平成 27 年度事業報告
【１】脊髄損傷者へのピアサポート事業（2015 年度自賠責運用益拠出事業）
① ピアサポート事業の実施
2015 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。
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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 27 年 10 月 24 日
開催場所 ：新田東総合運動場宮城野体育館(元気フィールド)
開催支部 ：宮城県支部
Ⅱ 関東甲信ブロック
開催日
：平成 27 年 11 月 14 日
開催場所 ：長野メルパルク
開催支部 ：長野県支部
Ⅲ 九州ブロック
開催日
：平成 27 年 4 月 26 日
開催場所 ：ウェディングパレス敷島
開催支部 ：宮崎県支部

ピアサポート相談事例
・子供を持つことは可能か
・病院生活が長い、頚損だが自宅へ帰ることはできるか
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・褥瘡の悩み（何度も作ってしまう、どうすればいいか）
・住宅改修の相談（昇降機を付けたいが値段が高い、お風呂はどのようにすればいいか等々）
・排泄、トイレ等の悩み（カテーテルがうまくいかない、失禁の問題等々）
・転院先を紹介してほしい
・退院後の生活が不安
・大学在学中の事故で復学したい
・外出時の駐車場の問題
・いろいろな情報が欲しい

【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）
（１）経緯
平成２４年４月１日の改正障害者基本法の施行により、従来の中央障害者施策推進協議会および障が
い者制度改革推進会議は、障害者政策委員会に発展的に改組された。委員長には石川准氏（静岡県立大
学国際関係学部教授、視覚障害者）が就任した。
（２）第３次障害者基本計画の中間モニタリング
平成２７年度の上半期は、障害者基本法に基づく第３次障害者基本計画（平成２５年度～平成２９年
度）の実施状況について、平成２６年度までの中間モニタリングが実施された。７回の全体会と、下記
６つの重点分野に関する合計８回のワーキング・セッションを経て、９月２４日に「議論の整理」が取
りまとめられた。
・成年後見制度も含めた意思決定支援
・医療的ケアを必要とする重度障害者等の地域移行の支援
・精神障害者の地域移行の支援
・インクルーシブ教育システム
・雇用、就業、経済的自立の支援
・情報アクセシビリティ
（３）障害者権利条約の第１回政府報告案
平成２７年度の下半期は、日本政府が国連障害者権利委員会に提出する、障害者権利条約の第１回政
府報告案について審議された。３回の全体会を経て、内閣府と外務省が中心となって各省庁が作成した
政府報告案を了承したのと同時に、障害者政策委員会が取りまとめた第３次障害者基本計画の「議論の
整理」も盛り込まれることになった。
２．社会保障審議会障害者部会（厚生労働省）
（１）経緯
社会保障審議会障害者部会は、平成２０年１２月から休会となっていたが、平成２５年７月から再開
されている。
（２）障害者総合支援法の施行後３年の見直し
平成２７年度は、１９回の開催で、障害者総合支援法の施行後３年の見直しについて議論され、１２
月１４日に報告書が取りまとめられた。これを踏まえて、同法改正案が３月１日に閣議決定され、平成

２８年の通常国会に提出されている。
同法改正案では、以下のような内容が盛り込まれており、施行日は平成３０年４月１日が予定されて
いる。
・重度訪問介護の支給決定を受けている区分６の障害者については、現行の居宅内や外出先に加え
て、新たに入院中でもサービスを利用できるようにする。
・現行の障害者総合支援法で利用者負担がゼロに設定されている所得区分「生活保護」や「低所得」
の障害者が、５年以上、居宅介護や重度訪問介護などの障害福祉サービスを利用している場合に
は、訪問介護などの介護保険サービスの利用者負担について、障害者総合支援法から償還払いで
高額障害福祉サービス等給付費を支給し、６５歳を機に新たに利用者負担が発生しないようにす
る。
３．障害者差別解消法の対応要領および対応指針
障害者差別解消法が平成２５年６月１９日に国会で可決・成立し、
平成２８年４月１日に施行される。
また、同法に基づく基本方針が平成２７年２月２４日に閣議決定されている。これを踏まえて、国およ
び地方公共団体の行政機関等が、その職員を対象に、対応要領を制定するのと同時に、国の各省庁が、
その所管する事業分野の民間事業者を対象に、対応指針を制定することとされている。
国の２２省庁の対応要領と対応指針については、内閣府が取りまとめ役となって、７月に３回の合同
ヒアリングが実施された。また、国土交通省の対応要領と対応指針については４月から７月にかけて３
回の意見交換会が、厚生労働省の対応要領と対応指針については８月に１回のヒアリングが、それぞれ
実施された。さらに、衆議院、参議院、国立国会図書館の対応指針については、２月に１回の合同ヒア
リングが実施された。これらを踏まえ、パブリック・コメントを経て、対応要領と対応指針が制定され、
内閣府のホームページなどに掲載されている。
４．自由民主党ユニバーサル社会推進議員連盟
自由民主党のユニバーサル社会推進議員連盟（会長：石破茂・内閣府特命担当大臣）の会合が３回開
催された。
当会からは、下記の点について要望した。
・有料道路の割引対象を「車両に対する割引」から「人に対する割引」へ
・都市間路線バス、空港連絡バス、観光バスのバリアフリー化について
・新幹線などの車いす用スペースの指定席券の発券業務の迅速化について
・ハンドル型電動車いす使用者に対する乗車拒否について
・Ｔｏｋｙｏ２０２０アクセシビリティ・ガイドラインの策定にあたって
・セルフ式ガソリンスタンドにおける合理的配慮について
・多機能トイレの優先利用について
・障害者等用駐車スペースについて
・新幹線の車いす用スペースについて
・鉄道駅のプラットホームの一部かさ上げについて
・空港のエレベーターの拡充について
５．バリアフリー基本構想作成に関するガイドブックの改定検討委員会（国土交通省）
バリアフリー法に基づいて市町村が作成するバリアフリー基本構想の作成ガイドブックについて、６

年目で初めての改定のため、４回にわたって検討委員会が開催された。

【３】内外の関連団体との連携及び交流
・ＪＤＦ日本障害フォーラムの加盟団体としてフォーラムやシンポジウムに参加
・２０２０年のパラリンピック大会に向けて、建築部部会、交通アクセス部会、コミュ二ケーション部会、
心のバリアフリー部会等２８回の会議に参加
・自由民主党ユニバーサル社会推進議員連盟 の会議に参加
・障害者権利条約推進議員連盟の会議に参加

【４】障害者スポーツの振興並びに余暇活動の支援事業
体育振興事業
平成２７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）内閣総理大臣杯争奪第４３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 28 回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会
（３）第１５回ピパオイカップ車いすバスケットボール選手権大会
（４）第２４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ウンドゴルフ大会・長野県大会
（６）北越ブロックフライングデスク大会

【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
古谷杉郎理事及び同理事が事務局長を務める全国労働安全衛生センター連絡会議加盟の地域安全センタ
ーが、被災労働者と家族からの労災補償に関する相談に応じています。
今年度特徴的な事例としては、死亡診断名が「廃用症候群」とされた事案が、労働基準監督署段階でせ
き髄損傷に関連した業務上の死亡として労災認定されたものがありました。
また、2015 年 11 月 13 日に神奈川県支部が開催した「労災問題と福祉制度のセミナー」において、
古谷理事が「せき損労災補償の現状と問題点」について講演しました。
2015 年 9 月 1 日に大濱副代表理事と古谷理事が厚生労働省労働基準局長及び労災担当大臣官房審議
官に面会して、①障害（補償）年金から傷病（補償）年金への切り替え手続きをスムーズに、②介護補償
給付の見直しについて要望し、同年 10 月 13 日の厚生労働省交渉において回答を受けて、議論をしまし
た。要望①については、連合会の要望を踏まえて 2015 年 12 月 22 日付け厚生労働省労働基準局補償
課長通達「障害（補償）年金を受ける者が再発により傷病（補償）年金又は休業（補償）給付を受給する
場合の事務処理上の留意点について」が発出されるとともに、その趣旨が新たに作成されたリーフレット
「せき髄損傷者に併発した疾病の取扱いについて」に盛り込まれました。要望②については、見直しは困
難という回答でしたが、最終的に「まずはせき損被災者の介護を必要とする実態をよく理解・把握してい
く」とされました。

【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）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テーマに今年度もめざしてきま
した。
ニュースは会員と直接つながる窓口として、
一層身近に感じられるような内容に心がけてきました。
公益社団法人としての公益性を高めるためにも、
内容充実にも努めてきました。
連合会内部の話題でも、
他の障害団体との共通性を持った視点で、取り組んできました。
ただ、手書きのコラム等で楽しい記事を掲載してきた仙人編集員の急逝によりなくなることがとても残
念です。今後も親しまれる機関誌であるために、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
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ヶ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
「私からのみ（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。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、相変わらず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。また 6 月からフ
ェイスブックも開設しております。
Ｗｅｂ寄付を検討しましたが、維持経費と実際に行われる寄付を考え結果的断念し、ホームページ上で
寄付の呼びかけを行いましたが、成果が出たといえる状況ではありませんでした。また、ピサポート活動
の相談事例をデータベース化する計画については、基本計画もできあがらない状況に終わってしまいまし
た。それに加えて「全国車いす宿泊ガイド」については、本年度も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、一般会員からの回答をどう集めるかが
引き続きの課題となっています。
（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９日 脊髄損傷患者のための社会参加ガイドブック Together８「就労」
、Together
９「福祉制度の利用」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１５回総会「議案書」
「諸規程」を都道府県支部に配布予定。
・３月２４日 第１５回定時総会「開催要項」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２８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』
※ 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１４回定時総会大阪府大会の開催
平成 27 年６月６日（月）
『国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
』において開催した。
【議案】
第一号議案 平成 27 年度事業報告
第二号議案 平成 27 年度収支決算報告
平成 27 年度監査報告
第三号議案 平成 28 年度事業計画（案）
第四号議案 平成 28 年度収支予算（案）
第五号議案 役員の改選について
第六号議案 その他の案件
①

次年度定時総会開催県について

※ 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 27 年１０月 12 日 北とぴあ会議室で開催した。
平成 28 年３月１９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３回開催した。
平成 27 年 4 月 5 日
目黒区目黒心身障害者センターにおいて第一回業務執行理事会を開催した。
平成 27 年 7 月９日
目黒区目黒心身障害者センターにおいて第二回業務執行理事会を開催した。
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三回業務執行理事会を開催した。
５）各ブロック会議は下記の 5 ブロックにおいて開催した。
東北ブロック

平成 27 年 9 月 19 日・20 日

秋田県支部主催で開催。
（ホテルサンルーラル大潟）

関東ブロック

平成 27 年 10 月 3 日

埼玉県支部主催で開催。
（ラフレさいたま）

北越ブロック

平成 27 年 6 月 27 日・28 日

富山県支部主催で開催。
（砺波ロイヤルホテル）

近畿東海ブロック 平成 27 年 9 月 13 日

兵庫支部主催で開催。

（神戸しあわせの村）
九州ブロック

平成 27 年 10 月３日・４日

沖縄県支部主催で開催。
（沖縄県男女参画共同センター）

【８】その他の活動
●各理事の活動
（妻屋代表理事）
理事会 10/12、3/19
省庁交渉 10/13
業務執行理事会 7/9、1/10
脊損ガイドブック会議 8/8、9/26、11/23、12/19
関東ブロック会議 10/3
関東ブロックピアマネ研修会 11/14
神奈川県支部会議

8/23、10/18、2/13

神奈川県支部総会

6/21

相談会開催

9/22、11/11、2/13

共同募金活動

10/1

健康作りセミナー 11/28
神奈川県支部労災セミナー 12/13
共用品推進機構評議委員会出席
ガイドブック製作委員会

7/3、8/8、9/6、11/23、12/19

共用品推進機構 AD 委員会
日本の福祉を考える会
盛山議員講演会
ＵＤ議員連盟

6/26

7/21、9/2、1/28、2/10、3/2、3/23

7/29、3/15

9/7
9/16、2/24

テクノエイド会議
共同募金活動

9/29、3/14

10/1

エコロジーモビリティ評議委員会
埼玉県支部新年会
歌麿会新年会

10/14、3/17

1/23

2/7

シーズニーズマッチング交流会
かわさき基準推進会議

2/12

2/15、3/24

（大濱副代表理事）
業務執行理事会 5/10、7/9
通常理事会

10/12、10/13（省庁交渉）
、3/19

東京支部役員会
全国総会@大阪
ブロック会議
地方親睦会

5/24、6/28、7/26、 9/13、10/12、11/29、1/10、2/21、3/6、27
6/5-7
沖縄 10/2-4、

5/17（和歌山）

日本せきずい基金役員会

4/4、5/31、6/14、30、7/26、 8/16、 10/11、12/13、1/31、

2/21
WORLD RUN @滋賀
日本脊髄障害医学会
Walk Again

5/3-4
11/19-20

9/5

Working 2 Walk Symposium 9/26-27(Washington DC)
ロビー活動
自由民主党

4/1、6、8、10、16、18、19、20、22、27、5/14、25、26、
6/1、2、15、17、19、24、25、7/6、8、15、16、23、
8/19、20、26、27、9/1、2、4、7、12、24、10/26、27、
11/4、5、11、24、12/3、10、15、16、17、28、1/8、12、21、
2/2、4、5、10、24、3/3、8、13、12、15、22、28、31

自由民主党ユニバーサル社会推進議員連盟
障害者権利条約推進議員連盟

5/7、7/29、
11/3

自由民主党・公明党の合同報告会
東京都議会自由民主党
厚生労働省

8/21、

11/30、12/18

4/3、22、5/11、7/1、8、10、17、9/1、4、10、24、10/7、27、
11/6、10、18、24、12/2、

総務省

5/11、

内閣府

5/17、19、7/21、12/3

国土交通省

7/16、23、26、8/20、10/27、3/14

東京都障害者施策推進部 10/20
シルバー新報の取材 12/4
内閣府・障害者政策委員会

4/17、28、5/19、22、29、6/1、2、29、7/10
8/10、31、9/24、10/26、12/18

厚生労働省・社会保障審議会障害者部会
4/28、5/29、6/9、6/15、7/7、14、24、9/8、9、25、10/15、20、
11/2、9、13、16、27、12/4、14、
厚生労働省・障害者差別解消法のヒアリング

8/5、

省庁合同・障害者差別解消法のヒアリング

7/13、29、31、

国土交通省・障害者差別解消法の意見交換会

4/22、6/19

国土交通省・バリアフリー基本構想の検討委

9/1、12/18

ＪＤＦ幹事会

4/23、5/11、28、6/29、7/21、8/24、9/25、10/26、
11/20、12/15、１/7、2/16

ＪＤＦ代表者会議

10/14

ＪＤＦフォーラム

12/8

全社協（障連協）

4/28、5/15、10/30、11/13

日身連・生活社会参加の現状調査事業
国分寺市身障協の講演会

3/13

韓国脊損協会 KSCIA シンポジウム
日本 ALS 協会シンポジウム
目黒区自立支援協議会等
相談支援活動

9/4、10/7、11/6、11/6、12/1、10
10/21-23

1/24

4/27、5/14、9/3、10/5、2/22、3/10

4/21、5/8、28、8/27、10/6

（赤城常務理事）
理事会

10/12、3/19

省庁交渉

10/13

業務執行理事会

4/5、7/9、1/10

会計監査立ち合い

5/7

全国総会実行委員会
全国総会大阪大会

5/10
6/5～6/6

本部事務所(江戸川法務局)
脊損ガイドブック会議
関東ブロック会議

6/19、6/29、9/10、12/2、2/19

8/8、9/26、11/23、12/19

10/3

関東ブロックピアマネ研修会
タビックスと打ち合わせ
脊損ニュース校正
県社協会議

11/14

2/26

4/3、5/8、6/8、7/6、8/7、9/7、10/7、11/9、12/7、1/8、2/8、3/7

7/29

神奈川県支部会議

4/26、8/23、10/18、2/13

神奈川県支部総会

6/21

相談会開催

9/22、11/11、2/13

個別ピアサポート活動
共同募金活動

2/25

10/1、10/5

JAF･ニッシン自動車点検
健康作りセミナー

10/24

11/28

神奈川県支部労災セミナー

12/13

（澤藤理事）
かわさき基準企画評価運営委員会
桜を見る会

4/18

通常理事会

10/12、3/19

業務執行理事会
通常総会

11/26、2/15、3/24

4/5、1/10

6/5～7

VHO-NET 関東学習会

5/31、9/27、1/30、2/28

シーズ・ニーズマッチング交流会「
（公財）テクノエイド協会」 11/10、2/12
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）
全国総会

6/5～6/6

関東甲信ブロック会議

10/3

省庁交渉

10/1３

理事会

10/12 ３/19

関東ブロックピアマネジャー現認者研修

（玉木理事）

11/14

業務執行理事会

4/5 5/10 7/9 1/10

山形県支部総会（東紅苑）

4/18

自民党 UD・観光政務調査会（羽田第三ターミナル他視察） 5/7
全障協総会（新霞が関ビル） 5/15
山形県支部主催ビアガーデンと焼肉（東紅苑） 7/25
関東甲信ブロック総会（ラフレ埼玉） 10/3
関東甲信ブロック体育振興事業（佐久一万里） 10/10
通常理事会

10/12 3/19

省庁交渉（参議院議員会館） 10/13
東京都支部築地市場見学会（築地市場） 11/7
関東甲信ブロック会ピアマネージャー現認研修会（メルパルク長野） 11/14
千葉県支部忘年会（ポートピアちば） 12/6
栃木県支部忘年会（那珂川苑） 12/19
国土交通省の全国バリアネットワーク会議（国土交通省） 1/22
埼玉県支部新年会（ラフレ埼玉） 1/23
東京都支部新年会（銀座朔月） 1/24

（小島理事）
業務執行理事会 4/5 5/10 7/9 1/10
通常総会

6/5～7

通常理事会

10/12 3/19

省庁交渉

10/13

脊損ニュース 各月 20 日より編集、入稿、校正作業

（祐成理事）
全社協 障害関係団体連絡協議会
障害関係団体連絡協議会
業務執行理事会
通常総会

８/４

１０/１５

１/７ １０/３０
１１/１３

4/5 5/10 7/9 1/10

6/5～6

通常理事会

10/12 3/19

（安藤理事）
業務執行理事会

4/5、7/9、1/10

通常理事会

10/12、3/19

省庁交渉）

10/13

東京支部役員会
全国総会大阪

5/24、6/28、7/26、 9/13、10/12、11/29、1/10、2/21、3/6、27
6/5-7

全国総会実行委員会

5/10

（小林東北ブロック理事）
代表者会議資料作成

４／４ 5/5 2/25

東北ブロック代表者会議

４／５

脊損ニュース編集後記作成

４／１２ 8/13 12/15

一関市長杯争奪東北車イスゲートボール 参加
総会大阪府大会

５/9

6/5～ 6/6

東北ブロック会議に関する事務作業

6/18 8/3

東北車いすゲートボール連盟会長杯大会要綱作成

6/21

さくらんぼ狩り、ゲートボール大会（東北ブロック交流事業）
第 16 回東北車いすゲートボール連盟大会開催

７/4

妻屋理事長、担当理事へ各県からの請願、要望等送信

7/30

東北ブロック会支援相談員研修会開催要項 各県支部へ転送
請願、要望の本部回答受信、確認。秋田県支部へ転送
東北ブロック会議秋田大会開催＆ ゲートボール大会
本部へ《体育振興事業補助金》申請書作成、送付
理事会

6/22 ～ 6/23

8/19

8/23
9/19～20

９/21

10/12 3/19

省庁交渉 （参議院議員会館）
東北ブロックピアサポート研修会

10/13
10/24

『東北ブロックピアサポート研修会』報告書確認、請求書作成、本部へ送付
業務執行理事会 スカイプで出席

1/10

他にブロック内事業の連絡調整、連合会本部との連絡調整等を行う

11/22

