
1995年8月10日 第三種郵便認可（毎週1回水曜発行）
2014年8月5日 発行 増刊通巻第6214号

　

平成26年6月30日（月）に、神奈川県民活動サポー
トセンターにおきまして、平成26年度第1回理事会
および通常総会を開催いたしました。

当日は、都合により欠席の方もいらっしゃいました
が、委任状により無事開催でき、全ての案件につい
て承認をいただきました。誌面を借りまして、厚く
お礼申し上げます。

なお、当日、当法人の定款に定める副理事長の欠員
補てんの緊急動議が出され、鈴木治郎氏を副理事長

とすることを理事会として承認いたしました。これ
により、鈴木治郎氏は、今後、副理事長兼事務局長
として活躍いただくこととなりました。

ここに、承認いただきました、事業報告等を掲載い
たします。

今年度も、計画に従いまして、障害者の社会参加の
促進を主目的に、職員一同一丸となって事業に取り
組む所存ですので、一層のご理解ご支援を賜ります
ようお願いいたします。

KILC通信 平成26年度
通常総会 特集号

《平成26年度 第1回理事会》
１　日時　平成26年6月30日（月曜日）　午前10時00分～11時00分

２　場所　かながわ県民活動サポートセンター　1501会議室

３　総理事数　10名

４　出席者の数　9名（表決委任者６名）

５　議題

　　　第1号議案　平成25年度事業報告案及び収支決算案承認の件

　　　第2号議案　平成26年度事業計画案及び収支予算案承認の件

　　　第3号議案　平成26年度借入金最高限度額承認の件

《平成26年度 通常総会》
１　日時　平成26年6月30日（月曜日）　午前11時00分～11時30分

２　場所　かながわ県民活動サポートセンター　1501会議室

３　総会員数 39名

４　出席者の数　37名（表決委任者28名）

５　議題

　　　第１号議案　平成25年度事業報告案及び収支決算案承認の件

　　　第２号議案　平成26年度事業計画案及び収支予算案承認の件
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平成25年度事業報告書

《総括》
平成２５年度は、障害者虐待防止法に基づく「県権利擁護センター事業」を神奈川県から受託し、それに伴う
人員配置をするなど、新しい執行体制となった。
また、年度途中から、生活介護事業所（あつぎみなみ・デイサービスキルク）を開所し、なかなか外出の機会
に恵まれない障害者を中心にサービスを提供している。安定的な運営ができるよう、鋭意取り組んでいきた
い。
緊急雇用創出事業の受託が一年ぶりに復活し、単年度事業として「障害者のためにスポーツ施設好事例調査事
業」を実施し、県内のスポーツ施設に事前アンケート調査及び訪問調査を行い、その内容を冊子に取りまと
め、各スポーツ施設等に配布し、ハード及びソフト面のバリアフリーに尽力した。
従前より実施している、あつぎ自立生活センター（厚木市障害者相談支援等事業）や、居宅介護派遣事業（ヒ
ューマンネットワーク湘南）、就労継続支援Ｂ型事業（デイサービスセンターキルク）、就労継続支援事業
（地域活動支援センターこぶし）などは、安定的な運営を行った。
補助金の打ち切りで独自事業となった、重度訪問従業者養成研修についても、参加費用の縮減に取り組んだこ
と等により、数多くの参加者を獲得した。
その他、各種の事業に障害当事者団体としての視点を持ちながら取り組んだことにより、県内の企業や団体等
から様々な講演・研修の依頼などもあり、当センターの設立の意義をいかんなく発揮できた１年間であった。
以上のことを踏まえ、以下の通り事業報告する。

※なお各事業の内容については概要のみ記載。詳細については平成26年度事業計画を参照。（落ち事業については記載）

1　自立生活支援事業
（１）ピア・カウンセリング等相談事業（障害者自立支援事業等）

・内　　　容　　障害種別にピア・カウンセラーを配置して各種相談を実施した。
※一部、神奈川県委託事業（主管課：障害福祉課）

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　１０人
・場　　　所　　厚木事務所及び県内施設等
・対　象　者　　障害者延５４１人
・支　出　額　　４,４９０,０９３円

（２）相談支援事業（あつぎ自立生活センター）
・内　　　容　　障害者ケアマネジメント手法のもと、相談支援専門員として調整等を行った。

※厚木市委託事業（主管課：障がい福祉課）
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　厚木事務所・ゆいはあと・厚木市内及び周辺地域
・対　象　者　　障害者２,１２６人
・支　出　額　　１０，３６３，６７８円

（３）居宅介護事業（ヒューマンネットワーク湘南）
・内　　　容　　全身性障害者に対し訪問介助員による居宅支援を実施した。
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　延１８２人
・場　　　所　　厚木事務所
・対　象　者　　障害者　延１２名
・支　出　額　　１４，６５０，９１５円



1995年8月10日 第三種郵便認可（毎週1回水曜発行）
2014年8月5日 発行 増刊通巻第6214号

　

（４）生活介護事業（あつぎみなみ・デイサービスキルク）
・内　　　容　　障害者の生活介護サービスを運営した。
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　１０名
・場　　　所　　厚木市内
・対　象　者　　障害者　２０名（定員）／延２８７人
・支　出　額　　８，８２１，６５６円

（５）権利擁護センター事業（神奈川県障害者権利擁護センター）
・内　　　容　　都道府県権利擁護センターを運営した。

※神奈川県委託事業（主管課：障害福祉課）
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　４名
・場　　　所　　神奈川県内
・通報、相談　　延７５件
・支　出　額　　１０,０９５,６５９円

（６）就労継続支援Ｂ型事業（デイサービスセンター・キルク）
・内　　　容　　地域において継続的な日中活動の場を提供。また平塚競輪場内において売店運営を実施した。
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　４人
・場　　　所　　平塚（桃浜）事業所
・利　用　者　　２２名
・支　出　額　　１０,７５１，９４０円

（７）地域活動支援センター事業（地域活動支援センターこぶし）
・内　　　容　　創作的活動や生産活動などの地域活動支援を実施した。
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　平塚（東中原）事業所
・利　用　者　　１１名
・支　出　額　　１７，４７７，２４７円

２　情報提供事業
（１）障害者理解促進事業

・内　　　容　　障害当事者等の講師を派遣し、障害特性、障害者に対する配慮、支援方法などを講義した。
※神奈川県委託事業（主管課：障害福祉課）

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　６人
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・利　用　者　　７４０人
・実 施 回 数　　３５回以上
・支　出　額　　３,９５６,４３１円

（２）スポーツ施設好事例調査事業（落ち事業）
・内　　　容　　地域に数多く存在するスポーツ施設が、障害者を始め誰もが安心・安全にしかも手軽に利用でき

ることが必要と考える。また、障害者スポーツが、リハビリのためのものから生活の質の向上の
ためのものとして位置づけを変える中、日常生活圏域で利用できるスポーツ施設の存在が欠かせ
ない。
そこで、県内のスポーツ施設を対象に、障害に配慮した整備状況や障害者の受入れ体制等を調査
し、積極的に取り組んでいる事例などをまとめ、障害者の体力維持・増進やスポーツ振興に役立
てるとともに、各スポーツ施設で障害者に対する理解促進に向けたテキストとしても活用してい
ただけるよう配布周知した。

・日　　　時　　通年
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・従事者人員　　１２名
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・支　出　額　　１８,２５０，０６５円

（３）ＩＴ利活用事業
・内　　　容　　　パソコンボランティアの養成に取り組んだ。

※公益社団法人かながわ福祉サービス振興会委託事業
・日　　　時　　通年
・従事者人員　　３名
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　登録ボランティア　２５人
・支　出　額　　９４６，９４４円

（４）その他情報提供事業
・内　　　容　　県内地域を障害当事者が自ら調査・点検・研究を行いその成果を行政や関係機関に提言した。
・日　　　時　　通年
・従　事　者　　５人
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　障害者・一般１５０人
・支　出　額　　６１，８５６円

３　啓発普及事業
（１）講座開催事業（重度訪問介護従事者養成研修）

・内　　　容　　全身性の障害者等のニーズに対応する、重度訪問介護従業者養成研修を開催した。
・日　　　時　　２回（１０/５～６、３/１５～１６）
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　一般５２人
・支出見込額　　４５０，７８９円

（２）広報活動事業
・内　　　容　　機関誌を発行し、支援センターの運営や事業等を広報するとともに、各種媒体を通じて障害者

の自立のために必要不可欠な情報を提供した。
・日　　　時　　年９回
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　法人事務所等
・対　象　者　　障害者・一般３５４人
・支　出　額　　２１１，５２７円

（３）その他普及啓発事業
・内　　　容　　障害当事者の権利擁護等を目的としてフォーラムを開催した。

（虐待防止追加研修との同時開催。）
・日　　　時　　年１回
・従事者人員　　１０人
・場　　　所　　神奈川県内
・参　加　者　　障害者・一般６７人
・支　出　額　　２,４７７，２８

7円
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平成26年度事業計画書

《基本的な考え方》
平成25年度において、国連・障害者権利条約が批准・発効した。国内法の整備を前提とした当事者活動御成果
といっていい。障害者基本法改正、障害者虐待防止法の施行、障害者差別解消法の成立と、障害者を取り巻く
環境は、法制度の充実が現実社会を追い越している感もぬぐえない。しかしながら、法の意義を位置づけるに
は、障害当事者を始めとして障害者支援に取り組む我々の今後の活動が、大きな存在となってくる。その意味
からも、平成２６年度は、一つの転換期として位置付けたい。
当センターが、特定非営利活動法人の認証をいただいてから１２年目となる平成２６年度においては、当法人
の設立目的である『真に「共生の社会」の実現を目指す』ための活動を一層進めることを念頭に、重点項目を
定め、次の事業に取り組む。
また、これまで、緊急雇用対策事業により様々な事業に取り組んできたところであるが、本年度からは当該事
業の適用が無くなったため、雇用の面で厳しい状況となっていることに鑑み、所員一人ひとりの持つ資質を最
大限に発揮できるような体制を構築し、事業に取り組むこととする。

《平成26年度重点項目》
　① 障害者の社会参加の促進
　② 横断的な事業推進体制の構築
　③ 新規事業の検討及び推進
　④ 生活介護事業所等の安定的な運営

《事業内容》
１　自立生活支援事業

（１）ピア・カウンセリング等相談事業（障害者自立支援事業等）
・内　　　容　　地域で生活する障害当事者（以下、「当事者」。）の生活上の悩みや社会参加のニーズなどの

相談に応じ、日常的に自立した生活を送ることができるように、活用できる制度・資源・サー
ビス等の情報提供や専門機関の紹介等を行う。
ＮＰＯ法人あつぎ福祉ネットワーク事務局運営委託事業、かながわ身体障害福祉ネットワーク
事務局運営委託を含む。
※一部、神奈川県委託事業（主管課：障害福祉課）

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　１０人
・場　　　所　　厚木事務所及び県内施設等
・対　象　者　　障害者１,２００人

（２）相談支援事業（あつぎ自立生活センター）
・内　　　容　　当事者の生活の安定と質の向上を図るため、当事者に関わる機関が連携しながらサービス提供

ができるように、障害者ケアマネジメント手法を基本に、相談支援専門員としての役割を果た
していく。
また、当事者が地域で暮らすために必要な地域との関わりの強化を図るため、地域への働きか
けや理解促進に向けた取り組みを行う。
※厚木市委託事業（主管課：障がい福祉課）

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　厚木事務所・ゆいはあと・厚木市内及び周辺地域
・対　象　者　　障害者２,３００人

（３）居宅介護事業（ヒューマンネットワーク湘南）
・内　　　容　　重度訪問介護等のホームヘルプサービスは、障害者の自立生活に欠くことのできない支援であ
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るが、地域によっては、障害者が必要とするサービス資源の整備が遅れている現状がある。そ
こで、十分なサービスが確保できない地域で暮らす全身性障害者に対し、訪問介助員による居
宅支援を実施する。

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　１４人
・場　　　所　　厚木事務所
・対　象　者　　障害者　延１２名　

（４）生活介護事業（あつぎみなみ・デイサービスキルク）
・内　　　容　　障害程度区分の高い身体障害者は、通所サービスも断られることが多く、自宅のみでの生活を

強いられている現状がある。一人でも多くの障害者が、社会と関わる場を持つことができるよ
う、障害者の生活介護サービスを実施する。運営に際しては、当該施設で介護保険サービスを実
施している事業者と共同して取り組む。

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　１０名
・場　　　所　　厚木市内
・対　象　者　　障害者　２０名（定員）

（５）権利擁護センター事業（神奈川県障害者権利擁護センター）
・内　　　容　　障害者虐待の防止、虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切

に実施するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第３６条
に定める都道府県権利擁護センターを運営する。障害者虐待に関する相談支援事業、障害者虐待
防止・権利擁護研修の実施、障害者虐待に関する事例の収集と分析等を行う。
※神奈川県委託事業（主管課：障害福祉課）

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　４名
・場　　　所　　神奈川県内
・対　象　者　　障害者・一般１０００名

（６）就労継続支援Ｂ型事業（デイサービスセンター・キルク）
・内　　　容　　就労を希望しながら雇用に結びつかない人や、加齢等により就労が困難な障害者に対して、個別

支援計画を策定し就労支援し、地域において継続的な日中活動の場を提供する。あわせて、平塚
市地域作業所連絡会からの委託を受け、市営の平塚競輪場内で売店を運営する。

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　４人
・場　　　所　　平塚（桃浜）事業所
・対　象　者　　障害者延１００名　

（７）地域活動支援センター事業（地域活動支援センターこぶし）
・内　　　容　　障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援することを目的に、創作

的活動や生産活動、就労への取り組みなど社会との交流の促進を図る。また、地域で生活する障
害者に必要な情報の提供、権利擁護のために必要な支援等を行ない、障害当事者が地域の中にお
いて生き生きと生活が送れるよう支援する。

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　平塚（東中原）事業所
・対　象　者　　障害者延１００名　

２　情報提供事業
（１）障害者理解促進事業

・内　　　容　　公共交通機関、宿泊施設、百貨店、飲食店及び金融機関等、障害者に接する機会の多い、企業、
団体等の希望に応じて、障害特性・障害者に対する配慮・支援方法などに関する講座を、障害当
事者等の講師を派遣して開催する。
※神奈川県委託事業（主管課：障害福祉課）

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　６人
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・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　障害者・一般１５０人
・実 施 回 数　　３５回以上

（２）ＩＴ利活用事業
・内　　　容　　パソコン操作及びインターネット等の利活用を望む障害者等に対して、障害特性等に応じたＩＴ

環境の整備とパソコンの基本操作の支援を行なう事業のうち、既存の相談支援及び地域の自立訓
練事業所と連携して、パソコンボランティアの派遣を行う。
※公益社団法人かながわ福祉サービス振興会委託事業

・日　　　時　　通年
・従事者人員　　３名
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　障害者・一般２００人

（３）その他情報提供事業
・内　　　容　　バリアフリー社会の実現に向けて、県内地域を障害当事者が自ら調査・点検・研究を行い、そ

の成果を行政や関係機関に提言するとともに、外出・余暇の促進等のために障害者等に情報提供
する。また、２２年度から継続されている「携帯サイトにかかるバリアフリー情報」(名称・バ
リぐる)が、より使いやすくなることによりバリアフリーの推進を図るものとする。

・日　　　時　　通年
・従　事　者　　５人
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　障害者・一般１５０人

３　啓発普及事業
（１）講座開催事業（重度訪問介護従事者養成研修）

・内　　　容　　地域で暮らす障害者を支え、全身性障害者等のニーズに対応した適切なサービスを提供できる
介助者を養成することを目的として、重度訪問介護従業者養成講座を開催する。

・日　　　時　　年２回
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　神奈川県内の各地域
・対　象　者　　一般６０人

（２）広報活動事業
・内　　　容　　機関誌（KILC通信）を定期的に発行し、当法人の運営や事業等を広報するとともに、ホームペ

ージを活用し、様々な情報をリアルタイムに提供できるよう取り組む。
また、県社会福祉協議会の委託により、県社協広報誌「福祉タイムズ」に障害当事者の社会参加
情報を記載するとともに、同誌の点訳を担当する。

・日　　　時　　年９回
・従事者人員　　３人
・場　　　所　　法人事務所等
・対　象　者　　障害者・一般８００人

（３）その他普及啓発事業
・内　　　容　　障害者の自立生活に対する動機づけを高め、自立生活を営む上で不可欠な諸知識を障害者自身が

習得しうるように、県内の各自立生活センターと連携し、障害当事者の権利擁護の推進及び一般
市民への啓発、普及を目的としてフォーラム等を開催する。

・日　　　時　　年１回
・従事者人員　　１０人
・場　　　所　　神奈川県内
・対　象　者　　障害者・一般１５０人
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〒243-0035  厚木市愛甲 1-7-6

Tel: 046-247-7503

Fax: 046-247-7508

Mail: info@kilc.org

■
デイサービスセンター・キルク
〒254-0815  平塚市桃浜町 2-36

Tel: 0463-35-2710

Fax: 0463-35-2786

Mail: day@kilc.org

■
地域活動支援センター こぶし
〒254-0077  平塚市東中原 2-14-19

Tel & Fax: 0463-34-2259

Mail: kobushi@kilc.org

■
あつぎみなみ・デイサービスキルク
〒243-0021  神奈川県厚木市岡田 5-8-23

Tel: 046-258-6633

Fax: 046-227-0303

Mail: atsugi-minami@kilc.org
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