
 

令和３年度 熊本市手をつなぐ育成会事業報告 

 

１．総 括 

新型コロナウィルスとの戦いが３年目を迎え、加えて 2 月終わりからロシアによ

るウクライナ侵攻も始まり、暗いニュースばかりが飛び交っている。 

中でも終わりの見えないコロナウィルス感染の影響は大きく、令和 3 年度は、私た

ち育成会の会員家族や本人、事業所において、本人に症状が出ていなくとも、感染者

との濃厚接触の可能性があると休みを取らざるを得ないので、利用回数が減り、施設

運営に大きな打撃を受けた。 

また、障がいのある本人も、通っている学校や施設、事業所が突然休みになったり、

働く時間数が減ったりするなど、生活の変化に戸惑い、イライラして困っているとい

う電話も度々寄せられた。 

育成会活動も、昨年度ほどではないが、せっかく計画した研修会や、各委員会、懇

談会など集まっての行事がその時々のコロナウィルスの感染状況により、中止を余儀

なくされる場面も多かった。月１回の本人活動である『つなごう会』は今年度も半分

ほどしか開けなかった。 

昨年度に引き続き、中長期プランの実践の検討をはじめ、新たな規程の導入などの

協議を重ね、令和４年度から新規定のもとで動き出すことになった。 

コロナウィルス感染症の影響は昨年度ほどではないが、事業運営面では、全体的に

大幅な収入減となった。 

しょうぶの里は、入所施設でクラスターが発生するリスクが高いため、最高レベル

での感染防止策を取らざるを得なかった。自宅への帰省の制限や家族との面会や外出

も制限せざるを得ない状態が続き、里まつりをふくめた地域の皆さんとの交流も再開

できないままであった。 

第二ぎんなん作業所は、ほぼ全員の方が利用されたが、ご家庭の事情で数人が退

所された。体験実習の受け入れや事業所の PRなど、各学校へも積極的にアプローチ

していかなければならない。 

子ども育ちの家「て・い・く」は、学校の児童生徒への感染が拡大し、学校、学級

閉鎖などで日々の利用人数の増減が激しくなるなど、対応に追われた。 

詳しくは、各事業所の事業報告を参照いただきたい。 

 

２．令和３年度の主な事業の報告 

(1) 意見交換会 

○ 熊本市障がい保健福祉課との意見交換会（令和 4年 2月 2日開催予定、書面回答に） 

（内容） 

・福祉サービス(日中一時と短期入所の時間配分、療育手帳の再判定)について 

  ・生活支援(グループホームについて) 

  ・就労（就労定着支援、B型事業所、障がい者製品の PRや支援について） 



 

  ・人権（障がい者の権利を守る法律の PR、合理的配慮の義務化について） 

  ・高齢化対策（きょうだい支援について） 

  ・災害時の対応について 

  ・制度利用の「わかりやすい版」の作成について 

 

 ○熊本市教育委員会との意見交換会（令和 4年 2月 5日開催予定、書面回答に） 

  （内容） 

・パラリンピックを機に、共生社会の実現に向けた取り組みの強化を 

・特別支援学級などの教育の充実について 

              ・できることを伸ばす教育を 

  ・特別支援学校における多様な選択肢 

  ・高等学校における通級による指導について 

  ・医療的ケアが必要な児童生徒への支援について 

  ・発達障がいで病院に入院中の児童生徒への訪問教育(院内教育)について 

   

(2) 啓発活動 

 ○ 知的障がい・発達障がいを疑似体験するキャラバン隊の出前講座の開催（６ヵ所） 

  ・7/8 平成さくら支援学校教員向け  ・7/28 鹿本農業高校生徒向け 

  ・11/22 (植木町)山本小学校教員向け ・11/26 熊本農業高校生徒向け 

  ・12/13 (植木町)菱形小学校教員向け ・12/16 託麻東小学校 4年生児童向け 

 ○ 知的障害発達障がいのある子どもの卒業後の未来についての出前講座(4か所) 

  ・8/18 あおば支援学校保護者教員向け ・8/24 平成さくら支援学校教員向け 

  ・11/17 (植木町)菱形小学校・市特別支援教育北ブロック教員向け 

  ・1/20 平成さくら支援学校公開授業研究会講演 教員保護者向け 

   *オンラインでの実施を含む 

 

(3) 研修会等の実施 

〇 育成会職員全体研修会（11月 13日育成会の３事業所をオンラインで結ぶ分散方式）  

〇 全国手をつなぐ育成会「知的障がいのある方の保険についての研修」 

（10月 23日 はなぞの学苑にてオンライン開催） 

 ○ 先輩教えて拡大版（11月 17日 希望荘） 

 

３．行政及び関係団体・機関への委員等の推薦・派遣 

 ・（熊本市）熊本市障害者施策推進協議会 … 西会長 

 ・（熊本市）熊本市社会福祉審議会委員 … 西会長 

 ・（熊本市）熊本市障害者自立支援協議会委員 … 西会長 

 ・（熊本市）熊本市障がい者差別解消支援地域協議会委員 … 西会長 

 ・（熊本市）熊本市障がい者虐待防止連絡会議 … 西会長 

 ・（熊本市）教育委員会 特別支援教育推進協議会委員 ･･･ 西会長 



 

・（熊本市）教育委員会 特別支援教育教科書選定委員 ･･･ 西会長 

・（熊本市）障害者スポーツ大会運営委員 … 髙橋副会長 

・（熊本市社会福祉協議会）評議員 … 西会長   

 ・（熊本市社会福祉事業団）理事  ･･･ 西会長 

              評議員 … 髙橋副会長 

・（KDF熊本障害フォーラム）理事 ･･･ 西会長 

 ・（熊本市発達障害者支援センターみなわ）連絡会委員 ･･･ 西会長 中村評議員 

 ・（アールブリュットパートナーズ熊本）コーディネーター･･･ 西会長                                                                                                      

 ・（熊本県手をつなぐ育成会）副会長 ･･･ 西会長 

理  事 ･･･ 髙橋副会長 

               評議員 ･･･ 坂本評議員  

 ・（全国手をつなぐ育成会連合会）副会長 ･･･ 西会長  

 

４．各種育成会大会 

(1)定期大会 令和 3年 9月 2日（木）10時～12時 30分 

コロナウィルス感染拡大のため、３か所(パレア/しょうぶの里/全育連東京事務所) 

と、YouTube配信で開催した。 

（参加者）パレア会場 18名・しょうぶの里 47名・YouTube 320視聴アクセス 

（内 容）表彰・中長期プラン策定報告・中央情勢報告(全育連より) 

 

(2)県大会、九州大会は、新型コロナウィルス感染拡大のため中止。 

全国大会は、表彰・中央情勢報告を収録。関係各所に DVDで配送。 

 

５．各委員会活動 

(1)相談委員会 

〇 成人部委員会との合同による「ちょっと聞いてよ！」(毎月第 4月曜日)開催。 

〇 学校部「先輩教えて‼」（毎月第 3水曜日）に交代で参加。 

○ 出前講座『知的障がいの疑似体験と相談会）』（６か所） 

 ○ 県育成会相談員・協力員研修会参加（県庁地下大会議室 12月 8日） 

  ○ 啓発キャラバン隊研修（全育連主催）オンラインで参加。  

 

 (2)学校部委員会 

 〇 「先輩教えて‼」（毎月第 3水曜日）の開催 希望荘にて数回の実施。 

○ 拡大版「先輩教えて‼」開催（11月 17日） 

    見学会･･･県立はばたき高等支援学校見学会 

 

 (3)成人部委員会 

〇 相談委員会との合同で「ちょっと聞いてよ！」(毎月第 4月曜日)の開催 

 *ただし、新型コロナウィルス感染拡大のため、開催できたのは数回のみ。 



 

 

(4)研修・活動委員会 

 〇 全国手をつなぐ育成会連合会の「育成会フォーラム」研修 DVD視聴。 

 

(5)広報委員会 

 〇 広報紙「くまもと手をつなぐ」の発行 

  ＜各号の主な内容＞ 

   

 ◦128号（ 7月発行）  

内容・新役員紹介 

・祝 しょうぶの里 20周年 

・職員の新任、退任のお知らせ 

                             その他 

   ◦129号（12月発行） 

     内容・定期大会 

・つなごう会 

・岩本評議員、長田監事様 長年ありがとうございました！  

その他 

◦130号（3月発行） 

      ・成人おめでとう / ご卒業おめでとう 

   ・生の芸術「アールブリュット展覧会」 

                    その他  

(6)本人部委員会「つなごう会」（月別実施内容）         

4月 18日 年度はじまりの会 （パレア 参加 29名） 

＊5月（コロナウィルスの感染拡大により中止）                 

6月 20日 熊本駅アミュプラザの見学 （アミュプラザ 参加 33名） 

7月 18日 ボウリング大会  （大劇ビル スポルト熊本 参加 34名） 

＊8、9月（コロナウィルスの感染拡大により中止） 

10月 17日  パークゴルフ   (扇田ふれあい広場 参加 45名） 

11月 21日 日帰り旅行   （県立装飾古墳館 山鹿 参加 37名） 

12月 5日 お楽しみ会   （市健康センター新町分室 参加 39名） 

＊1、2月（コロナウィルスの感染拡大により中止） 

3 月 21 日 おわりの会 （希望荘 参加 24 名 しょうぶの里からは zoom で参加） 

                          

 (7)おやじの会   *開催休止中 

 

（8）その他 

＊熊本市手をつなぐ育成会中長期プラン策定及び就業規則等リニューアル検討会 

 毎月 1回 会長・副会長・各施設長・本部事務局長・統括事務長参加で開催。 


