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平成２７年６月３０日（火）、沖縄県総合福祉

センター東棟４０３研修室において「平成２７年

度第１回市町村身体障害者協会長及び事務担当者

会議」を開催致しました。 

 今回は新たに沖縄県障害福祉計画が策定された

ことに伴い、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課

計画推進班主査の山城靖幸氏をお招きし、『沖縄

県における障害者施策』についてご講演いただき

ました。 

 

 

 

 

 

  

また、講演後は“身体障害者相談員”を議題に、

ピアカウンセリングの重要性について、参加者同

士が多くの意見を交わし、当初の予定時間を上回

るほどの議論が展開されました。 

 

 

 

 

 

  

依然として様々な課題はありますが、各市町村

身協における情報交換の場として実りある会議に

なったのではないでしょうか。 

 今回、皆様から頂いた貴重なご意見・ご要望を

今後の各種事業に反映していきたいと思います。 

 

 

 平成２７年６月１４日（日）に宮古島市陸上競

技場において「第 9回宮古島市障がい者スポーツ

大会」が開催されました。梅雨明けした快晴の日

和に熱中症の心配もありましたが、身体・知的・

精神それぞれの選手５３７名、役員約１００名、

応援のご家族を入れ総勢６５０名の参加者の下、

最後まで大きな事故や体調不良の方が出ることな

く大会は無事に進行しました。中学、高校生のボ

ランティアも積極的に参加されており、障害者の

方々とのふれあいの時となりました。アスリート

の聖地である宮古島の障害者スポーツ選手の活躍

も、今後は期待できる環境にあることを感じた中、

大会は無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

平成２７年６月２０日（土）に石垣市中央運動

公園陸上競技場で「第４回八重山地区障がい者ス

ポーツ大会」が１５団体、総勢約３００名参加で

開催されました。例年とは違い、開会式は熱中症

対策の為、選手はテント内で整列し大会役員、来

賓の方々はフィールド内に整列しての式典となり

ました。 

しかし、時間の経過とともに暑さが厳しくなっ

てきた為、参加者の健康状態を考慮し、残念なが

ら午後の競技を中止して大会を終了しました。 

 

 

第41号 

 
発 行 社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 

編 集 沖縄県障害者社会参加推進センター 

〒901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座 1038 番地 1 

TEL(098)851-3455 FAX(098)851-3855 

ホームページアドレス http://www.okisin.jp 

E メールアドレス   okisinky@blue.ocn.ne.jp 

頒価一部 100 円（会費に含まれています） 

平成２７年度  

第１回市町村身体障害者協会長及び 

事務担当者会議 

第９回宮古地区障がい者スポーツ大会開催 

 

第４回八重山地区障がい者スポーツ大会開催 
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オストメイト社会適応訓練事業 
 

平成２７年５月１５日

（金）にオストメイト研修会

を開催しました。福岡県にあ

る糸島医師会病院の看護部

長  梶西 ミチコ 氏を講師

に迎え、ストーマケアとスキ

ンケアの重要性についてご

講演いただききました。 

「ストーマ観察の基本は皮膚の状態や色の観察

をすることが大切」とのことで、ストーマ観察の

手順や方法、皮膚の生理機能、ストーマ周囲皮膚

障害の症例、スキンケアの方法等について写真を

交えながらご講演くださいました。 

また、沖縄県看護協会では今年度より「ＷＯＣ

ナース（皮膚・排泄ケア認定看護師）教育課程」

が開講される予定で、

多くの看護師から応募

があり、今後沖縄県内

でのオストメイト患者

様やご家族へのより専

門的な支援が拡充され

ていくことが期待され

るとのことでした。 

 

 

 

 去る６月１３日に石垣市健康福祉センターにて

音声機能指導者養成研修会を開催致しました。 

 第１部の講演は「喉頭全摘者でも再び声は取り

戻せる その他喉頭摘出者の体の変化の悩み」をテ

ーマに講師に友声会会長 田名勉氏をお招きしご

講演いただきました。第２部の食道発声初級講座、

その他上級指導者養成講座では友声会石垣支部長 

石嶺眞吉氏をお招きし、ご指導いただきました。 

 喉頭摘出者は、まだ世間ではあまり認知されて

ない障害です。当事者自身が情報を共有できるよ

う、また、その苦悩が理解されるよう家族や関係

者、関心のある方へ

の周知を図るため、

今後も研修会を開催

いたします。皆さま

の参加お待ちしてお

ります。 

 

 

 

 

 平成２７年７月８日（水）、沖縄県総合福祉セ

ンター東棟４０２研修室において、登録手話通

訳・要約筆記学習会を開催致しました。 

 今回は沖縄産業保健総合支援センターよりメ

ンタルヘルス対策促進員の関谷綾子氏をお招き

し、『通訳活動者のためのメンタルヘルス』をテ

ーマにご講演いただきました。 

 

 

 

 

 

 通訳者は様々な場面に赴くことが多いため、知

らない間に多くのストレスを抱えてしまいます。 

 自身も通訳活動をしていた関谷氏のお話に、皆

さん時折頷きながら熱心に耳を傾けていました。 

 

以下、アンケートの回答です（一部抜粋）。 

・セルフケアを仲間と一緒に意識していきたい。 

・ストレスは自分が気づいていなくても、心や 

 体に表れることもある。まずはそれに気づく 

 こと、発散方法等、いろいろ考えさせられた。 

・自分自身を理解し、受け入れること。簡単では 

 ないけれど取り入れていきたいと思う。 

 

今年度の学習会は、上半期に「教養」、下半期

に「技術」を主なテーマとして開催する予定です。 

皆さんのご要望をお伺いしながら、今後も魅力

ある学習会を企画していきます。お楽しみに♪ 

～登録者学習会開催状況～ 

日程 内容 

５月１３日（水） 手話言語法について 

６月１３日（土） スポーツ大会用語の確認・ 

大会に関する通訳のマナー ６月１９日（金） 

７月 ８日（水） 通訳のメンタルヘルス 

７月３０日（木） 国語〔文章の要約〕 

８月 県身障者スポーツ大会 

９月 調整中 

１０月以降 通訳技術実習・事例検討等 
 

登録 

手話通訳・要約筆記 

学習会 

平成２７年度 

音声機能指導者養成研修事業 



平成７年５月１０日第３種郵便物認可                 平成２７年７月３０日発行（毎月 20日 25日 30 日発行）ODA 通巻 第９１９号(３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年５月２６日（火）、シーガイアコン

ベンションセンターにおいて、「第６０回日本身

体障害者福祉大会（みやざき大会）」が開催され

ました。 

  

 

 

 

 

 今大会は沖縄県より各市町村身協関係者総勢２

２名で参加。 

 大会式典では永山雄一本会副会長が表彰され、

議事では平成２６年度事業報告及び平成２７年度

事業計画が企図されるとともに、大会宣言・決議

が満場一致で採択されました。 

 大会終盤には、宮崎県高千穂地方の伝統芸能で

ある“高千穂の夜神楽”が披露され、盛会のうち

に閉幕となりました。 

 なお、次期開催地は京都府です。 

 

 

 

 

 

 

 

・障害者差別解消法の 

理解啓発を図ろう 

・日身連ならびに加盟団体 

組織体制の強化を図ろう 

 

 

 

平成２７年７月５日（日）第１２回沖縄県身体

障害者グラウンドゴルフ教室を沖縄県総合運動公

園レクリエーションドームで開催しました。 

 参加選手は１９団体４７チーム２３３名で、競

技を通してライバルチームやボランティアの方々

と交流を深めつつ、初心者の方でもグラウンド・

ゴルフ協会から指導を受けて気軽にスポーツを楽

しみながら熱い試合が繰り広げられていました。 

成績は以下のとおりです。 

★団体結果★ 

優 勝 沖縄市障協 聴覚者部会 

 準優勝 うるま市障がい者福祉協会Ｃチーム 

  三 位 八重瀬町身協Ａチーム 

★個人★ 

  優 勝 喜屋武 隆和（うるま市障がい者福祉協会Ｃチーム） 

  準優勝 神谷 信吉（八重瀬町身協Ａチーム） 

  三 位 屋宜 宣明（沖縄市障協 聴覚者部会） 

   

 

 

 

 

 

表彰された皆さま、おめでとうございます！！！ 

第３９号 経営理念  一、利用者本位  一、社会貢献  一、責任と実行 

 

 

 

 

― 沖 縄 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会 ― 

第６０回日本身体障害者福祉大会 

（みやざき大会） 

大会スローガン 会員募集 
当法人の障害福祉事 

業は補助金や委託金、 

寄附金や皆様の会費を 

もって実施しています。 

 

種類    年会費 
 

企業会員Ａ 100,000 円 

企業会員Ｂ  50,000 円 

特別会員Ａ  30,000 円 

特別会員Ｂ  20,000 円 

賛助会員Ａ  10,000 円 

賛助会員Ｂ  5,000 円 

賛助会員Ｃ  3,000 円 

 

平成２７年度 第１２回 

沖縄県身体障害者 教室 

優勝した沖縄市障協 聴覚者部会 個人の部 表彰の様子 
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平成２６年度  
沖縄県身体障害者福祉協会 事業報告 
【沖縄県障害者社会参加促進事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【沖縄県障害者社会活動推進助成事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共同募金助成金事業】 

 

平成２６年度 
沖縄県身体障害者福祉協会 決算報告 

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日 

貸  借  対  照  表 

借   方 貸   方 

流動資産 211,146,765 流動負債 171,490,961 

固定資産 856,293,240 固定負債 160,049,120 

    基本金 46,762,127 

    国庫補助金等 481,124,663 

    その他の積立金 25,400,000 

    次期繰越活動収支差額 182,613,134 

計 1,067,440,005 計 1,067,440,005 

 

資 金 収 支 計 算 書 

支  出 収   入 

事業活動支出 391,103,622 事業活動収入 423,283,161 

施設整備等支出 680,084,973 施設整備等収入 486,741,000 

その他の活動支出 407,678,018 その他の活動収入 470,589,458 

当期末支払資金残高 39,270,614 前期末支払資金残高 137,523,608 

        

計 1,518,137,227 計 1,518,137,227 

 

事 業 活 動 収 支 計 算 書 

支  出 収   入 

サービス活動費用 404,218,777 サービス活動収益 421,177,164 

サービス活動外費用 577,768 サービス活動外収益 2,105,997 

特別費用 1,747,401,568 特別収益 1,518,020,752 

その他の積立金積立額 17,000,000 前期繰越活動増減差額 329,694,334 

次期繰越活動収支差額 182,613,134 その他の積立金取崩額 80,813,000 

 
  

 
  

計 2,351,811,247 計 2,351,811,247 

 

財 産 目 録 

資産・負債の内訳 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 211,146,765 流動負債 171,490,961 

固定資産 856,293,240 固定負債 160,049,120 

        

    負債合計 331,540,081 

資産合計 1,067,440,005 差引純資産 735,899,924 

 

※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

ていますのでご確認ください。 

社会参加推進協議会

 

 社会参加推進協議会 

オストメイト社会適応訓練研修会 

県身体障害者福祉

展

 

 社会参加推進協議会 

音声機能障害者発声訓練指導者養成研修 

全国障害者スポーツ大会 長崎 県身体障害者スポーツ大会

 

 社会参加推進協議会 

障害者団体等幹部研修会 親善囲碁・将棋大会 

県市町村身体障害者協会協会長会 県身体障害者ゲートボール大会 

九州身体障害者ゲートボール大会 沖縄 沖縄県身体障害者福祉大会 
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外見からは障害のあることがわかりにくい 

知的障害、発達障害、精神障害のある方との 

コミュニケーションを学ぼう！ 

第 2回 災害が発生したら 

  

 ５月の台風６号をはじめ、今年も沖縄に台風の

シーズンが訪れました。そこで今回は台風を含む

災害が発生したときの対応を紹介していきます。 

まず、普段からの心構えとして、障害のために、

避難誘導の指示が伝わらない人がいることを前提

とした取組みが必要です。 

 

声をかけて、状況を伝え、 

安全な場所へ誘導します。 

●誘導の指示がわからずウロウロしていたら、声

を掛けて周囲の状況や避難誘導の内容を伝えま

す。 

●避難誘導の指示を理解できないときには、付き

添って安全な場所へ誘導します。 

 

パニックになっている人がいたら、 

安全を確保した上で、誘導します。 

●まず、生命の危機を回避し、怪我等をしないよ

うに対応し、やさしく「大丈夫ですよ」と声をか

け、避難誘導をします。 

 

目的の場所を探せず、 

戸惑っている人がいます。 

●まず、声をかけます。 

●目的の場所への行き方が分からない人に、一緒

に目的の場所まで付き添ったり、図や行き方のメ

モを渡すなど理解度に応じて対応をします。 

 

（すべての方に対しても広く活用され障害を特別視しないユニバ

ーサル社会の実現の一助となることで作成された国土交通省発行

コミュニケーションハンドブックより一部抜粋） 

 

 

 

 

 「第２０回育成会文化祭り」を平成２７年９月

５日（土）に浦添市てだこホールにて開催いたし

ます。 

 この催しは、様々な文化・芸術活動に取り組ん

でいる障がいのある人達に日頃の活動の成果を発

表する機会を設けると共に、同じ障がいのある仲

間や地域の人達との交流を通じ、自立した社会生

活の楽しさや喜びを提供する意義深い事業です。 

 昨年度は、舞台発表に２０団体・４２５名の皆

さんが出席していただき、ダンス・舞踊・寸劇や

エイサーなどを披露し、会場からは大きな拍手が

わきおこり熱気に包まれていました。 

 

 

会場入口では、絵画や手芸品などの作品展示会

や事業所で作っているパン・クッキーなどの即売

会も行われました。 

 当日は入場料無

料ですので、ご家族

のみならず地域の

皆さんのご観覧も大歓迎です。ぜひ会場へお越し

いただいて、日頃頑張っている皆さんを励まして

頂きますようよろしくお願いいたします。 

 

【お問い合わせ】 

公益社団法人 沖縄県手をつなぐ育成会 

沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３７３番１号 

（沖縄県総合福祉センター 西棟３階） 

電話 ０９８－８８２－５７２７ 

FAX  ０９８－８８２－５７２０ 

沖縄県手をつなぐ育成会 

昨年度の育成会文化祭りの様子 
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 『第８回 全国精神保健福祉家族大会』が、みん

なねっと福岡大会と称して平成２７年９月２８日

（月）、２９日（火）の２日間に渡り開催されます。 

 １日目は「精神障がい者が共に暮らせる地域づ

くり～当事者の力、家族の力、地域の力が未来を

拓く～」のテーマに基づいた基調講演と記念講演

を中心に進められます。２日目は、 

 

①家族と家族会の力と役割。 

②わが国の家族支援に求められるもの。 

③地域でくらし、地域でささえる。 

④働く喜びを広めよう。 

⑤当事者の力。自立と経験を活かす。 

⑥このままでいいの？精神障がい者のくらしと権利。 

 

以上６つの分科会と共に開催されます。 

 みんなねっと全国大会は毎年開催場所が異なり

ます。一昨年は大阪府、昨年は石川県でしたが、

今年は福岡県開催となり、沖縄からも参加しやす

くなっていると思います。精神保健、家族会活動

に関心をお持ちの皆様、福岡へ行きませんか？ 

 

【みんなねっと福岡大会】 

日 時：２０１５年９月２８日(月)、２９日(火) 

会 場：福岡国際会議場 

参加費：３，０００円 

 （障がいのある方５００円、学生１，０００円） 

問合せ先：沖縄県精神保健福祉会連合会 

担当：高橋・知念 

 

 

 

 

 平成２７年７月３日（金）に「障害者１１０番

事業研修会」が東京都障害者福祉会館で開催され

ました。各都道府県・政令指定都市の障害者１１

０番相談員が参加しており、平成２８年４月『障

害者差別禁止法』の施行に向け、講演会や事例検

討、意見交換を通して障害に基づく差別や合理的

配慮の提供について学習しました。 

 各都道府県・政令指定都市の条例の実施状況に

ついても情報を交換し意見交換も行われました。 

 

  

 

①年度別、月別・障害別相談件数  （単位：件） 

 

身体   

障がい者 

知的   

障がい者 

精神   

障がい者 
不明 計 

Ｈ26 年度

合計 
14 9 497 29 549 

4 月 4 
 

24 4 32 

5 月 2 
 

32 
 

34 

6 月 1 3 32 5 41 
Ｈ27 年度

合計 
7 3 88 9 107 

②年度別、月別・内容別相談件数  （単位：件） 

 

①     

人権  

問題 

②     

生活  

支援 

③     

医療 

・福祉 

④    

その他 
計 

Ｈ26 年度

合計 
123 347 68 11 549 

4 月 3 17 4 8 32 

5 月 4 23 7 
 

34 

6 月 10 17 11 3 41 
Ｈ27 年度

合計 
17 57 22 11 107 

 

 

沖縄県精神保健福祉会連合会 

障害者１１０番事業研修会 

障害者１１０番事業研修会 

平成 27年７月 3日（金）に「障害者 110番事業研

修会」が東京都障害者福祉会館で開催されました。 

各都道府県・政令指定都市の障害者 110番相談員

が参加しており、平成 28年 4月 『障害者差別禁止

法』の施行に向け、講演会、事例検討・意見交換を

通して、障がいにもとづく差別や合理的配慮の提供

について学習しました。また、各都道府県・政令指

定都市の条例の実施状況についても情報を交換し、

活発な意見交換も行われました。 

 

  『障害者１１０番』相談受付数 

（平成 26 年 4 月～平成 27 年 6 月） 

障 害 者 １ １ ０ 番 

障がい者の人権を守り、生活を支援します 

 

◆ 相談日：月曜日～金曜日 ：9：00～17：00 

【相談内容】 

人権問題・生活支援・医療福祉・その他障がい者自

身または家族、友人や知人で悩んでいる方、困ってい

る方などの相談。 

あなたの近所の方で悩んでいる、困っている方など

の情報をお気軽にご相談ください。 

 

※ 秘密は守ります。相談は無料です。 

 

【問い合わせ先・連絡先】 

◆ 電話（FAX兼用）：０９８－８５１－３９１０ 

◆ メールアドレス：jimukyok14@okisin.jp                                                                                                                                                                                                         

〒901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座1038番地1 

(沖縄県障害者社会参加推進センター 相談室) 

 みなさん、はじめまして。今年度から沖

縄県障害者社会参加推進センター長に就任

となりました『仲田』と申します。平成２

７年度の事業が本格的に開始され、早４ヶ

月が経ちます。事業に追われあたふたして

いる毎日ではございますが、障害者福祉事

業を職員一丸となって取組み、障害者福祉

の向上を目指して努力してまいりますの

で、今後とも皆様方のご支援・ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

編集後記 

mailto:jimukyok14@okisin.jp

