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経 一．利用者本位
営 一．社 会 貢 献
理
念 一．責任と実行

沖縄県身体障害者福祉協会
第 49 号!
沖縄県障害者社会参加推進センターだより

平成２６年度事業計画及び収支予算書が承認
◆基本方針
 日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律「障害者総合支援法」が昨年４月から施行されま
したが、本年４月から、「障害者支援区分の創設」、「重度訪問介護対象者の拡大」、「ケアホー
ムのグループホームへの一元化」などが新たに実施されます。また、昨年６月に障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律「障害者差別解消法」が成立し、１２月には障害者への差別を禁じ、
一層の社会参加を促す国連の「障害者権利条約」が批准承認される等、共生社会の現実にむけて障
害者福祉施策の法整備が進められております。
沖縄県においては、全ての県民が等しく地域社会の一員としてあらゆる分野に参加できる共生社
会の実現を目指した「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例」が、本年
４月から施行されることになりました。
 このような中、障害の有無によって分け隔てられることなく社会の対等な構成員として安心して
くらすことができる共生社会の実現に向け、当事者の思いが反映される地域生活支援事業を推進し
ます。
また、当会がより効果的な事業活動を展開することができるよう、法人経営の適正化と透明性の
確保、自己財源確保による財政基盤の強化、職員の資質向上による業務推進体制の強化、関係機関・
団体との連携強化により安定した法人経営を図ります。
 さらに、長年の課題でありました「障害者施設太希おきなわ」の施設整備事業を完了し、今後と
も地域社会に愛され魅力ある法人・施設経営を目指すとともに、本年度も「利用者本位」「社会貢
献」「責任と実行」の経営理念の基に事業を実施します。

障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例

                          平成 26 年 4 月 1 日施行
基本理念（基本となる考え方）
条例の目的である共生社会【インクルーシブ社会】の実現を、県、市町村、県民が協力しあいな
がら社会全体で推進します。そのさい、すべての障害のある人が障害のない人と同じように「基本
的人権」を生まれながらにもっている
個人としてその尊厳にふさわしい生活を
保障される権利をもっていることをふま
えて行います。

【沖縄県障害者社会参加促進事業】

オストメイト社会適応訓練研修会

社会参加推進協議会

発声訓練教室

全国障害者スポーツ大会

身体障害者福祉展

音声機能障害者発声訓練指導者養成研修

東京

県身体障害者スポーツ大会

【沖縄県障害者社会活動推進助成事業】

障害者団体等幹部研修会

県身体障害者ゲートボール大会

市町村身体障害者福祉協会会長会

障害者スポーツ指導者養成
【共同募金助成金事業】

沖縄県身体障害者福祉大会

親善囲碁・将棋大会
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平成２５年度
沖縄県身体障害者福祉協会決算報告書
自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日
貸㻌 㻌 借㻌 㻌 対㻌 㻌 照㻌 㻌 表㻌
借㻌 㻌 㻌 方㻌



㻝㻡㻠㻘㻟㻤㻟㻘㻢㻤㻝㻌

流動負債㻌

㻝㻢㻘㻢㻡㻡㻘㻟㻢㻟㻌

固定資産㻌

㻡㻜㻣㻘㻢㻡㻤㻘㻝㻢㻜㻌

固定負債㻌

㻝㻢㻜㻘㻝㻠㻣㻘㻡㻢㻜㻌

㻌㻌

㻌㻌

基本金㻌

㻟㻞㻘㻣㻜㻥㻘㻟㻝㻥㻌

㻌㻌

㻌㻌

国庫補助金等㻌

㻟㻟㻘㻢㻞㻞㻘㻞㻢㻡㻌

㻌㻌

㻌㻌

その他の積立金㻌

㻤㻥㻘㻞㻝㻟㻘㻜㻜㻜㻌

㻌㻌

㻌㻌

次期繰越活動収支差額㻌
㻢㻢㻞㻘㻜㻠㻝㻘㻤㻠㻝㻌

㻟㻞㻥㻘㻢㻥㻠㻘㻟㻟㻠㻌

計㻌

㻢㻢㻞㻘㻜㻠㻝㻘㻤㻠㻝㻌



資㻌 金㻌 収㻌 支㻌 計㻌 算㻌 書㻌
支㻌 㻌 出㻌
就労支援事業支出㻌

収㻌 㻌 㻌 入㻌
㻞㻜㻘㻡㻟㻟㻘㻝㻜㻟㻌

就労支援事業収入㻌

㻞㻜㻘㻡㻟㻠㻘㻞㻤㻟㻌

福祉事業支出㻌

㻠㻠㻤㻘㻥㻡㻡㻘㻞㻡㻜㻌

福祉事業収入㻌

㻠㻥㻟㻘㻢㻣㻢㻘㻢㻢㻣㻌

施設整備等支出㻌

㻟㻜㻞㻘㻟㻝㻟㻘㻠㻝㻤㻌

施設整備等収入㻌

㻝㻠㻟㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

財務活動収入㻌

㻞㻜㻤㻘㻣㻞㻥㻘㻜㻜㻜㻌

財務活動支出㻌

㻞㻥㻘㻜㻜㻥㻘㻜㻜㻜㻌

当期末支払資金残高㻌
計㻌

㻝㻟㻣㻘㻡㻞㻟㻘㻢㻜㻤㻌

前期末支払資金残高㻌

㻥㻟㻤㻘㻟㻟㻠㻘㻟㻣㻥㻌

計㻌

㻣㻞㻘㻟㻥㻠㻘㻠㻞㻥㻌
㻥㻟㻤㻘㻟㻟㻠㻘㻟㻣㻥㻌


事㻌 業㻌 活㻌 動㻌 収㻌 支㻌 計㻌 算㻌 書㻌
支㻌 㻌 出㻌
就労支援事業活動支出㻌

収㻌 㻌 㻌 入㻌
㻞㻝㻘㻡㻥㻢㻘㻝㻢㻡㻌

就労支援事業活動収入㻌

㻞㻜㻘㻡㻟㻠㻘㻞㻤㻟㻌

福祉事業活動支出㻌

㻟㻡㻝㻘㻟㻢㻝㻘㻣㻠㻞㻌

福祉事業活動収入㻌

㻟㻥㻠㻘㻟㻤㻝㻘㻡㻤㻡㻌

事業活動外支出㻌

㻝㻜㻤㻘㻝㻜㻠㻘㻞㻥㻢㻌

事業活動外収入㻌

㻝㻜㻢㻘㻠㻟㻢㻘㻢㻣㻢㻌

特別収入㻌

㻝㻠㻟㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

特別支出㻌

㻝㻌




貸㻌 㻌 㻌 方㻌

流動資産㻌

計㻌



その他の積立金積立額㻌

㻝㻞㻘㻡㻠㻞㻘㻜㻜㻜㻌

前期繰越活動収支差額㻌

㻝㻜㻜㻘㻞㻝㻢㻘㻥㻥㻠㻌

次期繰越活動収支差額㻌

㻟㻞㻥㻘㻢㻥㻠㻘㻟㻟㻠㻌

その他の積立金取崩額㻌

㻡㻤㻘㻣㻞㻥㻘㻜㻜㻜㻌

計㻌

㻤㻞㻟㻘㻞㻥㻤㻘㻡㻟㻤㻌

 平成２６年５月２３日（金）、島根県立産業
交流会館「くにびきメッセ」において、第５９
回日本身体障害者福祉大会（しまね大会）が開
催されました。
 沖縄県からは関係者等総勢２７名が参加。
 大会式典では、池原新栄氏（元本会評議員・
元おきなわ太陽の町施設長）が表彰され、議事
では今後の活動方針を決めるとともに、今後の
障害者施策等についての報告がありました。
 その後、大会宣言・決議ともに採択され、盛
会のうちに閉幕となりました。
 次期開催地は宮崎県です。

大会スローガン
 ☆障害者権利条約の理解を深めよう

☆障害者団体育成のための

支援制度を促進させよう



参加者からの感想

去る５月２３日（金）、全国身体障害者福祉
大会（しまね大会）へ参加しました。
広大な会場に全国から約２，６００名の身体
障害者が集い、大会式典・議事等盛大に催され
ました。

流動資産㻌

㻝㻡㻠㻘㻟㻤㻟㻘㻢㻤㻝㻌

流動負債㻌

㻝㻢㻘㻢㻡㻡㻘㻟㻢㻟㻌

固定資産㻌

㻡㻜㻣㻘㻢㻡㻤㻘㻝㻢㻜㻌

固定負債㻌

㻝㻢㻜㻘㻝㻠㻣㻘㻡㻢㻜㻌

今大会式典において、沖縄県から池原新栄氏
が表彰されたことはとても喜ばしいことでし
た。
また、大会アトラクションでは島根県を代表
する伝統芸能“石見神楽「八岐大蛇」”が演じ
られ、その迫力に圧倒されました。
金武幸子（北谷町身協会長）

負債合計㻌

㻝㻣㻢㻘㻤㻜㻞㻘㻥㻞㻟㻌



差引純資産㻌

㻠㻤㻡㻘㻞㻟㻤㻘㻥㻝㻤㻌

計㻌

㻤㻞㻟㻘㻞㻥㻤㻘㻡㻟㻤㻌


財㻌 産㻌 目㻌 録㻌
資産の部㻌

㻌㻌

金額㻌

㻌㻌
資産合計㻌

㻢㻢㻞㻘㻜㻠㻝㻘㻤㻠㻝㻌

負債の部㻌

金額㻌


※紙面の都合により、決算額 大区分 のみの掲載とさせ
ていただいております。詳細につきましてはホームペー
ジより閲覧可能となっております。
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第１４回全国障害者スポーツ大会


  「長崎がんばらんば大会」リハーサル大会

 九州予選大会 結果

〈身体〉 
聴覚障害者バレーボール女子
 聴覚障害者バレーボール男子
 車椅子バスケットボール  
 グラウンドソフトボール  
〈知的〉





第 14 回全国障害者スポーツ大会長崎大会
個人競技選手決定
個人競技 30 名 出場予定種目

玉城 忠彦 陸上競技（砲丸投げ・１００ｍ）

優勝
準優勝
準優勝
初戦敗退

西川 史郎 陸上競技（１００ｍ・走幅跳）
田場 上  陸上競技（２００ｍ・１５００ｍ）
森下 茂  陸上競技（スラローム・ビーンバック投）

金城 和則 陸上競技（２００ｍ・８００ｍ）
新垣 愛花 陸上競技（ソフト投・１００ｍ）

 女子バスケットボール 優勝
 男子サッカー     優勝
〈精神〉
 バレーボール混合   初戦敗退
 優勝した３団体は、１１月に行われる全国大会

友利 栄作 陸上競技（２００ｍ・１００ｍ）

に出場します！

新垣 昭信 陸上競技（１００ｍ・２００ｍ）



與儀 卓也 陸上競技（１５００ｍ・ソフト投）

スポーツ祭東京２０１３
第１３回全国障害者スポーツ大会東京に出場

島袋 忠  陸上競技（ソフト投・走幅跳）

  
 味の素スタジアムでの開会式で、入場行進した
時、来場者がいっぱい見に来ていたので感動しま
した。僕はスラロームには参加ができなかったけ
ど、ビーンバック投げでは、銀メダルをもらうこ
とができて嬉しかったです。
愛知県からも弟と家族が応援にきてくれて、仁愛
療護園からも利用者と職員が来ていたのでとて
も励みになり嬉しかったです。
          吉永安行（仁愛療護園）

島袋悠一郎 水泳競技（２５ｍ自由形・２５ｍ平泳）






砂川 昌徹 陸上競技（ソフト投・砲丸投）
上原 建勇 陸上競技（ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ・ソフト投）
神里 徹  陸上競技（立幅跳・５０ｍ）
西村亜依里 陸上競技（８００ｍ・１５００ｍ）

照屋 顯乃 水泳競技（５０ｍ背泳・５０ｍ自由形）

幸喜 優人 水泳競技（２５ｍ背泳）
呉屋美枝子 アーチェリー（３０ｍﾀﾞﾌﾞﾙﾗｳﾝﾄﾞ）
岡田 力雄 アーチェリー（３０ｍﾀﾞﾌﾞﾙﾗｳﾝﾄﾞ）
新垣 秀  卓球競技
松田 大輝 卓球競技
翁長 敏光 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
米本 豊穂 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
上原 清善 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
宮城沙綾香 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
前泊 守  ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
仲宗根リカ ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
山田 善丈 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）
宮城 康恵 ボウリング
大城 良子 ボウリング




 選ばれた個人競技の選手のみなさん！１１月の長
崎大会においては、日頃の練習の成果を大いに発揮
し、自己記録更新にもチャレンジし、多くの方との交
流を深め思い出の残る大会にしてほしいです。
・大会期間 １１月１日（土）～３日（月）
・大会会場 長崎県立総合運動公園陸上競技場
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地域生活支援事業【意思疎通支援・手話奉

仕員養成研修】事業担当者連絡会

オストメイト社会適応訓練事業



２０１４年４月から障害者総合支援法が施
行され、市町村及び県が行う意思疎通支援を行
う者のうち、少なくとも手話通訳者及び要約筆
記者の派遣が必須事項となり、意思疎通支援を
担う人材養成についても県と市町村の役割が
明確にされました。
しかし県内においては、全市町村の実施に至
ってないこともあり、今回の連絡会では、これ
までの課題やあり方について考え、お互いに情
報共有し県や市町村における事業が円滑に図
られることを目的に開催しました。




沖縄県障害者社会参加推進センターが事前
にアンケート調査を行ったところ、養成事業実
施率（％）、派遣事業実施率（％）で、
未実施の理由に利用者が少ないためや他支援
事業を優先しているとの回答がありました。
行政では予算の確保を行い、講師派遣団体に
おいては指導者の拡大に期待し、今後これらの

事業が、効率的・効果的に実施できるよう講師
派遣団体や関係機関等と連携を図りながら、全
実施の取り組みをお願いしたいと考えます。


平成２６年５月２３日（金）
にオストメイト研修会 を開催し
ました。琉球大学がんセンター教
授 増田 昌人氏を講師に迎えて、
がんに対する基礎知識や治療方法
が挙げられました。
大腸がんでも癌部位によって手術治療が様々
で、オストメイト患者は、直腸切除術（人工肛
           
門を造る手術）に   
            よってストマーと
            なり、がんを乗り
            越えて第二の人生
を歩んでいます。
            がんを抱える沖縄
県の患者様やご家族へ情報を提供し、早期発見
で多くのがんは治癒（完治）が可能と講話され
ました。

障害者１１０番事業研修会


平成２６年７月１１日に全国社会福祉協議
会障害者１１０番研修会が開催されました。
各都道府県の障害者１１０番相談員が集ま
り講演、意見交換等が行われました。
『改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合
理的配慮の提供の在り方について』講演があ
り、このテーマにて相談員同士での意見交換や
情報共有の場として、交流を深めました。
沖縄県にも４月１日より、障害のある人もな
い人も共に暮らしやすい社会づくり条例（共生
社会条例）が施行されたことが、合理的配慮に
結びつくとして、各都道府県の条例も議論上に
上がり身体障害者に対する差別をなくし配慮
を考え、障害者１１０相談員の役割がいかに重
要かを考えさせられる充実した研修会となり
1LFHLGHD
ました。
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第 29 回障害者による書道・写真全国コンテスト
 
全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）主
催する第  回障害者による書道・写真全国コンテ
ストの作品を募集しています。
◆応募資格 ①「身体障害者手帳」
「療育手帳」
「精
神障害者保健福祉手帳」
のいずれかの交付を受けて
いる方。②難病による障害のある方。③①または②
と同等であると主催者が認めた方。
但し、当コンテスト各部門において３回以上入賞



沖縄県視覚障害者協会



音訳奉仕員養成講習会受講者募集
沖縄県受託事業 
視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に
対し、音訳に必要な知識と技術の習得を目的と
して音訳奉仕員養成講習会を開催します。音訳
奉仕員を養成し、視覚障害者の読書・情報環境
の充実と社会生活におけるコミュニケーション

支援を図ります。
◆募集内容 ①書道部門題材は自由です。
（硬筆・ 
毛筆とも可）②写真部門フリーの部（題材は自由） ◆開催日時
ポートレートの部（人物を題材とした作品が対象）
平成２６年１０月８日より毎週水曜日
携帯フォトの部（携帯電話のカメラ機能を使用、題
１４時～１６時 全１５回
材は自由）※応募は各部門１人１作品まで 書道と
◆講習会場
写真双方の応募は可 とさせて頂きます。※写真部
沖縄視覚障害者福祉センター ３階研修室 
門はフリーの部･ポートレートの部・携帯フォトの
那覇市松尾２－１５－２９
部から１つの部を選んで応募してください。
◆講習内容
されている方は審査の対象外とします。

◆作品サイズ ①書道部門 半紙サイズ（ ㎝
× ㎝）※タテ・ヨコ自由②写真部門 四つ切、
ワイド四つ切サイズ、
デジタルカメラ作品の場合は
Ａ４サイズ（約  ㎝× ㎝）も可 ※タテ・
ヨコ自由
◆応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、作品
を添えて下記まで郵送またはご持参下さい。
※携帯フォトの部に応募の方は、
メールでの応募に
なりますので、お問い合わせください。
コンテスト事務局への個人での直接応募は審査の
対象外となりますのでご注意ください。
◆応募締切日 平成２６年９月２６日（金）
◆入賞点数 ①書道部門 金賞  点、銀賞  点、銅
賞  点程度。②写真部門 金賞  点、銀賞  点、
銅賞  点程度。③携帯フォトの部入賞  点程度。
※入賞者に、賞状と記念品が贈られます。
◆応募作品の提出先及び問合せ先
沖縄県身体障害者福祉協会
〒 
南風原町字神里  番地
電話  
)$; 

皆様の作品
お待ちしてます。
A2A 

（１）視覚障害者福祉概論
（２）声の図書の知識
（３）音訳の方法及び実技等
（４）その他
◆定員１０名
◆受講料無料
（但し、受講修了後に録音機器の購入あり）
◆受講資格 
◎パソコンの基本操作ができる方。
 ◎カセットテープレコーダー・マイクをお持
ちの方。
 ◎講習会修了後、音訳ボランティアとして活
動していただける方。





◆申込み・問合せ先
社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会
沖縄点字図書館（音訳担当：大城）
電話０９８８６６０２２２

第４８回

全国ろうあ者体育大会
開催のお知らせ

沖縄県障害者社会参加促進事業
日常生活訓練のお知らせ

