
特定非営利活動法人東京都発達障害支援協会 

２０１８年度 事業報告 

【概 況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．会議及び研修 

① 定期総会 

日時：2018年 5月 22日（水）13：30～14：30 

会場：国分寺労政会館 第四会議室 

第１部 総会 

○議案 

第１号議案 2017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 2018年度事業計画（案）及び予算（案）について 

第３号議案 任期満了に伴う役員（理事・監事）の改選（案）について 

○報告事項  2017年度関東地区知的障害関係施設種別代表者会議について 

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 

第２部 2018年度第 1回研修会  ※③研修会の開催に記載 

② 理事会・役員会 

第１回 4月 20日（金）  

議案 

1. 2017年度事業報告(案)について 

2. 2017年度決算報告(案)について 

3. 2018年度事業計画(案)について 

4. 2018(案)について 

5. 関東ブロック研修大会について 

6. 会費の改定について 

7. 2018年度定期総会について 

第２回 6月 15日（金） 

議案 

本年度、3年前から準備をしてきた関東地区知的障害福祉関係職員研究大会東京大会は、前回（20

09年度）同様に東京大集会との合同開催を企画し、東社協知的発達障害部会（以下、「東社協知的

部会」という。）を始め関係5団体からの協力を得て開催した。初日の東京大集会には1,000人を超す参加

者となり、2日目の分科会では効果的な研修が展開できたことに、関係各位には心より感謝申し上げる。また

、6月から7月にかけて発生した西日本での集中豪雨被害への支援活動は、東社協知的部会との合同災害

対策本部を立ち上げ、約2ヵ月間の職員派遣を行った。活動に向けて義援金・支援金のご協力いただいた事

業所、及び直接派遣支援に当たられた方に改めて感謝します。研修活動として4回目となる4団体共催研

修会では、テーマとした“合理的配慮”を改めて考え、東京都障害者差別解消条例（2018年10月施行）

を学ぶことで啓発を図った。その他、日本知的障害者福祉協会を通じて、処遇改善加算や消費税アップによ

る報酬改定などについても働きかけを続けた。協会ではこれらの事業活動を安定的に行うために年会費改定

に向け検討をおこなった。 

 

 



関ブロ大会について 

1.７月１２日・一日目について 

・東京大集会について 

・情報交換会ついて 

・宿泊について 

2.７月１３日・二日目 

・各分科会申し込み状況（参加人員確認） 

・各分科会部屋等確認 

3.予算について 

第３回 8月 30日（木） 

議案 

1. 関東地区知的障害福祉関係職員研究大会及び東京大集会について 

  決算、その他 

2. 4団体研修について 

2019年2月7日（木） ハイライフプラザ板橋にて 

3. 平成30年年7月豪雨災害被災地（広島県三原市）支援について 

第４回 2月 25日（月） 

議案 

1. 2018年度活動状況について 

2. 2018年度収支状況について 

          3. 2019年度事業計画（案）について 

           4. 2019年度予算（案）について 

③ 研修会の開催 

第１回 

日 時：5月 22日（水）15:00～16：30  （参加者数：48人） 

会 場：国分寺労政会館 第四会議室 

テーマ：「被災地の子どもたちの暮らし～７年間の支援の道のり」 

講 師：藤井 亘氏（NPO）居宅サービス事業者ネットワーク 代表 

（NPO）東京都発達障害支援協会地域支援部会 副部会長 

第１３回 

東京大集会  

日 時：7月 12日（木）12：30～17：00 （参加者数：1,005人） 

会 場：京王プラザホテル コンコードボールルーム 

    〔第４９回関東地区知的障害福祉関係職員研究大会と併催〕 

テーマ 『安心して堂々と生きる』 

主 催 ≪障害関係６団体≫ 

東京都発達障害支援協会、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会、東 

京都手をつなぐ育成会、東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議 

会、東京都自閉症協会、日本ダウン症協会  

４団体共催

研修会 

 

 

日 程：2月７日（木）10：00～16：30   （参加者数：239人） 

会 場：ハイライフプラザいたばし ２F全面ホール 

テーマ：「改めて合理的配慮を考える」 

第一部  映画上映「ぼくはうみがみたくなりました」 

第二部  基調講演『合理的配慮と意思決定支援について』 

講 師 関哉 直人 弁護士  



 

 

 

４団体共催

研修会 

第三部  講 演『新条例の制定過程における論点及びこれからの課題』 

       ～「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する 

条例」（10月 1日施行）～  

講 師 山下 望（東京都発達障害支援協会理事長） 

パネルディスカッション 

『合理的配慮・差別解消のための現場での取り組み』 

コーディネーター 藤田 進（都通研代表） 

パネラー 村上 心悟氏（パサージュいなぎ施設長） 

小池 朗氏（赤塚福祉園施設長） 

廣田 典昭氏（緑の牧場学園施設長） 

〔共催団体〕（一社）東京都知的障害児者生活サポート協会 

東京都障害者通所活動施設職員研修会  

東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会 

 

２．関東地区知的障害福祉関係職員研究大会の開催 

1. 日 程 7月 12日（木）～13日（金）  

2. 会 場 京王プラザホテル 

3. テーマ 『安心して堂々と生きることを支える』 

    第 1日目 東京大集会と併催 （参加者数 1,005人） 

      記念講演「この 10年から我々のMISSION＆PASSION を再考する！」 

講 師 加藤 正仁氏 一般社団法人全国児童発達支援協議会理事長 

                 一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会理事長 

 

    第 2日目 分科会 （参加者数 716人） 

     ○第 1分科会：組織経営 ・・・参加者数 93人 

テーマ「社会福祉法人制度改革を踏まえた組織の発展論を考える」 

―社会福祉法人におけるミッションを実現させる経営 

と財務の安全性について― 

         講 師 宮内 眞木子氏 税理士・（株）福祉会計サービスセンター 代表取締役 

 

○第 2分科会：児童発達支援部会・・・参加者数 66人 

テーマ「生まれ来た子どもたちに誇れる未来」 

      ～“So Happy!! ”between the children & the support stuff～ 

講 師   島田 博祐氏  臨床心理士・明星大学教育学部教育学科教授 

実践報告 山口 雄大氏  

福祉型障害児入所施設 （社福）茨城補成会 涸沼学園 

大川内 渚氏 

児童発達支援事業（社福）友愛十字会 港区立障害保健福祉センター 

こども療育パオ 

那須田 祐未氏  

放課後等デイサービス  

（NPO）発達カウンセリングポップシップ ポップシップ 

 



     ○第 3分科会：障害者支援施設部会・・・参加者数 200人 

テーマ「共生社会の実現に向け、障害者支援施設の支援の在り方を考える  

～自立の考え方と当事者研究の視点から～」 

         講 師  熊谷 晋一郎氏 東京大学先端科学技術研究センター 准教授 

 

     ○第 4分科会：日中活動支援部会・・・参加者数 149人 

テーマ「安心して堂々と生きる～地域の力～」 

         講 師  加藤 忠相氏 （株）あおいけあ 代表取締役 

実践報告 米川 崇氏 

（社福）聖ヨハネ会 富士北麓聖ヨハネ支援センター センター長 

         ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 金澤 正義氏 （社福）武蔵野会 東堀切くすのき園 施設長 

 

     ○第 5分科会：生産活動・就労支援部会・・・参加者数 83人  

テーマ「地域を支える！～そこに合った働き～」 

         講 師  佐藤 直人氏  (社福)印旛福祉会 いんば学舎・オソロク倶楽部 施設長 

猪股 春香氏 （株）ふくしごと 企画・営業マネージャー 

原田 友章氏 （社福）東京リハビリ協会 事業振興部 部長 

           ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 大竹 眞澄氏 （一社） lykke 代表理事 

 

     ○第 6分科会：相談支援部会・・・参加者数 47人 

テーマ「安心して堂々と生きる～当事者から伝える 私たちの気持ち知って下さい」  

         講 師  片岡  聡氏  

（NPO）東京都自閉症協会役員／（NPO）リトルプロフェッサーズ代表理事 

新井 豊吉氏 福井大学大学院教育学研究科 准教授 

 

     ○第 7分科会：地域支援部会・・・参加者数 74人 

         テーマ「大都市部において知的に軽度の方の意思決定支援を踏まえた具体的支援方法を考え 

るとともに、利用者が安心して充実した人生を送るために、多様な居住支援・日中活動 

支援を組み合わせている支援の方法を学び、各の地域特性を活かしていかに利用者支 

援に取り組むか、交流を深める。」 

         実践報告 木村 由紀子氏 

（社福）東京都手をつなぐ育成会 大田通勤寮 サービス管理責任者 

岡部 浩之氏  

（社福）清心会 障害者支援施設さやか 管理者  

                飯山 文子氏 管理者、鹿野 直也氏 専任指導員 

（社福）白根学園 自立サポートセンター歩（あゆみ） 

 

３．部会  

○全国及び関東地区への参加 

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富山大会  参加者：264人 

日程：12月 3日（月）～4日（火）会場：富山国際会議場 

障害者支援施設部会 ① 障害者支援施設部会全国大会  参加者：500人 

日程：1月 30日（水）～31日（木） 



会場：ホテルメトロポリタン盛岡 

② 関東地区障害者支援施設部会研修会（長野大会） 

日程：2月14日（木）～15日（金） 

会場：メトロポリタン長野 

日中活動支援部会 日中活動支援部会全国大会  参加者：610人 

日程：11月 29日（木）～30日（金） 

会場：新横浜プリンスホテル 

生産活動・就労支援部会 全国生産活動・就労支援部会職員研修会 

① 研修会 

日程：2月 18日（月）～19日（火） 会場：新宿パークタワーホール 

② 物産展 

日程：2月 16日（土）～18日（月） 会場：新宿駅西口イベント広場 

地域支援部会 ① 全国グループホーム等研修会 参加者：800人 

日程：9月 3日（月）～4日（火）会場：ひめぎんホール（愛媛県） 

② 地域支援セミナー 参加者：203人 

日程：11月 5日（月）～6日（火）会場：ホテルグリーンタワー幕張 

③ 全国宿泊型自立訓練事業等職員研修 

④ 関東地区利用者集会（スピーチフォーラム） 

⑤ 施設長会議 

相談支援部会 相談支援・就労支援セミナー 参加者：388人 

日程：10月 10日（水）～11日（木）新横浜国際ホテル 

支援スタッフ部会 別紙参照 

 

４．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（東京都：東京国際フォーラム） 

7月 2日(月)～3日(火) 

② 関東地区知的障害関係施設種別代表者会議（神奈川県：新横浜国際ホテル） 

10月 18日（木）～19日（金） 

③ 全国会長・事務局長会議（東京都：ホテル メルパルク東京） 

10月 25日（木）～26日（金） 

④ 全国知的障害福祉関係職員研究大会（山口県：山口市民会館） 

11月 14日（水）～16日（金） 

⑤ 部会協議会（東京都：TOC有明コンベンションホール） 

3月 5日（火）～6日（水） 

⑥ 全国支援スタッフ代表者会議（東京都：TOC有明コンベンションホール） 

3月 5日（火）～6日（水） 

 

５．後援及び賛助 

① 第 31回（平成 30年度）心をつなげる福祉マラソン大会  

日程：11月18日（日） 



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 実践研究大会 2018 

 日程：11月 23日（金・祝） 

会場：読売理工医療福祉専門学校 ５階 

主催：東京社会福祉士会 

③ 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 2018 

 日程：12月 15日（土） 

 会場：なかの ZERO小ホール 

 主催：知的・発達障がい福祉サポーターズ ドリームプランプレゼンテーション 2018 

④ 2019年世界ダウン症の日キックオフイベント「Leave no one behind」 

  日程：2月 11日（月・祝） 

 会場：新宿区立四谷区民ホール 

⑤  第 20回全国障害者生活支援研究セミナー 

        日程：2月 16日（土） 

        会場：川崎市コンペンションホール 

 

６．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 東京都手をつなぐ育成会との協力 

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 

 

 ◇・◇ 「平成 30年 7月豪雨」災害への支援について 

     2018（平成 30）年 6月 28日から 7月 8日にかけ、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録 

的な大雨により、河川の氾濫、浸水害、土砂災害等が発生し、死者、行方不明者が多数となる甚大 

な災害となった。また、全国各地で断水や電話の不通等ライフラインに被害が発生したほか、鉄道の運 

休等の交通障害が発生した。 

 

    ■合同本部からの依頼文より 

    「このたびの、平成30年7月豪雨では九州・中国・近畿地方において甚大な被害が出ております。豪 

雨災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々には、心よりお見 

舞い申し上げます。 

この度、8月初旬に東社協知的発達障害部会災害対策委員会が広島県へ被害状況の調査に 

      入りました。現地からは、交通網が麻痺したことにより必要なサービスを受けることができない利用者が 



      多数いらっしゃるということです。また、復旧作業に人手をとられ、十分な支援を提供することが難しい 

      事業所もあるようです。 

ついては、東京都発達障害支援協会と東社協知的発達障害部会では、「平成30年7月豪雨 

災害 東京合同災害対策本部」（以下、「合同本部」という）を立ち上げ、被災された施設利用 

者及び関係者の方々の生活が一日でも早く安心したものとなるように活動を開始することといたしまし 

た。」 

 

   ■費用負担について 

前回の熊本地震の際の被災地支援と同様に、「社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に 

係る費用の取り扱いについて（7月14日付）」厚労省より事務連絡が通知されており、これを元に 

広島県健康福祉局障害支援課と調整を行ったところ、今回は国と広島県が折半で費用支弁しなく 

てはならないことが判明した（熊本地震では全額国負担）。これに対して広島県では、県の費用負 

担が生じるとなると障害分野のみにとどまる話ではなくなるため難しいという見解であった。これを受け、 

合同対策本部では派遣に係る費用について、東社協知的発達部会坂本部会長及び三役、当協 

会山下理事長、災害対策委員会で協議を行い、当協会役員会（8月30日）を経て、「義援金 

及び支援金募集」で集まるお金の中からから一部を活動費に充て、不足分は当協会の特別会計か 

ら負担することが決定した。 

 

■義援金及び支援金募集 

 9月から 10月末にかけて義援金及び支援金の募集を行った。 

   38施設・事業所など  848,357円 

 

■活動状況 

1. 現地調査：第一次 8月 1日～3日  第二次 8月 20日～22日 

2. 派 遣 先：三原市 社会福祉法人みどりの町とよの郷 就労移行・就労継続B型 

3. 派遣期間：2018年9月1日～11月3日 

4. 活動内容：利用者の送迎支援 

5. 派遣人員：17法人、21施設、22人、延べ171日間 

 

≪支援スタッフ部会≫ 

１．活動報告 

平成３０年度は「年齢を重ねても豊かな生活を～高齢化について考える～」と題して一年間活動してまいり

ました。その中で年間を通じ、様々な方のお力を借りることができ、参加者は皆一様に多くの事を学ぶ機会を得

ることが出来ました。３０年度は例年より多くの施設見学に行きました。実際の現場に行き、活動の様子を見

学してお話を聴くことができ、感じるものや得るものがとても多くありました。また、振り返りでは各自感じたことや自

施設で取り入れられることなどを話し合い、より理解を深めることができました。施設見学会の他にも講演会や研

修会の参加に加えて、今回もケース検討会も2回開催しました。また、ケース検討会後、それを基にした講演会

も開催し、更に掘り下げてケースを考える機会となりました。現場で支援する上で求められていること、やるべきこ

と、出来ること、困難なこと等、様々な事に目を向け、考える時間を持つことが出来たと感じています。また、各施

設の取り組みや日々支援する中で感じている疑問や矛盾について、講師や他施設の職員から話を聞いたり、

相談したりする中で解決方法を探り、方向性を見出すことが出来たのではないかと感じています。 

また年間を通じて運営委員が中心に、学習会の準備・見学先の検討や調整を進めてきました。現場レベル

のネットワークの構築は、率直な意見交換の場ともなり、他事業所を知るだけではなく、様々な考え方に触れる

ことで視野も広がり、よりよい支援に向けた活力を生み出す場にもなりました。 



２．年間活動実績 

実施月 場   所 講演内容ほか  講 師 
参加人

数 
備 考 

①4/20 【運営会】事務局 30年度事業計画策定  18 運営委員対象 

②5/18 【初顔合わせ】事務局 今年度の活動概要説明  15 総会22日 

③6/21 

【見学会・講演会】 

社会福祉法人にじの会 

工房えがお 

施設見学会・講演会 
 

 
26  

④7/12・13 
【研修会】 

京王プラザホテル 

関東地区知的障害福祉関

係職員研究大会 
 

 

 
 

⑤8/24 

【見学会・講演会】 

社会福祉法人南風会かす

みの里 

施設見学会・講演会 「年齢

を重ねても豊かな生活を～高

齢化について考える～」 

山下望氏 19  

⑥ 9/10 
【見学会・講演会】 

社福）みぬま福祉会工房集 
施設見学会  17  

⑦10/19 
【見学会】 

社福）いたるセンター 
施設見学会  16  

⑧11/16 【ケース検討会①】事務局 ケース検討①  15  

⑨12/21 【ケース検討会②】事務局 ケース検討②  16  

⑩1/18 
【講演会】 

田無総合福祉センター 
「事例検討会」 綿祐二氏 17  

⑪ 2/15 【学習会】事務局 1月の講演を受けて振り返り  14  

⑫ 3/15 【運営会】ふくし食堂 RIN 30年度総括・施設見学会  16  

 


