
特別非営利活動法人東京都発達障害支援協会 

２０１９年度事業計画 

【概 要】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1．会議及び研修 

①総会 

日 時：2019年 6月 5日（水） 

会 場：滝乃川学園 石井亮一・筆子記念館 

１．議 案 

第１号議案 2018年度事業報告（案）、決算報告及び監査報告について 

第２号議案 年会費の変更について 

第３号議案 2019年度事業計画（案）及び予算（案）について 

第４号議案 その他 

２．報告事項  

1）関東地区知的障害福祉関係職員研究大会―東京大会―について 

       2）一般社団法人東京都知的障害児者生活サポート協会について 

②役員会 ３ヶ月おきに定期開催するが、必要に応じて招集する。 

③研修会の開催  主催の研修会を年間に３回を目途に開催する。 

      2019年度第１回研修会（講演＆シンポジウム） 14：45～16：45 

    テーマ「生活介護事業の質の評価とこれからの日中活動」 

    講 師 森下 浩明氏 （公財）日本知的障害者福祉協会 日中活動支援部会部会長 

（社福）みなと舎 ゆう施設長 

※第２回以降は検討中 

本年度は、報酬改定の中間年であるとともに、消費税値上げに伴う報酬アップや処遇改善加算の見

直し等がはかられる見通しとなっている。具体的には、2018年度の報酬改定では重度障害者支援加

算が障害者支援施設に限られていたが、生活介護事業を始め、グループホーム、放課後等デーサービス

等にも加算が受けられることになる。しかし、2019年度より基礎研修や実務者研修の募集人数が減少

し、加算を十分とれない状況も懸念されるため、他団体とも協力して、東京都に対し研修回数を増やす

などの改善の働きかけも必要である。さらに、2021年度の報酬改定に向けても情報を集め、会員に情

報を伝えるとともに、日本知的障害者福祉協会を通して国への政策提言等も引き続き実施していく。 

全国組織である日本知的障害者福祉協会の下部組織としての優位性を生かし、中央情勢の報告

や各種部会で研究テーマになっていることなどを、全国及び関東地区の開催される会議及び研修会に参

加し、いち早く会員施設に発信できる体制を作っていく。また、国への働きかけが必要な課題については、

日本知的障害者福祉協会と協力し進めていく。 

なお、昨年から検討してきた年会費の改定については、各部会活動及び事務局運営の充実を図るこ

とを目的とし進める。 



３．部会 

部 会 名 内     容 

児童発達支援部会 ① 全国児童発達支援施設運営協議会  

日程：12月 2日（月）～3日（火） 

障害者支援施設部会 ① 障害者支援施設部会全国大会 

日程：11月 28日（木）～29日（金） 会場：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 

日中活動支援部会 ① 日中活動支援部会全国大会 

日程：12月 10日（火）～11日（水） 会場：京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ札幌 

生産活動・就労支援部

会 

① 全国生産活動・就労支援部会職員研修会／全国障がい福祉物産展 

日程：9月 5日（木）～6日（金）  

会場：（研修会）TKPガーデンシティ仙台（物産展）仙台駅 2階イベント広場 

地域支援部会 ① 地域支援セミナー 

日程：11月 20日（水）～21日（木） 会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張 

相談支援部会 ① 相談支援・就業支援セミナー 

日程：10月 15日（火）～16日（水） 会場：新横浜国際ホテル 

支援スタッフ部会 別紙参照 

 

４．東京都での連携及び提言 

1.東京都障害者関係団体連絡協議会に参加 

月１回のペースで開かれる関係６団体協議に参加し、東京都や厚生労働省に対し意見具申 

等を行っていく。 

◇第１４回東京大集会 

   日程 11月 30日（土） 

   会場 帝京平成大学（予定）  

2.知的障害者福祉のこれからのあり方の提言 

特に都市部でのあり方を模索し、日本知的障害者福祉協会への提言も含め、支援協会内の論議を

活発に行い提言する。 

 

５．情報の発信 

① 東京の新しい情報を、オピニオンリーダーとなって、会員施設・事業所をはじめ、 

国・地方会及び他団体への発信をおこなう。 

② 広報誌「AIGO TOKYO」を発行する。 

③ ホームページをリニューアルし情報の発信を行なう。 

 

６．日本知的障害者福祉協会及び関東ブロック関連諸会議への参加 

① 全国施設長会議  

 日程：7月 22日（月）～23日（火） 会場：神奈川県：パシフィコ横浜 



② 関東地区知的障害福祉関係職員研究大会 

 日程：7月 10日（水）～11日（木） 横浜ロイヤルパークホテル 

③ 関東地区知的障害関係施設種別代表者会議 

日程：10月 29日（火）～30日（水） 会場：宇都宮東武ホテルグランデ 

④ 全国会長・事務局長会議 

日程：10月 31日（木）～11月 1日（金） 会場：ホテル メルパルク東京 

⑤ 全国知的障害福祉関係職員研究大会 

日程：10月 22日（火）～24日（木） 会場：鹿児島市民文化ホール 

⑥ 部会協議会 

日程：2020年 3月 4日（水）～5日（木） 会場：TOC有明コンベンションホール 

⑦ 全国支援スタッフ代表者会議 

 日程：2020年 3月 4日（水）～5日（木） 会場：TOC有明コンベンションホール 

⑧ 全国グループホーム等研修会 

 日程：8月 29日（木）～30日（金） 会場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

⑨ リスクマネージャー養成研修会 

 日程：12月 4日（水）～6日（金） 会場：TOC有明コンベンションホール 

 

７．後援及び賛助 

① 第 32回（2019年度）心をつなげる福祉マラソン大会  

日時：11月17日（日）予定 

開催場所：大島小松川公園および荒川河川敷コース 

主催：東京都社会福祉協議会知的発達障害部会 

② 東京都障害者スポーツ大会   

③ 東京都障害者通所活動施設職員研修会 

④ 知的・発達障がい者福祉サポーターズ ドリームプラン・プレゼンテーション 2019 

 

８．その他 

① 日本知的障害者福祉協会及び関東地区知的障害者福祉協会との協力 

② 日本発達障害福祉連盟との協力 

③ 東京都障害者スポーツ協会との協力 

④ 東京都社会福祉協議会知的発達障害部会との協力 

⑤ 東京都知的障害者育成会との協力 

⑥ 東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会との協力 

⑦ 東京都自閉症協会との協力 

⑧ 日本ダウン症協会との協力 

⑨ 東京都知的障害児者生活サポート協会との協力 

⑩ 東京都障害者通所活動施設職員研修会との協力 

 



≪支援スタッフ部会≫ 

1.東京都発達障害支援協会における「支援スタッフ部会」の役割 

◎あなたの思いをかたちにします  

・『利用者一人ひとりの自分らしい暮らしを支えるための支援のあり方を検討します。』 

・『利用者の視点から福祉制度のあり方を検討します。』 

・『支援スタッフひとりひとりの情報共有を図ります。』 

日々、利用者の支援にあたっている支援スタッフが集まり、学習会や研修会を通じて支援のあり方への考えを

深め、利用者の自己実現を目指します。そして利用者が心地よく、彩りのある生活が送れるような支援を続ける

ために活動をしていきます。 

また、提供しているサービスの質を維持し、より高めていくことができるように、スタッフの役割についても考えてい

きます。 

支援スタッフ部会の活動を通して、「私たちは今何をすべきか？今後どうあるべきか？」を問いかけながら情熱

と使命感を胸に、利用者支援にあたっていきたいと考えています。 

 

◎刻々と変化する福祉情勢や日々の支援に必要な知識、疑問について、一緒に考え学びます  

今年度は、「より専門的な知識の獲得～様々な施設見学を通して～」と題して、多岐にわたり特化した取り

組みを行っている施設に見学に行き、多くの知識を学びたいと思います。 

日々、現場で利用者の方々と相対している支援スタッフが、支援の中で生まれる疑問や問題など立ちふさが

る様々な壁に、どう対処していけばよいのかについて考えます。自分自身の、他支援スタッフのこの支援どうなの

？他施設ではどのような支援をしているの？大変なのは私だけ？等、一人想いを巡らせているスタッフも少なくな

いのではないでしょうか。そんな時、一人で思い悩んでいても何も解決出来ません。自施設ではちょっと確認しにく

い、でも分からない。そんな日々の疑問や問題、モヤモヤを支援スタッフ部会で解決出来たらと考えています。様

々な人の意見や考えを聞いたり、施設見学や講習会で学んだことを、自施設に持ち帰っていただき、他の職員

に伝達をしたり利用者支援の中で活用していただければと思います。様々な変化に伴い、現場では何を求めら

れていくのか、自分自身の支援を見つめ直し現場スタッフとしてのあるべき姿を問いかけていきたいと思います。 

 
2.支援スタッフ部会の具体的な活動について 

（1）情報提供の場 

東京都発達障害支援協会及び日本知的福祉協会から提供される情報を共有化し、理解を深めて現

場で活かせるようにします。また、通常の活動の案内に加え、研修案内や各施設からの情報（行事案内な

ど）を部会に登録して下さった支援スタッフにメールで配信します。 

（2） 情報交換の場 

日々の支援の中で疑問に感じている事を、部会の出席者間で意見交換します。誰でもが気軽に参加で

きる雰囲気を大切にしながら、生活に密着した事柄や制度に至るまで、幅広い視野からの意見や情報交換

ができる場とします。 

（3） 学習会・自主学習会 見学会 

「より専門的な知識の獲得～様々な施設見学を通して～  」というテーマで、様々な支援の場面で生ま

れる疑問や問題について考え意見交換をすることで、日々のモヤモヤを解消し、明日の支援への活力として

いければと考えています。また体制や制度が変わっても私たちが大切にすべき変わらない事を再認識し、それ

を実践している施設の見学も実施したいと思います。 

（4） 主研修会を企画 

利用者支援に関して、現場スタッフに必要な情報が得られるよう、学ぶ機会を作ります。テーマを設定し、

外部講師を招いて講演会を企画します。講演会終了後には、疑問点や不明な点、感想等、振り返りの機

会を設け、自己完結で終わらない研修を実践しています。 

 ※運営会・・・部会の運営・企画について話し合い、より良い支援スタッフ部会を作り上げます。 



3.参加者について 

（１）東京都発達障害支援協会加盟施設の支援スタッフ 

（２）その他、支援スタッフ部会の活動に関心のある方 

支援者としての質を高めたい人、他施設の支援の良い所を吸収し、自施設に広めたい人、支援について

じっくり語り合いたい人…など、様々な思いや考えを持った人たちが集まれば、個々人の抱える問題を解くため

のヒントや新たな発見、気づきに出会えます。多くの方の参加をお待ちしています。 

 

4.支援スタッフ部会の開催について 

（1）開催日について 

部会は原則的に、月に1回開催予定となります。学習会は基本第3金曜日夕方以降に開催し、開 

催会場は運営委員の所属する施設での持ち回りとします。 

（2） 年間予定 

実施月 場   所 講演内容ほか  講 師 備 考 

①   4月 
【運営会】 

支援協会事務局 
事業報告・事業計画作成  運営委員対象 

②  5月 
【運営会】 

支援協会事務局 
今年度の活動概要説明  初顔合わせ 

③  6月 
【支援協会総会】 

滝乃川学園 
   

④  6月 
【見学会・講演会】 

目白福祉作業所 
施設見学会・講演会   

⑤  7月 
【見学会】 

武蔵野東学園 
施設見学会   

⑥  8月 
【見学会】 

 他県施設見学 
1泊2日で実施予定   

⑦  9月 
【見学・講演会】 

滝乃川学園 
施設見学会・講演会   

⑧ 10月 
【見学会】 

フローラ田無 
施設見学会   

⑨ 11月 
【ケース検討会①】 

支援協会事務局 
ケース検討①   

⑩ 12月 
【ケース検討会②】 

支援協会事務局 
ケース検討②   

⑪  1月 
【講演会】 

会場未定 
ケース検討を終えて 綿 祐二氏  

⑫  2月 【未定】    

⑬  3月 
【運営会】 

支援協会事務局 
2019年度総括  運営委員対象 

 


