
 
 

 

平成 28 年度事業計画 
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで） 

【事業の趣旨】 

脊髄損傷者及び障害者の権利を擁護し、自立と社会参加を支援するとともに、医療及び介護制度の充実

を図り、これらの施策を総合的かつ計画的に推進する事業を行い、もって広く社会に貢献することを目的

とする。 

【事業の内容】 

【１】脊髄損傷者並びに身体障害者に関する事業 

１．ピアサポート相談支援事業（２０１６年度自賠責運用益拠出事業） 

脊髄損傷者及び障害者のためのピアサポート相談支援事業を全国的に実施して、脊髄損傷患者及び障

害者のより円滑な社会参加を促進させるとともに、脊髄損傷者及び障害者のためのピアサポート活動の

全国的な普及を図ります。 

『事 業』 

本事業は、病院やリハビリ施設などに入院している脊髄損傷患者、または、在宅の脊髄損傷者及び障

害者とその家族等、重い障害を持ちつつ、これから社会参加する方を対象に実施することを基本として

います。また、広く全国各地域での相談会などの開催や電話での相談にも対応し、貴重な社会資源とし

て活動します。 

『脊髄損傷者等へのピアサポートプログラム』 

１、各支部に電話やホームページに相談窓口を設置。 

２、要請を受けて、自宅等へ訪問し個別ピアサポート。 

３、各県支部において、福祉施設等にビラ、ポスターを配置して主に公共施設等で地域の脊髄損傷者及

び障害者とその家族を対象とした個別相談会およびグループ相談会の定期的開催。 

４、ピアマネジャーの派遣及びロールモデルを派遣して講演会の開催。 

５、現任研修会の開催等を全国各ブロックで実施して相談技術の向上を図る。 

『相談支援カード及び、ピアサポート実施報告書等の書式の改変』 

個人情報の保護と管理を中心に全脊連の相談支援事業実績をデータベース化するため相談支援カード

や報告書等の書式を改善し、データ入力として全国統一します。 

また、ピアサポート相談支援事業専用のホームページの製作を目標にします。 

また、事業を実施する.支部は、次のような資料を全脊連本部にデータで提出することで、必要な経費

を助成金から支払われます。 

１、ピアサポート相談支援事業実施計画書。 

２、ピアサポート相談支援事業報告書。 

３、相談支援カードに所定の事項を記入されたもの。 

４、ピアサポート相談支援事業経費支払内訳書。     

２．障害者福祉に関わる調査研究と学習会及びセミナーの開催 



 
 

 

（1）脊髄損傷患者の社会参加ガイドブック製作事業 

（2016 年度自賠責運用益拠出事業） 

『目 的』 

脊髄損傷患者の社会参加に必要なすべての情報を各カテゴリー別にまとめた具体的なツール、社会参

加ガイドブック「Ｔogether」を、それぞれのニーズに応じて提供することで、患者本来が持っている

能力を発揮して自立した社会生活ができるようにすることを目的としています。 

今年度も、全国どこでも直接応えられる多種多様で恒久的な情報を調査研究し、その集大成をガイド

ブックとして提供することで患者の社会参加を支援して行きます。 

『事業実施計画』 

2016 年度自賠責運用益拠出事業は、前年度の「就労」と「福祉制度の利用」の２冊に引き続き、「脊

髄損傷患者向けの社会参加ガイドブック」「Ｔogether１０」の食生活、「Ｔogether１１」子づくりの

２冊を対象に調査研究を行い、その結果をガイドブックとしてまとめ、それぞれのニーズに応じて広く

一般を対象に提供するとともにウエブサイトでも公開します。 

『社会参加ガイドブック「Ｔogether」の製作委員会の設置』 

事業内容や年次計画および各種情報の整理、執筆と掲載方法の検討と監修のための委員会を設置。 

委員の構成は、学識経験者、医師、ＭＳＷ、医療従事者、製作業者、当事者等による外部委員 7 名に

内部理事3 名の合計10 名で構成し、平成28 年6 月から平成29 年2 月までに計４回開催する予定。 

「配布先とその方法」 

  ・全国42 支部及びピアマネジャーを通じて脊髄損傷患者とその家族に 1200 冊 

・脊髄損傷関連団体及び全国の医療機関に 1000 冊 

・全脊連本部に 800 冊を用意して一般からの配布要請に応える。 

 

【２】障害者政策委員会と社会保障審議会障害者部会等の活動 

１．障害者政策委員会（内閣府） 

障害者政策委員会の平成２８年度の議題については、以下のものが想定されるので、引き続き委員と

して議論に関与する。 

・障害者基本法の見直し（前回の平成２３年８月の改正法の附則で、改正法施行後３年の見直しが

規定されているため） 

・障害者差別解消法の施行状況のモニタリング 

・第３次障害者基本計画（平成２５年度～平成２９年度）の中間モニタリング 

２．障害者総合支援法の改正 

平成２８年の通常国会に提出されている障害者総合支援法の改正案について、国会で成立後に、政省

令や告示に委任される事項や、通知で発出される内容などについて、関係議員や厚生労働省と協議する。 

 

３、大学等に通学する障害者に対する支援モデル事業 

(平成 28 年度障害者総合福祉推進補助事業) 



 
 

 

今回の障害者総合支援法の改正案では、重度訪問介護の入院中の利用が解禁される予定だが、通勤中、

職場内、通学中、学校内については、引き続きサービスの対象に位置づけられていない。 

一方で、将来的な制度改正の検討材料とするため、厚生労働省は平成２８年度障害者総合福祉推進事

業において「大学等に通学する障害者に対する支援モデル事業」を募集している。 

以上を踏まえ、上記のモデル事業に応募して、これに取り組む（「事業実施計画書」を参照）。 

参加予定者：渡邊裕子（駿河台大学教授）、高木憲司（和洋女子大准教授）、照井直樹（厚労省障害福祉

課課長補佐）、文科省、妻屋 明、大濱 眞、安藤信哉、池田幸英、渡部基之 

・ 平成 28 年事業で申請締め切りは 2/22 日で、採否は予算成立の 4/1 を予定。 総額 1600 万円、

１人 400 万円ｘ４人を想定。重度障害者を想定して実施する。検討チームでヘルパー、事業者、学

校の調整、タイムスタディ調査のスキームを検討する。 

・ 厚労省でも筋ジス協会と全国肢体不自由者協会に打診しているが、２名だけになっても構わない。 

・ デマケ（demarcation/役割分担/棲み分け）が重要。学校の支援なのか、福祉としての介護なのか。 

・ 調査事業は単年度だが、平成 28－29 年とモデル事業を続けて、平成３０年の報酬改定に反映させ

たい。 

・ 検討会について：検討会は年間４回程度開催し、さらに増える場合はワーキンググループによる検討

とする。 

・ ４－５月にタイムスタディ・コード検討→６、７月プリテストの実施。コード作成し９/下—１月に

本調査。並行して１月～データ整理と執筆。２月に報告書をまとめ、３月に事業報告会を開催。 

・ 個人の動作コードとヘルパーの動作コードの双方のタイムスタディ（５分間）が必要。 

４、セミナーの開催 

  ６月に開催する全国総会岡山大会に於いて、私たちの生活に深い関係のある「障害者総合支援法の改

正(案)について」及び「労災補償の状況等について」をテーマに厚生労働省担当職員をお招きしてセミ

ナーを開催します。 

 

【３】内外の関連団体との連携及び交流 

  今年度も各団体と共に様々な問題について協議を行い、障害者の福祉向上をすすめていきます。  

 １、日本障害者フォーラムに加盟し障害者権利条約、障害者施策委員会、障害者差別解消法などに 

ついて協働活動を行い問題に取り組みます。 

２、「日本の福祉を考える会」に加盟 

３、ユニバーサル社会推進議員連盟に参加 

４、全国社会福祉協議会障害者団体連絡協議会に加盟 

５、ＤＰＩ日本会議に加盟 

 

【４】障害者のスポーツの振興並びに余暇活動の支援事業 

今年度も引き続き、全国各ブロックが開催する障害者スポーツを奨励し、助成します。また、全国

で開催される障害者スポーツ大会に対して後援や協賛を行い身体障害者の体育の振興を図ります。 

 

【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 



 
 

 

   以下において相談を受け付けます。一般の方からの相談も受け付けているので、相談する際に「連

合会の会員」またはその家族である旨を知らせるよう勧めてください。また、相談・援助の充実に役

立てられるよう、具体的事例についての情報の収集も行っていますので、ご協力をよろしくお願いし

ます。 

      全国労働安全衛生センター連絡会議（略称・全国安全センター） 

      事務局長 古谷杉郎 

          〒136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1 Z ビル 5 階 

          TEL（03）3636-3882 FAX（03）3636-3881 

          E メール 2009aban@gmail.com 

     2014 年度九州ブロック相談担当者現任研修会や 2015 年度神奈川県支部「労災問題と福祉制度

のセミナー」のように、ブロック・支部からの講演等の要請にも対応します。 

    連合会の要望を踏まえて示された 2015 年 12 月 22 日付け厚生労働省労働基準局補償課長通達

の趣旨を周知・徹底させ、要件に該当するものが確実かつスムーズに傷病（補償）年金に移行できる

よう促進していきます。各ブロック・支部においても、周知を図るとともに、問題の把握に努めてい

ただくようお願いします。 

    また、今年度も、労災補償問題に関する 2～3 項目を取り上げて、厚生労働省に要望を行っていき

たいと思います。 

 

【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）広報及び情報提供事業（自主事業）  

1、月刊「脊損ニュース」の発行事業 

脊損ニュースの持つ公益性の役割は、大変大きな存在になります。次々と打ち出される障害施策の情

報を速やかに提示していきたい。 

そして、重度障害者が地域生活を継続させるためにその内容を充実させていく提案を当事者の立場か

ら、強く発信していかなければ状況は改善されないであろう。 

そのことが、いろいろな障害者団体への波及効果が期待される。 

また、広い視点から編集業務に携わっていきたいと思います。あらためて会員各自の積極的な原稿執

筆、投稿をお願いしたい。 

２、ホームページ運営事業 

一般会員を増やすためにも、全脊連の活動紹介や脊髄損傷者に関する福祉・医療等の情報提供の充実

を図ります。また、活動を充実させるためにも財政面での強化が必要なため、財務担当と協力し E-MAIL

を出すなどして、積極的に賛助会員の獲得・寄付等の呼びかけを行います。 

Web 寄付・Web アンケートに多くの費用をかけられないため、無料で使用できるサイトを見つけて

実施したいと思います。ほぼ停止状態にある「全国車いす宿泊ガイド」については、（株）キロックス様

と今後の方向性を出す必要性があるかと思います。 

このようにホームページの重要性はよりいっそう高くなりました。これらに対応するためにも、量的・

質的にも充実したものに成長させたいと考えています。どの事業においても各支部の情報提供が不可欠

でありますので、ご協力のほどお願いいたします。 

   また、ピアサポート委員会の中で、計画設計を行い相談事例のデータベース化を行います。 

３、全脊連の活動成果物等の無料提供 



 
 

 

①入会ガイド新期に製作予定「明日から元気ケア」 

②ＤＶＤ“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（ネットで公開） 

「Together」 １、排泄管理   

２、車いす  

３、褥 瘡 

４、住宅改造 

５、自動車運転と移動 

６、いきいきと生きる・エンパワメント 

７、エンジョイスポーツ 

           ８、就 労 

             ９、福祉制度の利用 

４、『福祉機器等のモニター募集及びアンケート調査の実施』 

個人情報保護法についても配慮しながら、今年度も引き続き、福祉機器等のモニタ 

ー募集や全国各会員に対してアンケート調査の協力をお願いして行き、貴重な経験や豊富な知識を社

会に役立てる活動を実施。 

 

【７】会議の開催 

（１）『WG（ワーキンググループ）の設置』 

 通常理事会だけでは多岐にわたる問題解決に臨めない状況にあるため６つのWG を作って各ブロック

会から 6 名ずつ選出して問題解決を図ることになりました。６つのWG は下記の通りです。 

・労災 WG   妻屋代表理事・古谷理事・珍行理事 

・介助保障WG   大濱副代表理事・玉木理事・安藤理事 

   ・バリアフリー等 WG   小林理事・松井理事・玉木理事 

   ・IT 及び組織体制 WG   澤藤理事・仲根理事・安藤理事・赤城常務理事 

   ・脊損ニュースWG   赤城常務理事・小島理事・佐々木理事 

   ・ピアサポートWG   祐成理事・鈴木監事 

今後、さらに WG 参加者を増やしていく予定です。 

（２）『全国総会開催のブロック輪番制』 

１．平成２８年度全国総会は、中国・四国ブロック  

２．平成２９年度全国総会は、九州ブロック  

    ブロック輪番制は、平成２９年度の九州ブロックで終了し、その後については改めて理事会で検

討することとしました。 

（３）『全国総会・ブロック会議等・理事会・の開催』 

１．第１５回全国総会岡山県大会の開催 

平成２８年６月９日(木)・１０日(金)・１１(土) 

於、岡山 コンベンションセンター (ママカリフォーラム) 

〒700-0024 岡山県北区駅元町 14-1 



 
 

 

         TEL 086-214-1000  FAX 086-214-3600 

  ２．理事会・業務執行理事会・運営委員会・臨時総会・公益法人移行検討委員会等の開催 

３．各ブロック会議の開催及び活動計画 

①北海道ブロック会議 

開 催 日 未定 

②東北ブロック代表者会議   

    開催期日  平成28 年 4 月2 日（土） 

       開催場所  盛岡市『ふれあいランド岩手』会議室  

                      盛岡市三本柳８－１－３  TEL 019-637-8001 

    ○第39 回東北ブロック会議 青森県大会 （青森県支部担当） 

   開催期日  平成 28 年 9 月 21 日（水） 

開催場所  ホテル青森（予定） 

                  〒030-0812 青森県青森市堤町 1 丁目 1-23  ℡ 017- 775-4141  

     ○第 25 回理事長杯争奪東北車椅子ゲートボール大会 

     開催期日  平成 28 年9 月 22 日（祝日） 

開催場所  新青森県総合運動公園(マエダアリーナ) サブアリーナ 

〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22-2  ℡. 017-737-0600 

      ○東北ブロック現任研修会（ピアサポート研修会）案  （山形県支部担当） 

        開催期日  10 月 30 日（日） 

        開催場所  チェリーパークホテル（寒河江ＳＡスマートＩＣ出てすぐ） 

〒991-0041 山形県寒河江市寒河江字久保15-2  ℡ 0237-83-1511 

     内   容  未定 

      ○関連・交流事業 

（1） 一関市長杯争奪東北車イスゲートボール 

       開催期日  5 月 14 日（土） 

開催場所  一関市 総合体育館 

（2） さくらんぼ交流 （山形県支部、山形県車椅子ゲートボール倶楽部主催） 

 6 月24 日（金） さくらんぼ刈り  6 月25 日（土） ゲートボール交流 

         （3） 第17 回東北車いすゲートボール連盟大会 

開催期日  7 月 2 日（土） 

開催場所  北上市 北部勤労者屋内運動場 

 

 

 

③第４０回関東ブロック会議 

開 催 日  １１月５日または６日 

開催支部  栃木県支部 

会  場  未定 

○グラウンドゴルフ長野県支部大会 

開 催 日   １０月１１日・１２日 

○ピアサポート現任研修会 

開 催 日  １１月５日 



 
 

 

        開催支部  東京支部 

会    場  未定 

④北越ブロック スポーツフェスタ 2016 の開催 

開 催 日  ６月２６日(日)午後１時から５時 

開催支部  福井県支部 

     会  場  ちもり体育館 

安全運転装置無料点検の実施 

親睦会の開催 於、福井かんぽの宿 

○第４回フライングディスク交流会の開催(福井県と富山県支部) 

開 催 日   １１月２７日 

会  場   滑川市サンアビリティーズ体育館 

⑤第４０回近畿・東海ブロック会議 

開 催 日  ９月１７日（土）  

        開催支部  中部支部 

会  場  愛知県海部市甚目寺 

⑥第３９回中国四国ブロック会議 

開 催 日  未定 

        開催支部 

        会  場 

    ⑦第４０回九州ブロック会議 

開 催 日   １１月２５日（金）・２６日（土） 

          開催支部  鹿児島県支部 

会  場   ホテル ウェルビュウかごしま 

鹿児島市与次郎２丁目４番２５号 TEL ０９９-２０６-３８３８ 

〇定期研修会の開催 前期 

開 催 日  平成２８年５月上旬 

会    場   福岡県クローバープラザ 

内  容   全国総会の対応（岡山県大会及び九州ブロック担当次期大会） 

ブロック執行体制 

○定期研修会の開催 後期 

        開 催 日  平成２９年２月上旬 

        会    場  福岡県クローバープラザ 

内  容  ピアサポート現認研修会 

 平成２９年度事業計画 

        ○休部支部活性化支援 

       休部状態になっている長崎県、佐賀県の両支部にブロック代表メンバーが出向き、対象地域

の脊髄損傷当事者及び関係者との意見交換を図り、再組織化に向けた機運づくりを行う。時期

は、対象支部の都合を確認し、5 月ごろに訪問する。 

 

 


