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事業概要 

 

補助事業番号 21-2-023 

補助事業名  平成21年度 心身障害児の療育相談等 補助事業 

補助事業者名 社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会 

 

１．補助事業の概要 

（１） 事業の目的 

巡回療育相談指導及び集団指導を通じて、重症心身障害児（者）の在宅対

策を推進し、もって社会福祉の増進に寄与する。 

（２）実施内容 

【巡回療育相談指導】 

医師・看護師・専門指導員等の専門スタッフで巡回療育相談班を編成し実

施地に派遣し、心身障害児（者）の診療を行い、相談に応じ親たちを指導し

た。 

実施地は、福島県・広島県・愛媛県・奈良県・熊本県・長崎県で次の通り

実施した。 

① 福島県 平成21年10月31日 大玉村保健センター    （会場）7名 

    平成21年11月 1日 白河市中央保健センター  （会場）5名 

    （相談班の編成）医師1名 看護師3名 専門指導員17名 

② 広島県 平成21年11月19日 福山市内         （訪問）1名 

             若草園          （会場）3名 

    平成21年11月20日 尾道市内         （訪問）1名 

             若草園          （会場）2名 

    （相談班の編成）医師1名 看護師2名 専門指導員7名 

③ 愛媛県 平成21年12月23日 西条市内         （訪問）6名 

    平成21年12月24日 川之江ホーム       （会場）2名 

             四国中央市内       （訪問）4名 
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    （相談班の編成）医師2名 看護師1名 専門指導員7名 

④ 奈良県 平成22年 2月 2日 広陵町・天理市・奈良市  （訪問）3名 

    平成22年 2月 3日 奈良市・平群町      （訪問）2名 

              バルツァ・ゴーデル    （会場）1名 

    （相談班の編成）医師2名 看護師3名 専門指導員8名 

⑤ 熊本県 平成22年 2月20日 清水整形外科（宇城市）  （会場）6名 

             松橋町          （訪問）1名 

    平成22年 2月21日 菊池市総合福祉センター  （会場）5名 

             菊池市内         （訪問）1名 

    （相談班の編成）医師2名 看護師3名 専門指導員15名 

⑥ 長崎県 平成22年 3月 6日  

雲仙市小浜町・大村市・諫早市    （訪問）3名 

        県立こども医療福祉センター（諫早市） (会場)2名 

    （相談班の編成）医師1名 看護師2名 専門指導員 7名 

【集団指導】 

1泊2日の集団療育キャンプを行う。 

実施地は、宮城県・新潟県・石川県・大阪府・栃木県・熊本県・東京都で

次の通り実施した。 

① 宮城県 実施日時 平成21年8月9日～10日 

    実施場所 東京第一ホテル モンタナリゾート岩沼 

    参加者 47名 

 

 

 

② 新潟県 実施日時 平成21年9月12日～13日 

    実施場所 新潟県立こども自然王国 

    参加者 43名 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

10 10 6 21 47 
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③ 石川県 実施日時 平成21年10月31日～11月1日 

    実施場所 かんぽの郷 白山尾口 

    参加者 40名 

 

 

 

④ 大阪府 実施日時 平成21年11月14日～15日 

    実施場所 ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 

    参加者 43名 

 

 

 

⑤ 栃木県 実施日時 平成21年12月5日～6日 

    実施場所 真岡井頭温泉チャットパレス 

    参加者 40名 

 

 

 

⑥ 熊本県 実施日時 平成21年10月3日 

    実施場所 アソシエート 

    参加者 32名 

 

 

 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

12 13 9 9 43 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

8 8 9 15 40 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

15 12 9 7 43 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

8 13 6 13 40 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

9 14 4 5 32 
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⑦ 東京都 実施日時 平成22年3月2日 

    実施場所 東京都立東大和療育センター 

    参加者 51名 

 

 

 

２．予想される事業実施効果 

巡回療育相談は、それぞれの記録を検討整理して各地域の担当機関に提供して

活用いただいているので、「障害児（者）地域療育等支援事業」の推進に大きく

寄与できたものと考える。 

集団指導は家庭内に引きこもりがちな障害児（者）の家族が専門スタッフのサ

ポートにより安心して日常生活から離れ、心身の気分転換を図ると共に、障害児

（者）には社会性を広げる機会を、保護者にはリフレッシュや他の参加者との交

流により意見・情報交換の機会を与えることができた。また、ボランティアの積

極的な参加を呼びかけ地域住民へのボランティア精神の普及を図ることができた。

これにより心身障害児（者）の在宅対策を推進し、社会福祉の増進に寄与できる

ものと考える。 

 

３．本事業により作成した印刷物等 

無し 

 

４．事業内容についての問い合わせ先 

 団 体 名： 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 

 （シャカイフクシホウジンゼンコクジュウショウシンシン

ショウガイジ（シャ）ヲマモルカイ） 

  住  所： 154-0005 

東京都世田谷区三宿2-30-9 

 代 表 者： 会長 北浦 雅子（カイチョウ キタウラ マサコ） 

担当部署： 事務局（ジムキョク） 

障害児者 保護者 スタッフ ボランティア 合計 

18 17 11 5 51 
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 担当者名： 物井 夕夏（モノイ ユカ） 

 電話番号： 03-3413-6781 

 F A X ： 03-3413-6919 

 E-mail  ： mamorukai@msi.biglobe.ne.jp 

 ＵＲＬ  ： http://www.normanet.ne.jp/~ww100092/ 
 


