
NO 正会員育成会 申請団体 研修テーマ等 実施年月日 講師 参加者数 助成金の額 事業の成果と育成会活動の展望

人 円

40 140,000

2 福島県手をつなぐ親の会連合会
NPO法人がんばろう会
（平田村の育成会名）

平田村障がい者親の会立ち上げに向けてのイベント「家族を守る」 平成29年12月5日
佐藤靖高（自閉症児の親であり知
的障害の妻をもつ方）

10 58,000
保護者、行政、教員等の参加が得られ、障害児者の家族が話し合える組織づ
くりを目指すことで確認できた。

3 埼玉県手をつなぐ育成会　 　　 秩父手をつなぐ育成会
障害基礎年金について～知らずに損をしないために、
学齢期から準備しておくこと～

平成29年6月18日 倉本貴行（社会保険労務士） 70 50,000 参加した非会員20名（うち当日会員になった者4名）との新たな仲間ができた。

4 埼玉県手をつなぐ育成会　 　　 越谷市手をつなぐ育成会
障害基礎年金について～子どもの未来の安心のため
に、今から準備すべきこと～

平成29年10月6日 倉本貴行（社会保険労務士） 56 44,000
保護者、教員、支援者等幅広く参加が得られ、実践的な内容で好評だった。育
成会のリーフレットや会報を配布し育成会活動をアピールすることもできた。

5 東京都知的障害者育成会　 　　 世田谷区手をつなぐ親の会 障害者と高齢者が過ごす「富士型デイサービス」を学ぶ 平成29年5月24日
惣万佳代子（NPO法人このゆび
とーまれ代表）

250 100,000
今後の施策、活動に反映することが期待できるとともに、施設、事業所、親の
会のコミュニケーションをさらに密にするきっかけをつくった。

6 東京都知的障害者育成会　 　　 杉並区手をつなぐ育成会 やってみよう！キャラバン隊～楽しくまなぶ★障害あるある～ 平成29年11月29日 関哉直人（弁護士） 71 92,000
今後の各地域でのキャラバン隊実施に向けて、非常に参考になった。隣接の
親の会との共催により相互の情報交換、理解を深めることができた。

7 山梨県手をつなぐ育成会　 　　 甲府市手をつなぐ育成会 地域で自分らしく暮らすには 平成30年2月25日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員他） 118 150,000
半数以上は会員以外で、「手をつなぐ」の申込みをする人もあった。翌日の新
聞に研修会の記事が掲載され、育成会を広くＰＲすることもできた。

8 長野県手をつなぐ育成会　 　　 長野市手をつなぐ育成会 障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」 平成30年2月14日
渡部伸（「親なきあと」相談室主宰;
行政書士）

159 56,000
親なきあとを考える機会となり、育成会内に「親なきあと相談室」の開設を望む
声も多く、今後の検討課題となった。

9 長野県手をつなぐ育成会　 　　 松本市手をつなぐ育成会 地域で豊かに暮らすためのHｏｗ ｔｏ 平成30年1月14日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 53 83,000
報酬改定により障害者の生活にとってどこがどう変わるのかを学び、育成会活
動を考える機会となった。

10 富山県手をつなぐ育成会　 　　 魚津市手をつなぐ育成会 自閉症・発達障害の日とへのコミュニケーション支援 平成29年11月25日 奥平綾子（兵庫県の自閉症児の母） 97 100,000
障害の特性を理解でき、関わり方や具体的な支援方法を知る機会となった。育
成会は同じ親の立場で、苦慮する親の気持ちを共有しアドバイスを提供するこ
とで、信頼関係をつくり活動にさらに参加してもらえることを目指したい。

11 石川県手をつなぐ育成会　 　　 金沢手をつなぐ親の会 家族とは？　きょうだいの気持ちは 平成29年11月26日 有馬桃子（臨床発達心理士） 90 200,000
きょうだいが成長する中でどんな経験をし、ニーズがあるのか、子育ての参考
となった。会員以外の参加者も多く障害の理解が深まり、親睦も図れた。

12 福井県手をつなぐ育成会　 　　 福井市手をつなぐ育成会 自分らしく生きるために～住まいのこと・高齢期のこと～ 平成29年12月3日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 60 200,000

単独での講演会開催は十数年ぶりであり、どのように進めて良いか分からな
かったが、県育成会の支援を受け実施できた。親の会の雰囲気が戻ってきた
感がする。その後の行事や新年会にはこれまでと違った参加や関心があり、
育成会再生の機運が出てきたと感じている。

13 愛知県知的障害者育成会　　　 阿久比町手をつなぐ育成会
障害者の制度と暮らしについての講演会（権利擁護・
差別解消など）

平成29年9月28日 野沢和弘（毎日新聞社論説委員） 187 100,000
知多ブロック（５市5町）の共催として実施したことで、ブロックの一体感がより強
まった。新規に若い5名の会員加入があり、若い世代の参加が多く得られた。

14 滋賀県手をつなぐ育成会　 　　 草津手をつなぐ育成会 障がい児・者の性について学ぼう 平成29年8月24日 伊藤修毅（日本福祉大学准教授） 73 100,000
障害児・者を理解してもらえる環境づくりを行っていることが周知できた。継続
開催により入会や関わりをもつことの重要性を認知してもらうことを高め、この
テーマでの県内育成会の取り組み推進にも支援を行いたい。

15 大阪手をつなぐ育成会　 　　 門真市手をつなぐ育成会 コミュニケーション支援のためにアプリを知り、活用しよう！ 平成29年9月11日～2月2日 中園正吾（福祉情報技術ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 66 97,000
障害者のコミュニケーションツールを学ぶ機会となった。継続的に実際にｉPad
を使った研修を望む声が多くあり、支援学級の保護者等へも広め実施していき
たい。

16 兵庫県手をつなぐ育成会　 　　 西宮市手をつなぐ育成会 みんなですすめる「安心」のまちづくり 平成29年11月12日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 88 115,000
地域生活支援拠点の整備を当事者家族の目線で問題提起し、完成形を共有
する確認の機会となった。今後も当事者団体としての役割を果たせる活動を続
けたい。

17 兵庫県手をつなぐ育成会　 　　
NPO法人姫路地区手をつ
なぐ育成会

障害のある人が地域で暮らしていく為に 平成30年3月4日 福岡寿（日本相談支援専門協会顧問） 52 70,000
本人を中心に、家族、行政、支援者、地域の輪型の支援体制の重要性を学ん
だ、障害のある人が地域で暮らしていくことを目指して、育成会の役割を考えて
いく機会となった。

18 鳥取県手をつなぐ育成会　 　　 米子市手をつなぐ育成会
強度行動障害の理解とスタンダード～福祉的支援の
到達点と今後の課題～

平成29年12月24日 信原和典（国立のぞみの園研究員） 37 111,000
強度行動障害の理解が深まり、今後も会員のニーズに合った研修を企画し、
育成会の活性化、会員増強に繋げたい。

19 岡山県手をつなぐ育成会　 　　 津山手をつなぐ親の会 重度心身障害児・者の未来を考える 平成29年12月17日
末光茂（〈社福〉旭川荘理事長）・村
上三子（美咲町親の会会長）

120 176,000
家族の繋がりをもつきっかけとなり、情報交換による思いの共有などが得られ
た。研修会の運営委員会を発足したことにより、家族、行政、支援機関がネット
ワークを築くことができた。定例化し仲間づくりを目指したい。

20 広島県手をつなぐ育成会　 　　 竹原市手をつなぐ育成会
知的・発達障害児の育ちの援助と最近の薬物療法の
効果と実際

平成30年1月14日
河野政樹（広島県立障害者療育支
援ｾﾝﾀｰわかば療育園長）

50 80,000
会員が高齢化する中で、若い保護者向けの研修会を開催できた。近隣の町か
らも参加があり、若い保護者が育成会活動に強い興味を示し、新たに会員登
録があったことは大きな成果であった。

21 広島県手をつなぐ育成会　 　　 尾道市手をつなぐ連合育成会 子ども期から老年期までの豊かな暮らしを支えるために 平成30年1月6日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 60 120,000
制度やサービス内容は改正の都度、研修を行う必要があると痛感した。会員
以外の参加も多くあり、地域共生社会の実現に向け、行政や育成会の相互連
携を密にした活動を継続したい。

平成29年度地域育成会活性化のための研修等事業費助成金決定状況

福島県手をつなぐ親の会連合会1 石川町手をつなぐ育成会 特別支援学校・学級の児童生徒と保護者の情報交換会 平成29年12月17日 徳田芳江（社福：優樹福祉会）
集まりやすい雰囲気のもと、育成会組織、活動内容の紹介とともに、本人活動
のゲーム、歌、ダンスなど親子で楽しい時間を味わい、入会の関心をつくること
ができた。



NO 正会員育成会 申請団体 研修テーマ等 実施年月日 講師 参加者数 助成金の額 事業の成果と育成会活動の展望

人 円

64 199,000

23 福岡県手をつなぐ育成会　 　　 筑後市手をつなぐ育成会 障害者総合支援法～来年4月から何が変わるか～ 平成29年11月3日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 113 104,000
障害者総合支援法改正の理解が得られた。会員のほかに障害者団体、行政
等の参加もあり、育成会活動の周知が図れた。今後、他の団体とのネットワー
クを築き、継続的な市民研修会として開催したい。

24 福岡県手をつなぐ育成会　 　　 筑豊地区手をつなぐ育成会
親と障がいのある子の高齢化に向けて～高齢期の制
度・支援・住まい～

平成29年7月17日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 94 80,000
育成会の枠にとらわれず活動したことにより、育成会の存在（活動）を周知させ
ることができ、役員の活動への自信につながった。

25 長崎県手をつなぐ育成会　 　　 長崎市手をつなぐ育成会 体験してみよう、知的障害　理解してもらおう、知的障害 平成29年11月23日 広島県手をつなぐ育成会「あび隊」 85 133,000
疑似体験により、障害への理解が深まった、今後の活動に活かしたいなどの
声があり、キャラバン隊発足に向け一歩踏み出せた。育成会活動として、理解
を広めるための研修会を継続したい。

26 熊本県手をつなぐ育成会　 　　 熊本市手をつなぐ育成会 どうなる？障害者総合支援法どうする？障がいのある我が子 平成29年9月2日 又村あおい（「手をつなぐ」編集委員） 45 86,000
育成会の立場として今後どう運動展開していくべきか。また自分たちの立場で
課題をどう解決していくのかのヒントが得られた。

27 宮崎県手をつなぐ育成会　 　　 宮崎市手をつなぐ育成会
違いを知り 認め さとる～脳科学から見た 老若男女の
ちがい～

平成29年10月12日 足立明彦（心の相談室代表） 38 80,000
保護者の困り感・不安の解消につながった。子どもの困り感の原因や対処法
などを学べた。会員外の参加も多く育成会活動を知ってもらう機会となった。

28 鹿児島県手をつなぐ育成会　 　　 鹿児島市手をつなぐ育成会 これからの育成会「楽しく、役立つ新しい育成会活動をめざして」 平成29年11月16日
小島幸子（栃木県手をつなぐ育成
会会長）

137 200,000
市・町育成会単独で活性化を図ることは難しく、今回の研修会の実施により、
県育成会はじめ各育成会が連携して取り組む効果・方向性の示唆を得た。

29
川崎市育成会手をむすぶ
親の会

川崎市育成会手をむすぶ
親の会

知的障害理解のための研修会～知的障害疑似体験を
してみませんか？～

平成29年11月24日
疑似体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：たつの市市民
団体「ぴーす＆ピース」

93 165,000

知的障害や発達障害のある人の気持ちや困り感を実感でき、適切な支援に繋
がる可能性が広がった。小学校などでの開催を望む声があり、育成会活動とし
て行っていく動機づけとなった。こうした活動により育成会の知名度が上がり会
員獲得の期待が持てる。

30 名古屋手をつなぐ育成会　 　　 名古屋手をつなぐ育成会 知的障害者疑似体験～知ってほしい！私たちのこと～ 平成29年9月26日
疑似体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：たつの市市民
団体「ぴーす＆ピース」

63 141,000
会員以外の参加者も20名あり、知的障害のある人の理解啓発を地域の方々と
一緒に進めていく活動への手ごたえを感じた。疑似体験の手法を学ぶことがで
き、こうした活動を継続していきたい。

合計 3,430,000

22
様々な観点からの支援の大切さを学ぶことができた。今後も会員内外の参加・
連携による学ぶ場を育成会としてつくっていきたい。

吉川かおり（明星大学教授）平成29年12月19日兄弟支援・家族支援について学ぼう今治市手をつなぐ育成会愛媛県手をつなぐ育成会　 　　


