の結果、すべての議案が承認された。 

  ２）定例運営委員会は、インターネット版「全国車いす宿泊ガイド」の運営のための全 

脊連と株式会社キロックスとの月例合同会議を開催。 

    ※ 上記の定例運営委員会を平成２６年度は諸般の事情により開催できなかった。 

３）通常理事会を２回開催した。 

    平成２６年９月 28 日 ミューザ川崎シンフォニーホール音楽工房研修室で開催し

た。 

平成２７年３月３日 東京都障害者総合スポーツセンター集会室で開催した。 

  ４）業務執行理事会を４回開催した。 

①  平成26年 4月 5日  新田コミュニテイー会館において第一回業務執行理事



 
 

 

会を開催。 

②   平成26年  7月 1日  新田コミュニテイー会館において第二回業務執行理      

事会を開催。      

③   平成 26 年 11 月 21 日  目黒区目黒心身障害者センターにおいて第三回業務

執行理事会を開催。 

④  平成 27 年  1 月 10 日 目黒区目黒心身障害者センターにおいて第四回業務

執行理事会を開催。 

５）各ブロック会議は下記の６ブロックにおいて開催した。 

①   東北ブロック 平成26年9月13日・14日 福島県支部主催で開催。 

                             （ビックパレットふくしま） 

②  関東ブロック  平成26年10月25日     群馬県支部主催で開催。 

                           （高崎・サンピア高崎） 

    ③  北越ブロック 平成26年6月22日・23日 石川県支部主催で開催。 

                          （かんぽの郷 白山尾口） 

    ④  近畿東海ブロック 平成26年9月14日   京都府支部主催で開催。 

                                 （文化パルク城陽） 

⑤  中四国ブロック 平成26年11月24日    香川県支部主催で開催。 

                         （高松市 総合リハビリセンター）      

⑥  九州ブロック  平成26年10月1日    熊本県支部主催で開催。 

                          （菊池市泗水公民館・有朋の館） 

 

【８】その他の活動 

●各理事の活動 

（妻屋代表理事） 

全国総会神奈川県大会 6/1～6/2 

ガイドブック製作委員会 6/19、8/31、9/27、11/3、1/12 

共用品推進機構会議  6/20、9/10、9/24、10/3、10/30、11/28、1/28、2/12、3/24  

交通エコロジー会議  6/23、8/6、10/16、11/18、3/10 

交通エコロジ―現地検証〈長崎〉2/23 

神奈川県支部役員会  8/24、10/18、12/21、2/15 

近畿東海ブロック会議 9/14～15 

関東ブロック会議   10/25 

福祉パンフ企画会議  9/27 

理事会               9/28、3/3 

業務執行理事会    11/21、1/10 

省庁交渉       9/29  

経団連セミナー    10/8 

国土交通省ヒアリング 10/9 

ＪＤＦ会議      11/5  

日本の福祉を考える会 11/13 



 
 

 

神奈川県支部共同募金活動    10/1 

神奈川県支部川崎協会研修会   11/16 

神奈川県支部ピアサポート相談会 11/17  1/24 

ピアサポート現任研修会 12/7 

厚生大臣表彰式に参加  12/5 

明日を語る会参加（衛藤議員）12/9 

川崎基準会議      12/19、2/17、3/19 

公益相談会に参加    1/19 

テクノエイド会議    2/6 

福祉機器展示会参加   3/6～3/7 

オリンピック・パラリンピック会議 3/4 

全国社会福祉協議会セミナー 3/11 

 

（大濱副代表理事） 

本部役員会 4/5、7/1、9/28、11/21、1/10 

東京支部役員会 4/6、5/2５、8/24、11/23、1/2 

全国総会  6/1～2  

九州ブロック会議 10/1 

中・四国ブロック会議 11/28 

日本せきずい基金 

役員会 4/13、5/24、6/14、7/13、8/31、9/5、11/22、3/7 

京都CiRA 8/4、10/29 

ISCoS2014@Maastricht オランダ 9/1～5 

日本脊髄障害医学会＠旭川 9/10～12 

Walk Again 9/20 

Working 2 Walk Symposium @Seattle 10/16～20  

 

ロビー活動 

 自由民主党    4/3、4、8、9、14、25、5/9、15、22 

6/3、4、5、11、18、23、24、7/14、22、24、31 

8/22、27、28、9/9、17、29 

10/8、9、14、15、22、23、24 

11/6、13、18、25、12/１、9、15、16、25、26 

1/16、20、22、27、28 

2/12、16、19、20、23、24、26、27 

3/2、9、10、23、25、31 

 公明党  5/19、30  

 

 

厚労省、国土交通省、等  

4/3 、5/9、6/4、7/14、22、10/28、11/19、12/22、2/4、2/10、 

               3/12、16、18 



 
 

 

 

政策委員会    4/28、9/22、29、10/27、11/10、3/27 

社会保障審議会 

障害者部会  5/16、7/30、11/25、2/26 

ＪＤＦ幹事会   5/24、7/31、10/１４、12/24 

全社協（障連協） 4/2３、5/７、7/２、9/30、11/20、12/17、2/16、3/11 

ＤＰＩ常任委員会   4/19～20、10/12 

その他社会貢献活動 

     アンチ尊厳死     4/18、5/22、1/14 

     目黒区自立支援協議会等  4/25、5/12、9/19、2/2、20 

相談支援活動     4/24、5/15、8/21、9/18、12/18 

関係団体     11/27 

 

（赤城常務理事） 

理事会  9/28、3/3 

業務執行理事会  4/5、7/1、11/21、1/10 

2013年度の決算等会計監査  5/12 

総会のシンポジストとの面談  5/23 

総会の準備委員会  4/19、5/10、5/26 

全国総会  6/1～6/2  

厚生労働省他 省庁交渉  7/22、10/29 

本部事務所へ  8/4、10/7、11/7、2/24 

脊損ガイドブック委員会（Together） 8/31、9/27、11/3、1/12 

関東ブロック会議  10/25 

障害者自立支援機器 シーズ・ニーズマッチング交流会  3/6 

総会、タビックスとの打ち合わせ  3/7 

トリプルダブリュウのヒアリング  3/23 

脊損ニュース校正  4/4、5/6、6/10、7/4、8/7、9/10、10/9  

11/7、12/8、1/5、2/6、3/6 

新田 輝一氏を偲ぶ会  9/19 

共同募金活動  12/1 

神奈川県支部総会  6/29 

神奈川県支部役員会  4/19、6/29、8/24、10/18、12/21、2/15 

神奈川県支部セミナー  11/16 

神奈川県支部ピアサポート活動  11/17、11/30、1/24 

神奈川県支部忘年会  12/21 

 

（市川常務理事） 

 全国総会神奈川県大会に出席   6/2・3・4 

理事会に出席           9/28、3/3 

業務執行理事会に出席      4/5、7/1、11/21、1/10  

 関東ブロック会議に出席      10/12 



 
 

 

 群馬県支部総会に出席      4/20 

群馬県支部役員会に出席     8/24、10/4、2/1、3/22 

 群馬県福祉審議会に出席      12/12、3/11 

 ピアサポート活動の実施     5/22 

 

（澤藤理事） 

かわさき基準企画評価運営委員会 11/21、2/17 

通常理事会 9/28、3/3 

省庁交渉 9/29 

業務執行理事会 4/5、7/1、1/10 

通常総会 6/1～3 

VHO-NET関東学習会 10/5 

シーズ・ニーズマッチング交流会「（公財）テクノエイド協会」  3/7 

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。 

 

（佐々木理事） 

神奈川県総会  6/1～3 

関東ブロック会議  10/25～26 

関東ブロックピアサポート現任講習会  12/7 

通常理事会  9/28、3/3 

業務執行理事会  4/5、7/1、11/21、1/10 

 

（玉木理事） 

4/1   公益社団法人の登記申請【江戸川地方法務局】 

4/5    第１回業務執行理事会【新田コミニュ二テーセンター】 

4/12   山形県支部総会【さくらんぼ東根市とうこう苑】 

5/10   千葉県支部主催グラウンドゴルフ大会【茂原市長生の森公園】 

5/13   東海グラウンドゴルフ大会【愛知県江南市スイートピア】 

5/22   尊厳死法案に反対する院内集会【参議院議員会館】 

6/2    第１３回全国総会神奈川県大会 

6/11   日本の福祉を考える会６月２２日 北越ブロック総会【簡保の郷白山】 

7/1    第２回業務執行理事会【新田コミニュ二テーセンター】 

7/22   省庁交渉【厚生労働省】 

8/28   バリアフリーネットワーク会議【国土交通省】 

9/5    障害者団体連絡協議会【全社協】 

9/28   通常理事会【ミューザ川崎】 

9/29   省庁交渉【参議院議員会館】 

10/23    JDF拡大企画委員会【戸山サンライズ】 

10/25    関東甲信ブロック総会【サンピア高崎】 

11/3    福祉運動会【小山中央自動車学校】 

11/15   脊髄損傷者のリハビリテーション講習会【千葉リハ】 

10/21   第３回業務執行理事会 



 
 

 

12/3    JDFフオーラム【有楽町マリオン】 

12/4    アクセシビリティ協議会【新宿住友ビル】 

12/7    関東甲信ブロック会主催ピアマネジャー現認研修会【千葉みなと】 

12/7    千葉県支部忘年会 

12/14   栃木県支部忘年会 

1/10    第４回業務執行理事会 

1/16    バリアフリーネットワーク会議【国土交通省】 

1/19    内閣府相談会【アーバンネット大手町】 

1/21    第１回アクセシビリティ協議会【内閣府】 

1/31    埼玉県支部新年会【ラフレ埼玉） 

2/7     総合支援法国庫負担の確保要請【池田清市議福祉センター】 

2/12    総合支援法国庫負担の確保要請【福祉課課長他野市役所】 

3/3     通常理事会【東京都スポーツセンター】 

3/4     日アクセシビリティ学習会【衆議院第一議員会館】 

3/9     アクセシビリティ協議会【内閣府】 

3/10    第２回日本の福祉を考える会【自民党本部】 

3/11    障害者団体連絡協議会【全社協】 

3/23    第３回アクセシビリティ協議会【内閣府】 

 

その他の地域活動 

長野市ふくしネット権利擁護センター設置のための政策委員会 

奇数月の第３水曜日 

長野市ふくしネット全体協議会 

偶数月の第３水曜日 

長野市ふくしネット当事者部会 

毎月の第２月曜日 

長野県障害福祉課のあいサポート運動の相談支援活動 

   随時受け付け 

 

外部委員 
   国土交通省のバリアフリーネットワーク会議 
   内閣府のアクセシビリティ協議会 
   全社協障害者団体連絡協議会 
   JDF企画委員会 
   NPO法人（共同作業所ぽけっと）理事 
 

（小島理事） 
全国総会神奈川県大会に出席  6/2・3・4 

理事会  9/28、3/3 

業務執行理事会  4/5、7/1、11/21、1/10 

省庁交渉  9/29 

      理事会等に出席し、情報入手に務め、省庁交渉では録音等の取材を行う。 



 
 

 

   毎月下旬より脊損ニュースの編集業務、校正に携わる。 

 

（小林光雄東北ブロック理事） 

2014 

4/02 代表者会議資料作成、各県支部へ送信 

4/05 平成26年度第1回業務執行理事会 スカイプで出席（13：00～17:00 自宅で） 

4/06  東北ブロック代表者会議（11：00～北上市総合福祉センター）各県支部15名出席   

4/18 脊損ニュース『編集後記5月号原稿送付』 

5/10 ＊車イスゲートボール一関市長杯 参加 

  ＊東北車いすゲートボール連盟理事会開催（一関市総合体育館） 

5/12 代表者会議議事録まとめ 各県支部へ送信 

5/24 東北車いすゲートボール連盟理事会記録作成、送信 

5/27 東北車いすゲートボール連盟会長杯大会要綱作成、送信 

6/01 第13回連合会総会神奈川県大会 代表者会議 

6/02 式典、シンポジウム、本会議 

6/10 山形県支部病院相談会（協立リハビリテーション病院）へ福島県五十嵐支部長来る 

             （加茂水族館見学後いこいの村庄内で懇親） 

6/12 福島県五十嵐支部長へ『ピアサポート』『ブロック会議資料』 送信 

6/16  ＊東北車いすゲートボール連盟杯参加申し込み岩手県支部へ送信    

7/01 平成26年度第2回業務執行理事会（新田コミニティー会館） 

スカイプで出席（13：00～18:00 自宅で） 

7/17 代議員報告書依頼文書 各県支部へ送信 

8/09 妻屋理事長へ請願、要望等に対する回答催促電話。 

   脊損ニュース『編集後記９月号』作成、送信 

8/13 各県支部の請願、要望等を妻屋理事長に送信 

8/25 本部市川専務理事とブロック会議本部出席理事の件で打合せ（電話） 

8/31 連合会本部より請願、要望等の回答受信 

9/01 福島県支部へ請願、要望等ブロック会議資料 送信 

   五十嵐支部長と打合せ（スカイプ） 

9/02  『東北ブロック支援相談員（ピアマネージャー）研修会』開催要綱確認、岩手県 

支部へ送信 

9/04  岩手県支部事務局（日當さん）へ各県支部メルアド送信 

9/13  東北ブロック会議福島県大会（郡山市 『ビックパレットふくしま』） 

    代表者会議、公開講演会、本会議 本部より玉木理事、伊藤理事出席 

9/14  第23回理事長杯車いすゲートボール大会（すぱーく表郷） 

9/25  本部へ《体育振興事業補助金》申請書作成、送付 

        各県支部へブロック会議報告、決算書送付（送信） 

9/28  第97回本部理事会 （ミューザ川崎シンフォニーホール） 

9/29  省庁交渉 （参議院議員会館） 

10/26 東北ブロック現任（ピアサポート）研修会（盛岡市ふれあいランド岩手 

13：30～）  

①指ツボマッサージ ②介助犬によるＡＤＬ及びＱＯＬの向上 ③卓球バレー 



 
 

 

11/21 平成26年度第3回業務執行理事会（あいアイ館） スカイプで出席 

（13：00～18:00 自宅で） 

12/07 『東北ブロック支援相談員研修会』報告書、請求書作成、本部へ送付 

12/15 脊損ニュース『編集後記1月号』作成、送信 

2015 

1/10  平成26年度第４業務執行理事会（あいアイ館） スカイプで出席 

（13：00～18:00 自宅で） 

2/12 平成27年度 ブロック会代表者会議資料作成、送信 

3/03 第98（拡大）理事会出席（1100~東京都障害者総合スポーツセンター） 

3/04 東京2020オリンピック・パラリンピック 「IPCアクセシビリティガイドから見た

日本の競技施設」学習会 （第1衆議院議員会館多目的ホール） 参加 

 

他にブロック内事業の連絡調整、本部理事と連絡調整等を行う 

                     

 

 

 
 

 


