第14回 地域生活支援推進研究会議
開 催 要 綱

１.開催趣旨：
障害者の地域生活支援の推進は、近年の現場実践や国の制度・施策における一貫し
た大きな流れとなっています。
障害者支援施設には、制度・施策の変化をふまえつつ、今後の障害者の地域生活支
援の方向性を見極め、実践を一層充実させていくことが求められています。
本研究会議は、本会がこれまで重点として取り組んできた、障害者の地域での質の
高い暮らしの実現に向けた取り組みを一層進めるために、現状の課題と今後の展開方
策について研究・協議することを目的に開催します。
２.主 催：

全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会
（所管：地域生活支援推進委員会）
３.期 日：

平成27年1月29日（木）～30日（金）
４.会 場：
「ＴＩＭＥ24」２階研修室
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32

タイム24ビル

５.参加定員：
200名
6.参加対象・参加費：
（１）全国身体障害者施設協議会の会員施設の役職員、および会員施設を拠点とする
障害者の地域生活支援に関わるサービス事業所の役職員等

12,000円

（２）上記以外の障害者の地域生活支援に関わるサービス事業所の役 職員等
18,000円
7.意見交換会参加費：
7,000円（希望者のみ参加）
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8.プログラム：
時間

プ ロ グ ラ ム の 内 容

（敬称略）

13:00～13:15
（15分）

開会あいさつ
全国身体障害者施設協議会 会長 日野 博愛

13:15～14:15
（60分）

行政説明 「地域生活支援関連施策等の動向」（仮題）
相談支援事業や地域生活（地域移行）の現状をはじめ、地域生活支援
に関連する施策や平成27年4月からの報酬改定の内容や平成27年度予算の
動向を説明いただきます。
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部

14:15～14:30

１
日
目

14:30～16:30
（120分）

休憩
フロア参加型公開委員会
「障害者の暮らしを支える地域資源とのネットワークづくりを進めるために（仮題）」
施設や事業所が単独で、地域での障害者での暮らしを支えていくこと
は困難です。障害者の多様なニーズをキャッチし、暮らしを支援してい
くために、他の事業所等の地域資源と連携することや、状況によっては
新たに事業を立ち上げて対応することも期待されます。
こうした取り組みをどのように進めていくかについて、身障協・地域
生活支援推進委員会のメンバーがフロアからの意見も交えながら 議論を
深めます。
【登壇者】身障協・地域生活支援推進委員会メンバー
委員長
工藤 伸役（青森県・山郷館）
委 員
岩崎 好宏（栃木県・ひのきの杜）
委 員
堀 徳太郎（愛知県・あすか）
担当副会長 眞下 宗司（群馬県・誠光荘）

16:30～16:45

移動・休憩
【分科会（～2日目午前）
】

16：45～17：30
（45分）

18:00～

※分科会の詳細は次頁参照

◇第１分科会「相談支援事業の運営について考える」
◇第２分科会「グループホームの運営について考える」
◇第３分科会「日中の支援の役割と活動の広がりについて考える」

意見交換会（希望者のみ参加）
全国各地からの参加者の交流により、研修会終了後もお互いの施設の取り組
みやケアの質の向上に係る情報、施設間の交流などを行うネットワークづくり
を目的に開催します。（名刺をたくさん持参のうえご参加ください。）
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時間

プ ロ グ ラ ム の 内 容

（敬称略）

【分科会】前日の分科会の続き
◇第１分科会「相談支援事業の運営について考える」
（実践発表とグループ討議）
身障協が今年度実施した相談支援事業所の実施状況調査の結果を報告す
るとともに、相談支援事業所数か所から運営状況等について発表を受けま
す。グループ討議では、事業所間の連携や相談支援事業を運営する上での課
題等について意見交換、情報交換を行います。
進行：身障協・地域生活支援推進委員会委員
委 員
齊藤 久男（北海道・北広島リハビリセンター）
委 員
堀 徳太郎（愛知県・あすか）

２
日
目

9:00～12:00
（180分）

◇第２分科会「グループホームの運営について考える」
（実践発表とグループ討議）
身障協が今年度実施したグループホームの実態調査の結果を報告するとと
もに、グループホームの実践発表を受けます。グループ討議では、事業所間
の連携やグループホームを運営する上での課題等について意見交換、情報交
換を行います。
進行：身障協・地域生活支援推進委員会委員
委員長
工藤 伸役（青森県・山郷館）
委 員
岩崎 好宏（栃木県・ひのきの杜）
委 員
小笠原 秀雄（奈良県・仁優園）

◇第３分科会「日中の支援の役割と活動の広がりについて考える」
（実践発表とグループ討議）
日中の支援活動は、レクリエーションに限らず、利用者の状況に応じた活
動を提供することが求められます。また、日中以外の利用者の生活全体も意
識して、他の事業所等と連携していくことも求められます。実践発表やグル
ープ討議を通じて、多様な活動を学び、日中の支援が果たす役割・もつべき
視点について理解を深めます。
進行：身障協・地域生活支援推進委員会委員
副委員長 大宅 啓子（佐賀県・瑠璃光苑）
委 員
高橋 淳子（宮城県・仙台ワークキャンパス）
委 員
川島 成太（徳島県・有誠園）
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9.事前アンケートの提出：
研修会運営の参考とさせていただきますので、別紙の事前アンケートを平成 27年
1月7日（水）までに身障協事務局までご提出ください。事前アンケートは、身障協
ホームページ「研修会・セミナー・大会情報」から様式をダウンロードして作成し、
E-mailでご提出ください。定員を上回る参加申込があった場合には、事前アンケー
トを提出いただいた方に優先的にご参加いただきます。

10.参加申込方法等：
（１）参加申込方法：
別紙「参加・宿泊・意見交換会等のご案内 ＊ 」において詳細をご確認いただき、
「参加・宿泊・意見交換会等の申込書 ＊ 」に必要事項等を記入の上、下記「名鉄観
光サービス（株）新霞が関支店」に郵送又はFAXにてお申込ください。
【お申込先】
名鉄観光サービス㈱ 新霞が関支店（担当：下枝・岸浪）
〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビルLB階
ＴＥＬ：03-3595-1121 ＦＡＸ：03-3595-1119
（２）参加券等の送付：
参加券は、お申込み後、開催の1週間程度前までに「名鉄観光サービス㈱新霞が
関支店」よりお送りします。その際、振込用紙も同封しますので、到着後、参加費
等をお振込みください。
（３）申込締切日：平成27年１月7日（水）
（４）参加申込の取消し：
参加申込の取消し等は、平成27年１月16日（金）までに連絡のあった場合には
参加費を返却いたします（振込手数料を差し引いて返金いたします）。それ以降の
取消しの場合は、原則として参加費の返却はいたしません。資料の発送をもってか
えさせていただきますので、あらかじめご承知おきください。
宿泊費や意見交換会費の返却は別紙「参加・宿泊等のご案内 ＊ 」によります。
なお、参加者の変更等がある場合につきましては、「名鉄観光サービス㈱新霞が
関支店」に書面（FAX等）にてご連絡ください。
＊「参加・宿泊・意見交換会等のご案内、申込書」「参加・宿泊等のご案内」は、 身障
協ウェブサイトからのダウンロードが可能です。

11.情報保障
手話通訳、要約筆記、磁気ループ、点訳資料（プログラム、講義の柱立ての提供）を
希望される方は申込書の「備考欄」にご記入ください。

12．個人情報の取扱いについて
「参加・宿泊等の申込書」に記載いただいた個人情報は、申込受付等委託業者
（「名鉄観光サービス㈱新霞が関支店」）と、事務局（全国身体障害者施設協議会）が
共同で利用させていただきます。
個人情報は参加申込受付、参加者管理、参加にあたり希望される宿泊等のサービス
提供、および研修会運営に必要な範囲内で使用いたします。
参加者名簿の作成について
事務局において、参加者同士の交流に資するため、また参加状況を把握するため、申
込書をもとに参加者名簿（都道府県、施設名、参加者氏名、役職名）を作成し、当日参
加者に配布いたします。趣旨をご理解の上、ご協力のほど宜しくお願いいたします。な
お、名簿への記載を希望されない場合は、申込 書の「備考欄」にその旨ご記入ください。

13.事務局（プログラムに関する問い合わせ先）
全国身体障害者施設協議会〔担当：山下、武井〕
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内
TEL 03-3581-6502 (代表)/ FAX 03-3581-2428
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14.会場案内
会場：タイム24ビル （〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32）
●ゆりかもめ「テレコムセンター駅」下車、徒歩約２分
●りんかい線「東京テレポート駅」下車、無料循環バスにて約３分（平日のみ運行）
※タクシー利用の場合は、東京テレポート駅から約３分（820円程）
【東京駅・羽田空港からのアクセス】
東京駅から（所要時間：約45分）
ＪＲ山手線
（乗換）
ゆりかもめ
徒歩２分
東京駅 ＝＝＝＝＝＝ 新橋駅 ＝＝＝＝＝＝＝ テレコムセンター駅 ・・・・・ タイム24ビル
運賃：140円
運賃：380円
羽田空港から（所要時間：約50分）
東京モノレール
（乗換）
りんかい線
循環バス３分
羽田空港駅 ＝＝＝＝＝＝ 天王洲アイル駅 ＝＝＝ 東京テレポート駅 ＝＝＝＝＝ タイム24ビル
運賃：490円
運賃：210円

【東京テレポート駅

無料循環バス乗場図（２番のりば）】

２番のりば

◆無料循環バス時刻表（東京テレポート駅⇔タイム24ビル）
東京テレポート駅発 11：10・11：25・11：40・11：54・12：06・12：25・12：45
タイム24ビル発

17：05・17：13・17：21・17：29・17：35・17：40・17：45・17：50・17：55
※上記以外の時間帯にも、バスは運行しています。

【タイム24ビル周辺・無料循環バス乗場図】
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