令和元年度 九州地区知的障害者福祉協会

種 別 部 会 ・ 合 同 研 修 会（沖縄大会）
開 催 要 綱
１

趣
旨
平成 30 年度の報酬改定では、新たな事業や加算の創設が行われ、障害者の地域生活支
援、就労支援、児童分野などの新たな仕組みが動き出した。改定から 1 年余りが経過し、
令和の時代がスタートする中で、地域生活支援拠点の整備、医療的ケア、共生型支援の実
際など、新たに向き合うべき課題も鮮明になりつつある。
また、防災、社会的孤立、児童虐待など障害福祉の領域を超えた地域連携も叫ばれる中、
社会福祉法人として地域で担う役割について、再考・検討する必要に迫られている。
本部会・研修会では、諸課題について事業種別ごとに協議し、日本知的障害者福祉協会
への提言・要望等を集約する機会とするとともに、全部会が一堂に会し、それぞれが持つ
課題について研究・協議することを目的に開催する。

２

主

催

九州地区知的障害者福祉協会
（一社）沖縄県知的障害者福祉協会

３

開催期日

令和 2 年 1 月 22 日（水）～23 日（木）

４

会

ロワジールホテル那覇
沖縄県那覇市西 3-2-1

５

参加対象

（１）九州地区知的障害関係施設の職員
（２）その他関係機関の職員等

６

定

員

３００名（予定）

７
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※種別部会（10：00～12：00）《参加対象：各県部会長・副部会長・各県会長》

８ 内
容
【１月２２日（水）】
※種別部会（10：00～12：00）《参加対象：各県部会長・副部会長・各県会長》
各部会で、翌年度事業計画策定や日知協への提言等に向けて、各部会の重点活動事項や
研修・会議の予定等について協議する。

（１）受

付（12：30～13：30）

（２）開 会 式（13：30～13：40）
開会挨拶
（一社）沖縄県知的障害者福祉協会
主催者挨拶
九州地区知的障害者福祉協会

会長
会長

島
武元

粒希
典雅

（３）移動・休憩（13：40～14：00）
（４）部会研修会（14：00～16：30）
（５）移動・休憩（16：30～18：00）
（６）情報交換会（18：00～20：00）

【１月２３日（木）】
（１）行 政 説 明（ 9：00～10：10）
テーマ：「障がい福祉の現状と課題、今後の在り方について」（仮）
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害福祉課 地域生活支援推進室
室長補佐 高橋 邦彦 氏（予定）

（２）休

憩（10：10～10：20）

（３）講
演（10：20～11：50）
テーマ：
「地域における防災の現状と障害福祉サービス事業所の対応について」
（仮）
沖縄大学・沖縄国際大学 特別研究員、災害ソーシャルワーカー
稲垣 暁 氏

（４）閉

会（11：50～12：00）

９

部会研修会

① 児童発達支援部会
テーマ：沖縄２０２０ 今こそさけぼう！ 「この子らを世の光に」
14：00～15：00
15：00～15：15
15：15～16：15

講演①
休憩
講演②
講師 日本知的障害者福祉協会 児童発達支援部会 会長
社会福祉法人麦の子会 むぎのこ児童発達支援センター
総合施設長 北川 聡子 氏

16：15～16：30

質疑応答

② 障害者支援施設部会
テーマ：「どうする？これからの障害者支援施設～今後のあり方と課題～」（仮）
１４：００～１４：０５

導 入

１４：０５～１４：２５

「施設・家族アンケート報告について（仮）
」
報告 九州地区障害者支援施設部会 熊 謙次朗 氏

１４：２５～１４：４５

「障害者支援施設における看取りの実践について（仮）
」
実践報告 障害者支援施設 高志保園 （沖縄県）
支援員 泉川 亜紀 氏
（※聞手 九州地区障害者支援施設部会 部会長 恒松 祐輔 氏）

１４：４５～１５：０５

「外国人福祉人材について（仮）
」
報告 豊徳会（福岡県）
理事長 芦馬 謙二 氏

１５：０５～１５：３０

「介護ロボットの現状について（仮）
」
講師 公益財団法人テクノエイド協会 企画部 五島 清国 氏

１５：３０～１５：４５

休 憩

１５：４５～１６：３０

座談会
「
（仮）障害者支援施設におけるＡＩ等介護ロボットの展望について」
進 行 九州地区障害者支援施設部会 部会長 恒松 祐輔 氏
登壇者 公益財団法人テクノエイド協会 企画部 五島 清国 氏
登壇者 九州地区障害者支援施設部会 熊 謙次朗 氏
登壇者 障害者支援施設 高志保園 支援員 泉川 亜紀 氏
登壇者 豊徳会 理事長 芦馬 謙二 氏

③ 日中活動支援部会
テーマ：
「今、あらためて日中活動支援を考える～次のステージは社会生活支援!! ～」
14:00～15:15

パネルディスカッション

テーマ「今更、聞けない…生活介護事業ガイドラインって何？～どう活用する？～」
パネラー

社会福祉法人 シンフォニー
理事長 村上 和子 氏（大分県）
社会福祉法人 若夏会
おもと学園 施設長 大泊 浩仁 氏

コーディネーター

社会福祉法人 海邦福祉会
理事長 知念 隆生 氏

15:15～15:25 休憩
15:25～16:30 私たちの社会生活支援事例報告
報告
大分県
熊本県
宮崎県
長崎県
福岡県

ファンタジア
つつじヶ丘学園
ハッピーヒル
チームしおさい
さくら学園

「地域の資源で機能訓練」
「和綿を通した農福産学民連携による地域づくり」
「交通教室を利用した SST 支援」
「『さをり』で紡ぐ地域の輪」
「選挙を通し選挙権を行使するための投票支援」

④ 生産活動・就労支援部会
テーマ：「就労継続支援 B 型事業に求められるものとは」
～このままで就労 B 型は本当に存続できるのか～
14：00～14：45 講義（仮）「就労継続支援 B 型事業に求められる役割とは」
講師 社会福祉法人青葉仁会 理事長 榊原 典俊 氏（予定）
（前全国生産活動・就労支援部会部会長）
14：45～15：15 調査報告「就労継続支援 B 型事業についての調査報告」
報告 九州地区生産活動・就労支援部会 部会長 志賀 正幸 氏
15：15～15：30 休憩
15：30～16：30 グループ討議

⑤ 地域支援部会・相談支援部会
テーマ：「いつか、その日が来る日まで」
～地域生活支援拠点等に係る新たな価値観を創る～

14:00～14:05 開会

挨拶

地域支援部会長

最上 太一郎 氏

14:05～15:15 講演「地域生活支援拠点等と日中サービス支援型の役割」（仮）
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害福祉課 地域生活支援推進室
室 長 補 佐
高橋 邦彦 氏
障害福祉専門官 吉野
智 氏
15:15～15:25 休憩
15:25～16:05 「日中サービス支援型から未来への課題について」(仮)
諫早地域生活支援センター
グループホーム楓
管理者 中山 潤一郎 氏 (長崎県)
「相談支援から見た地域生活支援拠点のこれからについて」
武雄市相談支援センター
相談支援専門員
南 光博 氏（佐賀県）
16:05～16:55
アドバイザー 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
障害福祉課 地域生活支援推進室
室 長 補 佐
高橋 邦彦 氏
障害福祉専門官 吉野
智 氏
コーディネーター

相談支援部会長 岡本 松信
※発表各２０分程度

16:55～17:00 閉会

挨拶

地域支援部会長

最上 太一郎 氏

意見交換６０分程度

相談支援部会長

岡本 松信 氏

１０ 参加費及び参加申込み方法について
（１）参 加 費 お一人２０，０００円（情報交換会費を含む）
※申込み後の参加費の返金は一切行いませんので、予めご了承ください。やむを
得ず 不参加になった場合は、大会事務局へご連絡いただけますと資料を送付いた
します。

（２）申込みについて
ア 参加申込みは、別添の参加申込書に必要事項を記入の上、トラベルウェイ（同）に
ＦＡＸにてお申込みください。
イ 申込期限 令和元年１２月６日（金）
ウ 希望する部会研修会は、会場の都合上ご希望に沿えない場合がありますので、必ず
第二希望までご記入下さい。

１１ 個人情報の取り扱いについて
本研修会申込者に記載された個人情報は、以下の目的のみに使用させていただきます。
（１）本大会の運営管理
（２）本大会参加者名簿への掲載（県名・所属勤務先・氏名・職名・希望分科会）
１２ 問い合わせ先
（１）大会内容に関する問い合わせ先
（一社）沖縄県知的障害者福祉協会 事務局 島袋
〒904-2143 沖縄県沖縄市知花 6-36-2（楓葉館内）
電話 098-989-4949
FAX 098-989-4958
（２）大会申込みに関するお問い合わせ
トラベルウェイ合同会社 担当 宮良
〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町 3-50-1（2106）
電話 098-927-6146
FAX 098-988-3716（携帯 090-3797-8246）
（営業時間：月～金曜日 9:00～17:30 土曜・日曜・祝日休業）

令和元年度 九州地区知的障害者福祉協会

種別部会・合同研修会（沖縄大会）
大会参加・分科会・情報交換会のご案内
～～
拝啓

歓迎のご挨拶 ～～

皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度「令和元年度

種別部会・合同研修会 沖縄大会」が沖縄県那覇市に於いて開催されますこ

とを心よりお祝い申し上げます。
また、本大会が開催されるにあたり、九州各地より大会参加・分科会・情報交換会等のお世話を
弊社にご用命を賜り心より厚くお礼申し上げます。本大会の成功に向け、大会事務局のご指導のも
と、関係各位様と、協力をし、精一杯のお手伝いをさせて頂く所存でございます。
つきましては、下記にて大会参加のご案内を申し上げますので、是非とも多数様のご来県を心より
お待ち申し上げております。
敬具
トラベルウェイ合同会社
代表社員 新垣 政信
担当 宮良さと子

お申込み・お手続きのご案内
お申込方法
別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、トラベルウェイ合同会社へ郵送・ＦＡＸ・
メール（gta7@us.au-hikari.ne.jp）にてお申込み下さい。
【申込送付先】 〒９０３－０８０１ 沖縄県那覇市首里末吉町３－５０－１（２１０６）
トラベルウェイ合同会社 担当：宮良（ミヤラ）宛
TEL ０９８－９２７－６１４６
FAX ０９８－９８８－３７１６
緊急時連絡先 ０９０－３７９７－８２４６
メール gta7@us.au-hikari.ne.jp
【お申込み締切日】 令和元年１２月６日（金）必着
お電話でのお申込みは受付致しかねますので予めご了承下さい。
定員に達次第（３００名様）お申込みを締切らさせて頂く場合もご
ざいますのでお早めにお申し込み下さい。

参加費のご案内
参加費

お 1 人様 ２０，０００円（参加費・情報交換会費を含む）

参加申込後の参加費（２０，０００円）は大会運営上、一切返金が出来かねますので充分にご
検討の上、お申込み下さい。なお、やむを得ず不参加になった場合は、大会事務局へ資料請求の
ご連絡をいただければ後日、資料を送付致します。
〇ご返金が生じた場合には、大会終了後１ヶ月以内に処理させていただきます。なお、ご返金
の際の振込み手数料は差し引かせていただきます。

（１） 参加費のお支払い
大会開催の２週間前をめどにご請求書（決定分科会記載）などをお送り致しますのでお届き次
第、同封の請求書に記載されております指定の口座へお振込み下さい。なお、大変恐縮ではござ
いますがお振込み手数料は各自ご負担をお願い致します。
〇領収書は、原則として振込金受領書をもって換えさせていただきます。

（２） 会場のご案内
大会１日目

令和２年１月２２日（水）

〇種別部会：1 月２２日（水）１０：００～１２：００
会場：ロワジールホテル那覇 ３階 龍宮の間
〇参加受付：１月２２日（水）受付時間１２：３０～１３：３０
会場：ロワジールホテル那覇 ３階 天妃の間
〇分科会 ：１月２２日（水）１４：００～１６：３０
会場：最終、ご案内書にて各会場を記載致しますのでご確認下さい。
〇情報交換会：１月２２日（水） １８：００～２０：００
会場：ロワジールホテル那覇 ３階 天妃の間

大会２日目

令和２年１月２３日（木）

〇全体会 ：１月２３日（木） ９：００～１２：００
会場：ロワジールホテル那覇 ３階 天妃の間
※受付は行いません。

（３） 航空機及び宿泊について
本大会では、航空機及び宿泊の事前手配は致しておりませんので、各自にてお早めにご手配の
上、本大会へご参加（お申込み）を頂けますようお願い申し上げます。

（４） 国内旅行傷害保険（任意）
ご参加者様各自にてお掛け下さい。

（５） 個人情報の取り扱いについて

個人情報については、大会事務局とトラベルウェイ合同会社において共用させていただきます。
また、参加関係者様との連絡、本大会における機関等の提供するサービスの手配や手続きに必要
な範囲内でご利用させていただきます。

（６） 変更・取消について
変更・取消につきましては FAX 又は申込書に記載されているメールアドレスにてご連絡をお願
い致します。お電話での変更・取消は受付致しかねますので予めご了承下さい。
お申込み後の参加取消や、大会当日の欠席に伴う参加費の返金は致しません。
営業時間外のお取消につきましては翌営業日の受付となります。取消基準日：FAX 受信日時とさせて頂きます。

（７）会場までのアクセス
主催者による駐車場の確保は致しておりませんので、できる限り公共の交通機関をご利用下さい。
■那覇空港からタクシーをご利用の場合 （うみそらトンネル利用 約７分程度）
■那覇空港からモノレールご利用の場合 旭橋駅下車 車にて約５分
徒歩にて約１５分

（８）ご旅行条件の要約
〇旅行申込み及び契約成立
所定の申込書に必要事項をご記入の上、FAX 又は郵送にてお申込み下さい。また指定の期日までに代金をお振込
み下さい。本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約はお申込金なしであっても、お申込
み書面を頂いた時点で成立するものとします。
〇旅行代金に含まれるもの
本大会２日間における特別補償及び消費税が含まれます。行程に含まれない交通費・宿泊費・食事代・諸経費及
び個人的都合により生じた費用は含まれません。
〇台風時や自然災害で不参加及び大会中止の場合
万一、自然災害でやむを得ず、不参加や大会中止の場合は、参加費（情報交換会）の返金などは、大会事務局側
と慎重に検討させて頂きます。

（９）大会内容に関するお問い合わせ先
（一社）沖縄県知的障害者福祉協会 担当：島袋（シマブクロ）
〒９０４－２１４３ 沖縄県沖縄市知花６－３６－２番地（楓葉館内）
ＴＥＬ：０９８－９８９－４９４９

ＦＡＸ：０９８－９８９－４９５８

（１０）大会お申込み・情報交換会・分科会などに関するお問い合わせ
沖縄県知事登録旅行業第 3-331 号 全国旅行業協会正会員
トラベルウェイ合同会社 〒900-0801 沖縄県那覇市首里末吉町 3-50-1（2106）
ＴＥＬ：０９８-９２７－６１４６

ＦＡＸ：０９８-９８８－３７１６

営業時間：月～金曜日 ９：００～１７：３０ 土・日・祝日休業 担当：宮良（ミヤラ）

