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特定非営利活動法人静岡市障害者協会 平成２６年度事業計画書 

 

１．今年度の重点事業（概要）     ◎は新規の事業または取り組み 

（１）協会の基本理念を確立し、市内の障がい者や当事者団体への支援を充実する（継続） 

  ○現在の活動や事業について会員の声を聞き、内容を検討し、改善に努める。 

  ○当協会の基本理念を確立し、独自の「静岡市の福祉ビジョン」をつくる。 

  ○会報「わかば」(３回発行)、ホームページなどを活用し、協会の情報を広く発信する。 

（２）協会の財政を安定化し、安定的な組織運営を図る（継続） 

  ○未入会の障害者団体などに正会員としての入会を勧め、市内の障害者団体の網羅を目指す。 

◎寄付金控除ができる仮認定ＮＰＯ法人を申請し、活動の啓発と自主財源の拡大に努める。 

○総会を年１回、理事会を隔月で開催し、協会を民主的に運営する。 

（３）障害者団体として独自の事業を進める（自主事業） 

 ①研修会（旧障害者プランの勉強会）を継続し、自らが勉強する 

  ・障がい者施策や取り巻く環境について適宜テーマを設定し、月１回の例会を通じて勉強する。 

  ・講話や行政説明の形と、視察やグループ討議（カフェ形式）の参加型を組み合わせる。 

  ◎主な内容は、法律や制度等の理解（用語集の配布を含む）、三障害の理解のための活動紹介。 

 ②防災事業を積極的に実施し、先進的、啓発的な事業を展開する 

  ・防災委員会を毎月開催し、災害時要援護者支援の充実をテーマに、自助、公助、共助を進める。 

  ◎今年度は、総合防災訓練を通して要援護者支援リーダー（仮称）を養成する事業を実施する。 

今までの防災訓練の実績を集大成した総合防災訓練を実施し、必要な人材を養成する。 

福祉医療機構へ助成金（250 万円）を申請し、静岡市と市社協、自主防への協力を要請する。 

 ③移動支援・バリアフリー委員会の活動を充実させる 

・毎月の会議を継続、移動支援の障害種別の課題を検討し、社会参加やまちづくりに取組む。 

◎移動支援では引き続き通学支援、人材養成のほか、医療的ケアなどへの対応を検討する。 

◎バリアフリーでは、公共交通機関（バス）の利用改善や障害者差別解消法の具体化に取組む。 

 ④解決が困難な課題については、市議会厚生委員会との話し合いの場にて意見交換、課題共有する。 

（４）静岡市障害者相談支援推進センターとしての役割を果たす（市委託事業） 

 ①静岡市障害者自立支援協議会の中軸として、相談支援からの課題の解決に取り組む。 

  ・相談支援事業者を中心とする連絡調整会議を活用し、関係事業所と連携し課題の解決を図る。 

  ◎地域生活支援部会や権利擁護部会では、強度行動障害や虐待防止等について積極的に取組む。 

  ・計画相談については、計画相談事業所と連携し、専門的助言や課題の研修などに取組む。 

◎増大する業務量を整理し、他機関の連携や引継ぎでコントロールし、質の向上を目指す。 

 ②虐待防止センターについては、当事者の立場に立ち適切に機能する仕組みづくりに取組む。 

  ・虐待対応コア会議に出席し、当事者本人の人権を守り、権利を擁護する立場で発言する。 

・弁護士など専門職や関係専門機関との協力体制を作り、速やかで適切は対応を目指す。 

◎虐待防止ネットワークの立ち上げに取組み、虐待防止策や事業所への指導などを検討する。 

 ③触法系障害者への支援については、関係機関との連絡会や研修を開き、公的な支援体勢を作る 

④機関紙を発行し、障害のあるなしに関わらず市民に対してセンターの活動を広報、啓発する。 
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２．協会自主事業 

事 業 名 目  的 内   容 

１ 会員団体の連

携および拡大

事業 

協会事業の安定し

た運営を図るた

め、障害者団体等

に入会を勧め、自

主財源を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．会員の拡大の目標 

①正会員の目標：加入１０（現在３１団体、１２個人） 

今年度は三障害以外にも、これまで障害ととらえら

れていなかった団体の加入を働きかける。また、障

害者中心に運営されている事業所にも声を掛ける。 

候補：脳傷友の会、肢体不自由児者父母の会など 

②認定ＮＰＯ法人を目指し協力会員の目標：200口 

２６年 1 月から 3,000 円以上での会費を広くお願

いしたところ、28人・団体から 13万円が集まった。 

従来、企業や事業者に対しては５口以上の加入をお

願いしていたので、引き続き法人には５口以上でお

願いし、個人には最低３口以上のお願いをする。郵

便振替口座も開設したので、用紙を同封し案内す

る。今年度は活動のあらゆる機会をとらえて事業

所、団体、個人等にお願いする。 

注：認定ＮＰＯ法人として認められるには 3,000円以上

100人からの寄付（30万円以上）が条件。同条件がク

リアしなくてもほかの条件を満たしていれば、仮認定

は受けられ（認定後３年間有効）、有効期間内の寄付

者は寄付金控除等が受けられる。 

 

２．協会の基本理念を確立させる 

  協会の存在意義や活動の内容などをアンケート

などで検証し、検討する。前年度は、理事会などで

基本理念を検討してきたが、会員にも会報などを

通じて議論を広め、今年度中に新たに掲げる。 

 

３．自主財源等を確保・充実する 

  会員の拡大以外に、ホームページや会報などを利用

し、当協会の活動を各方面に広報し、理解広げると

ともに寄付金「協力会員会費」を募る（前述）。 

  また、助成金については３年間実施してきた共同募

金の受配事業（２０万円）を一時止め、今年度は実

績を踏まえて集大成するために福祉医療機構に対

し助成（２５０万円）を申請し、総合的な防災事業

と人材養成の事業を展開する（後述）。 
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４．協会の情報発信 

 ①会報の発行 

 会員のために協会の動きなどの内容を掲載した会

報を年３回発行する。紙面は活動の成果を報告するほ

か、会員からの情報も発信する。相談支援推進センタ

ーとして発行する機関紙とは区別し役割分担する。 

 ②ホームページの運用強化 

 協会を幅広く紹介することと会員発の情報提供を

目的にホームページを充実させ、適宜更新する。協会

の自主事業と市からの委託事業は区別して掲載する。 

ブロクにて、活動の最新情報を発信する。 

２ 会員団体への

活動支援事業 

研修等の事業を通

して、会員団体の

活動の充実に貢献

する。あわせて、関

心ある当事者・支

援者等への啓発を

含める。 

１．研修事業（「障害者プラン勉強会」活動） 

  障害者プランを中心に障害者施策や障害者を取り

巻く様々な事柄について研修する場を毎月設ける。 

  外部の団体との共催、連携の機会を増やし、障害者

の啓発を進める。会員以外にも公開（参加料あり）

する予定。新加入のメンバーのために、基礎的だが

専門的な用語の説明する「用語集」を作成する。 

  主なテーマ（案） 

   ・障害者差別禁止法（案）について 

   ・自立支援協議会の機能と仕組み 

   ・静岡市の虐待防止法の検証 

   ・会員団体の活動紹介など 

  定例会：毎月第３水曜日午前１０時から開催 

    

２．防災関係事業 

障害者団体から推薦された防災委員を中心に毎月

委員会を開催し（隔月は関係する行政部署の職員の

出席を仰ぎ）、災害時要援護者の支援、防災（減災）

に関する事業を企画・実施し、要援護者への支援策

等に関して提案する。 

 定例会：毎月第１火曜日午後６時から開催 

  今年度は、「総合防災訓練を活用した要援護者支援

リーダーの養成研修事業」として以下の内容で実施

するべく、福祉医療機構に助成金を申請する（4/30

申請済み）。 

・目的 災害時の指定避難所・福祉避難所での要援護者

支援を確実なものにすること 

・概要 ①避難所での要援護者支援班の要員を養成す 
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ることを目指した研修カリキュラムを作成のうえ、

研修を実施し、②要援護者のための総合的な防災訓

練の実施を通して検証し、③これらの結果について

シンポジウム等で啓発し、④事業の報告書を作成す

る 

・運営 外部委員も含めて企画運営委員会を組織し、適

切な実施のために開催する（１０回予定） 

・申請金額 ２，５００千円 

 

３．移動支援・バリアフリー委員会 

移動支援事業を利用者にとって使いやすいものに

するために洗い出した課題や対応策について協議、

研究し、具体的な提案に結び付ける。具体的には、

通学支援、対象範囲の是正、人材養成など。 

また、街づくりやバリアフリー化のテーマについ

て、障害者の社会参加を促進するため、市街地や公

共交通機関のバリアフリー化などに取り組む。 

 定例会：毎月第４木曜日午後１時３０分から開催 

 

４．市議会厚生委員会への働きかけ 

昨年から始めた厚生委員会委員と障害者団体との

意見交換会を開催する（８月予定）。 

３ 障害者福祉お

よび啓発事業 

障害者福祉につい

て市民に啓発し、

理解を広める。 

１．委託事業を通じて啓発事業を行っているが、自主的

に各種団体との連携し、啓発的な事業に協力する 

  ・会員団体からの要請に基づく後援 

  ・民児協、地区社協、市社協、行政等への協力要請 

・その他各種団体からの提案に応じて協力する 

２．静岡市主催の事業への協力（予定） 

・ こころのバリアフリーイベント（１２月予定） 

・ 障害者のための生涯学習会（３月予定） 

４ スポーツ及び

文化活動への

促進事業 

障害者スポーツや

文化活動を通して

障害者の社会参加

を促進する。 

１．障害者スポーツ大会などへの支援と助言 

  静岡市内で開催される障害者スポーツ大会や文化

活動に対して支援や助言を行う。 

２．全国障害者スポーツ大会への選手団派遣等の協力 

  結団式、開会式などへの出席と選手団への応援 

５ その他の事業 会議、委員会等へ

の参加及び連絡調

整等の事務、業務 

１．公的な会議、委員会への参加 

①市障害者施策推進協議会への出席（各団体の代表） 

②市障害者自立支援協議会への出席（当協会は事務局） 

③市社協への理事の派遣と諸会議（広報委員会、評価
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委員会等）への出席（事務局職員が委員） 

④その他必要と判断される会議等への出席・参加 

２．その他必要な会議への出席と連絡調整など 

 ①福祉有償運送運営協議会の委員 

 ②障害者歯科センターの運営協議会の委員など 

６ 総会の開催 協会の会員が参加

し、事業全般につ

いて報告、協議し

承認する。 

１．第４回通常総会 

 ①日 時：５月１５日（木） 

 ②会 場：市中央福祉センター大会議室 

 ③内 容：・平成２５年度事業及び決算の報告 

      ・平成２６年事業計画及び予算案の審議 

      ・役員の選任等 

２．臨時総会  必要に応じて開催する 

７ 理事会の開催 協会の運営や事業

等にかかわる内容

について必要な事

項を協議する。 

１．理事会 

 ①参加者：理事 13名（会長･副会長・常務理事を含む） 

      監事 2名（必要に応じて出席を求める） 

 ②開催日：２ヶ月に１回程度 

 ③内 容：・協会の事業計画及び予算の作成･変更な

どの協議（総会に諮る議題） 

      ・会の運営や事業内容に関する協議など 

８ 調整会議（わ

かば会）等の

開催 

協会の運営上発生

した事案について

協議し、調整・処理

する。 

１．調整会議（わかば会） 

①出席者：会長と３副会長および常務理事 

     事務局：事務局長および事務担当職員 

②開催日：月１回程度 

 ③内 容：協会の運営上で発生した事案についての協 

議、連絡・調整、事務処理など 

２．職員会議の開催 

 適宜、職員会議を開催する 

 

 

３ 静岡市障害者相談支援推進センター事業（静岡市委託事業） 

事 業 名 目  的 内   容 

１ 静岡市障害者

相談支援推進

事業の整備、

企画、推進 

障害者相談支援推

進事業として、基

幹相談支援センタ

ー事業と障害者相

談支援推進事業を

運営するための体

制を整備し、事業

を企画、推進する。 

１．本事業の運営の体制整備、企画、推進 

（１）業務の体制整備 

  静岡市障害者相談支援推進センター〔指定一般相談

支援事業所〕 

開所日・時間：土、日、祭日、年末年始を除く 

９時～１７時 

（２）基幹相談支援センター関係の企画・推進 

  ①総合的・専門的な相談支援の実施 
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   ・総合的・専門的な相談支援 

   ・困難事例への対応 

   ・個別支援計画の作成支援等 

   ・個別支援会議の実施 

②地域の相談支援体制の強化の取組 

   ・地域の相談機関への助言・指導 

   ・地域の相談支援事業者の人材育成支援 

   ・全体会議の運営 

   ・区の調整会議の運営支援 

   ・自立支援協議会の運営への協力 

   ・地域の相談機関との連携強化 

  ③地域移行・地域定着の促進の取組 

   病院・施設等関係機関とのネットワーク作り 

  ④権利擁護・虐待の防止 

（３）障害者相談支援推進事業の企画、推進 

 ①障害者１１０番事業 

  ・三障がいごとに選任された障害者相談員が、事務

所にて相談対応を担当 

  ・行政書士が、経験を活かして各種の相談に対応 

 ②身体障害者補助犬相談事業 

  ・静岡県補助犬支援センターに事業助成して実施 

 ③地域生活及び社会参加等推進事業 

  ・機関紙の発行（２回） 

  ・心のバリアフリーイベントの企画への協力 

 

２．障がい福祉に関わる関係機関の連携強化と支援体制

の整備促進 

（１）行政関係（静岡市）の会議への出席 

 ①非定型審査会への出席 

 ②障害者施策推進協議会への出席 

 ③その他、行政機関の主催する会議への出席 

（２）機関等の会議への出席 

  市社会福祉協議会、県身障福祉会、特別支援学校、

法テラスなどが主催する会議に出席 

２ 基幹相談支援

センター事業 

総合的・専門的な

相談支援、相談機

関職員の育成、困

難事例への対応、

相談支援事業者に

対する支援･助言

１．総合的・専門的な相談支援の実施 

（１）総合的・専門的な相談支援事業 

常設窓口の設置（月～金曜日 午前 9時～午後 5 

時） 

（２）困難事例への対応 
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を行なう。 

自立支援協議会に

協力して課題の解

決や福祉の向上に

努める。 

２．地域の相談支援体制の強化の取組 

（１）地域の相談機関への助言・指導 

（２）地域の相談支援事業者の人材育成支援 

  ①相談支援職員研修会の実施 

②相談支援事業所の職員研修の受入、相談、助言 

（３）全体会議の運営 

自立支援協議会の実働部隊として各区で開かれる

相談支援センターを中心とした連絡調整会議で困

難事例・課題などをまとめ、総括する。 

連絡調整全体会議の開催 

 ・日時：６､９､１２､３月に開催 

・議題：各区からの相談支援業務の報告 

      静岡市全体の課題について意見交換 

      自立支援協議会への提案の検討 など 

（４）行政区の連絡調整会議の運営支援 

   各区の事務局会議や連絡調整会議について弾力

的な運用となったので、各区の状況に合わせて出

席し、委託相談支援事業者の困難事例、課題につ

いて検討し、意見交換する。 

① 各区事務局会議への出席 

（②連絡調整会議と合体も可） 

・日時：葵・駿河・清水区において毎月各１回 

・議題：就労継続支援の更新審査 

     困難事例への支援策検討等 

     問題解決策の検討 など 

②各区連絡調整会議への出席 

   ・日時：葵・駿河・清水区において年４回 

・議題：事例報告と意見交換 など 

（５）地域の相談機関との連携強化 

 ①静岡労働局（ハローワーク静岡・清水）との連携 

・就労ワンストップ相談窓口の対応 

    葵 区：毎月第３木曜日 13:30～16:30 

    清水区：毎月第４水曜日 13:30～16:30 

・障害者就職面接会に出席（９月、２月：職員） 

②特別支援学校関係との連携 

市内特別支援学校の評議委員会及びコンプアイ

ランス委員会などに出席する。 

③研修等の受講・講演会への出席 

相談支援や虐待防止、権利擁護に関わる様々な研
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修の受講や講演会に出席する。 

④福祉教育関係の講師、会議への出席 

   障がい者への理解を深めるため、福祉教育の

講師や会議に出席する。 

（６）計画相談への対応 

計画相談については、計画相談事業所と連携し、

専門的助言や人材の育成などに取り組む。 
 

３．静岡市障害者自立支援協議会の中軸として、相談支

援の課題の解決に取り組む。 

（１）障害者自立支援協議会の概要 

   静岡市主催の障害者自立支援協議会に役員が委

員として出席し、障がい当事者の立場から意見を

具申する。また、職員は事務局として関わる。 

日時：年２回（７月頃、２月頃） 

議題：・地域課題の進捗状況 

・相談支援事業等の実績と今後の取組 

    ・地域課題について 

     ・事例検討 など 

（２）相談支援事業者を中心とする連絡調整会議を活 

用し、関係事業所と連携し課題の解決を図る。 

（３）前年度から継続して出ている諸課題は、一定の結

論がでるようプロジェクトチームを活用する。 
 

４．地域移行・地域定着の促進の取組 

  知的・精神障がい者などの地域移行や地域定着のた

め、施設や病院、その他社会資源との連携を図るほ

か、講演会や講話などに参加する。 

 

５．権利擁護・虐待の防止 

「４ 障害者虐待防止センター事業」参照 

３ 障害者相談支

援推進事業 

障がい者の日常

業務や権利擁護

に対応するため、

相談員を配置し

て常設の相談窓

口を運営する。 

１．障害者１１０番相談窓口の設置 

（１）相談窓口 

①常設窓口 

月～金曜日 午前９時～午後５時、職員が対応 

②障がい別窓口 

週１回（火・水・木曜日）午前１０時～午後４時 

身体・知的・精神の各障害者相談員が対応 

（２）相談受付 電話(夜間は留守番電話)･ＦＡＸ･来所 

（３）相談体制 
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  ①相 談 員 社会福祉士等、資格を有するものや障

がい者団体の推薦を受けたものなど、

障がい者の福祉に精通した者 

  ②専門相談 専門した相談に対応できるよう、弁護

士、社会福祉士、行政書士などの専門

職による相談を整える。 

  ③他の相談員との連携 

 身体障害者相談員、知的障害者相談

員、精神障害者家族相談員との連携を

図る。 

  ④専門機関等との連携 

       ・相談支援事業者と連携して実施する。 

・特別支援学校進路担当者連絡協議会 

や障害者就業・生活支援連絡会との連

携を密にする。 

・補助犬の相談は NPO 法人静岡県補助

犬支援センターと連携する。 

  ⑤出張相談 必要に応じて出張して相談にあたる。 

（４）窓口開設期間 

   平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

（但し、毎週土・日曜日、国民の祝日、年末年始、

その他静岡市が認める日を除く） 

（５）１１０番相談員活動強化事業 

①障害者１１０番相談員研修会の開催 

・全体研修会の開催（１回） 

   時期：３月 テーマ・講師：未定 

   ・障がい別研修会の開催（各１回） 

 

２．地域生活及び社会参加推進事業 

（１）障がい者等の地域生活を推進するために必要な調

査等の実施 

（２）障がい者等の芸術・文化活動およびスポーツの推

進（再掲） 

①スポーツ大会への支援 

各種大会への役職員の派遣、周知や運営協力 

②文化活動への協力 

   作品展などの周知、応募取りまとめ 

（３）障がいについての理解促進､普及啓発活動の推進  

①心のバリアフリーイベントへの協力 
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②Togethers ｲﾝ しずおか（日本平ロータリークラ

ブ主催）実行委員会への出席 

４ 障害者虐待防

止センター事

業 

障がい者虐待の通

報を受理し、関係

機関と連携し、障

がい者及び擁護者

に対する相談・指

導・助言を行なう。

当事者の視点で本

人の人権を守り、

権利を擁護する。 

１.障害者虐待防止センターの設置・運営 

（１）相談窓口(２４時間、３６５日対応) 

月～金曜日 午前９時～午後５時、職員が対応 

夜間･休日 夜間は携帯電話に転送、職員が対応 

（２）相談受付 電話・ＦＡＸ・来所 

（３）相談体制 

  ①相談・届出及び通報の受理と対応  

当協会職員にて対応し、行政（市障害者福祉課、

精神保健福祉課など）に通報する。 

  ②虐待対応コア会議への出席 

   虐待対応コア会議に出席し、当事者の視点で本人

の人権を守り、権利を擁護する姿勢で臨む。 

  ③専門機関等との連携 

   ・相談支援事業者と連携して実施する。 

・センター機能充実のための外部専門職との協 

力体制を作り、速やかで適切な対応を目指す。 

・適切な会議にて｢居室の確保｣の重要性を訴え、

「対応後の結果の検証」の場を実現する。 

・行政には公的な虐待ﾈｯﾄﾜｰｸ会議の早期立ち上 

げを働きかけ、対応後の結果を検証する。 

  ④出張相談 必要に応じて出張して相談にあたる。 

（４）窓口開設期間 

   平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

（但し、毎週土・日曜日、国民の祝日、年末年始、

その他静岡市が認める日を除く）計２４４日

間 

 


