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                                     平成３０年１１月２２日 
 

１ 芸術・文化事業のご案内     

 ◆１月の芸術教室 ＜担当：山田、柴＞ 
 
   〇陶 芸 教 室 ・１月１３日(日)１３：３０～１５：３０ 

          ・ぎふ清流文化プラザ 

           （岐阜市学園町 3-42 TEL 058-233-8121） 
 

 ◆「第 33 回障害者による書道・写真全国コンテスト」について（報告） ＜担当：岡田＞ 

   今回は全国から 1,115 点(書道 931 点、写真 184 点【内携帯フォト 19 点】)、本県からは 38 点(書道

29 点、写真 9点)の応募があり、以下の方が入賞されました。（身障者分のみ） 

   なお、表彰伝達式を12月 24日(月・振休)12時からぎふ清流文化プラザセミナー室において行います。 

   また、受賞作品は、平成 30 年 12 月 18 日(火)から平成 31 年 3 月 31 日(日)まで東京にある全国身体障

害者総合福祉センター（戸山サンライズ）において展示されます。 

   【写真の部】銅賞 田中 義正（岐阜市）題名「手力火まつり」 

         銅賞 一柳 正和（岐阜市）題名「パワースポット 濃溝の滝」 

２ スポーツ事業のご案内 

 ◆第１８回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」個人成績（報告） 

  陸上競技  永野 陽希(岐阜盲学校) 砲丸投 １位  ジャベリックスロー ３位 
        川井 涼雅(岐阜盲学校) ５０ｍ １位  立幅跳     ３位 
        早川 莉里(岐阜盲学校) ５０ｍ １位  立幅跳     １位 
        塩澤 真菜(岐阜聾学校) 立幅跳 ３位  １００ｍ    ４位 
        大森 浩二(岐阜市)   ５０ｍ ２位  走幅跳     ２位 
        五嶋 正秀(各務原市)  砲丸投 １位  ジャベリックスロー １位 ※大会新 
        長尾 優大(関 市)   ５０ｍ １位  立幅跳     １位 
        加納 香南(美濃加茂市) 砲丸投 １位  ジャベリックスロー  ２位 
        霞  伸義(郡上市)   立幅跳 ６位  ソフトボール投 ３位 
        中島 美子(土岐市)   砲丸投 ４位  ジャベリックスロー  ２位 
        北原 伸之(中津川市)  砲丸投 ４位  ジャベリックスロー  １位 
  水泳競技  岸野  桜(岐阜聾学校) ２５ｍ自由形 １位 ５０ｍ自由形 ２位 
        権太 美子(中津川市)  ５０ｍ自由形 ２位 ２５ｍ背泳ぎ １位 
  アーチェリー競技 
        宗宮 達任加(岐阜市)  リカーブ３０ｍダブルラウンド ２位 
  卓球競技  畑中 澄華  (本巣市)  一般卓球 ３位 
        河口 泰士  (東濃特支) 一般卓球 １位 
        伊貝 陽太  (大垣市)  サウンドテーブルテニス ３位 
  フライングディスク競技  
        佐藤 恵美子(海津市)  アキュラシー５ｍ １位 ディスタンス立位 ４位 
        矢田 秀子 (関 市)  アキュラシー５ｍ ７位 ディスタンス立位 ７位 
        和田 喜代晴(郡上市)  アキュラシー７ｍ ２位 ディスタンス座位 １位 
        柘植 英泰 (瑞浪市)  アキュラシー７ｍ ４位 ディスタンス立位 ２位 
        市川 孝成 (恵那市)  アキュラシー５ｍ ４位 ディスタンス立位 ４位 
  バレーボール聴覚障害者の部（女子） 第２位 

        升井 美緒（加茂郡） 上出 美華（岐阜市） 横山 美香（岐阜市） 江崎 美空（不破郡） 

               今井  優（岐阜市） 宮口 万実（岐阜市） 北川 七星（本巣市） 武藤 有里菜（大垣市）         



        田下 りか（岐阜聾学校） 小林 礼子（岐阜聾学校） 神谷 栞里（岐阜聾学校） 

        石田 里紗（那加中学校） 

 

  ※岐阜県選手団・・・個人 金３４個、銀１４個、銅１０個 
            団体 銀 １個 
                 合計５９個のメダルを獲得（知的を含む） 

３ 今後の主な日程について （１２月、１月） 

 12 月  9日（日） 青壮年部ボウリング大会・未婚者交流会 岐 阜 市：マーサ２１ 

  16日（日） 第 68回岐阜県身体障害者福祉大会 高 山 市：高山市民文化会館 

 17日（月） 巡回相談（整形外科）10:00～12:00 大 垣 市：中川ふれあいセンター 

 19日（水） 巡回相談（整形外科）13:30～15:30 可 児 市：可児市福祉センター 

 24日（月・振休） ふれあいハートフルステージ 岐 阜 市：ぎふ清流文化プラザ 

 28 日（金） 事務局 仕事納め 

  1月  4日（金） 事務局 仕事始め 

 

問い合わせ先  岐阜県身体障害者福祉協会 Tel 058－273－1111 （内線 2534･2535･2543･2544） 

岐阜県障害者スポーツ協会 Tel 058－273－1111 （内線 2540～2542） 

Fax 058－273－9308 （両協会共用） 

とぴっくす 

◯障害者手帳のカード化について 

 ・身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳について、持ち運びやすいカード型での交付を可能とする 

 ことになりました。詳細を今後詰めた上で省令の改正が行われます。 

  これは、携帯に便利なカードでの提供を求める声に対応したもので、当事者が従来の手帳型とカード 

 型のどちらか好きな方を選択できる仕組みが検討されています。 

 

◯障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の 

 施行に伴い、関係政省令の整備が行われました。 

 ・高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減の対象者の要件について(平成 30年 4月 1 日施行) 
  長期間相当障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳になったというだけで利用者負担が増加して 
 しまうという事態を解消するため、相当介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減（償 
 還）する仕組みが設けられました。 
 【対象者の要件】 
  ・介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)に係る支給決定を 65 歳に達 

   する前に 5年間引き続き受けていた者 

  ・障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する者 

    介護保険相当障害福祉サービス：居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 

    障害福祉相当介護保険サービス：訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、 

                   小規模多機能型居宅介護 

  ・市町村民税非課税者又は生活保護世帯の者 

  ・障害支援区分が２以上であった者 

  ・65 歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない者 


