
２０１９年５月７日 

障害福祉サービス事業者の皆様 

枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 

会長 安田 雄太郎 

 

2019 年度第１回枚方市障害福祉サービス事業者連絡会（総会・記念講演）の開催について 

 

平素は、事業者連絡会の運営にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、下記の要項で新年度の第１回連絡会（総会・記念講演）を開催いたします。 

記念講演では、厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームのアドバイザー等を歴任されて

きた明治学院大学の茨木尚子氏を招き、介護保険への統合問題をテーマに、2018 年度報酬改定の特徴

など国の最新動向や障害福祉制度の守るべき理念、目指すべき方向についてお話いただきます。 

ご多忙とは存じますが、ぜひご出席いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．日 時  ２０１９年５月２７日（月）１８：００から１８：３０（総会） 

                    １８：３０から２０：００（記念講演） 

２．会 場  枚方市立メセナひらかた会館 大会議室 

（枚方市新町 2－1－5  TEL 072－843－5551） 

３．案 件 

【総会】 

①２０１８年度事業報告案・決算報告案 

②２０１９年度事業計画案・予算案 

③枚方市からの連絡事項 

 

 【記念講演】 

 演 題：障害福祉制度の介護保険統合？ ― 今、私たちはどうすべきか ― 

講 師：茨木 尚子 氏（明治学院大学教員） 

 

出席の場合は、５月２０日（月）までに参加票をファクシミリで下記まで送信の上、当日も参加票を

受付に提出してください（事前に資料の必要数を把握するためですので、ご協力をお願いします）。 

欠席の場合は、５月２０日（月）までに委任状をファクシミリもしくは郵送で提出してください。 

 

※新年度となりましたので、当日受付にて年会費１０００円をお支払いください。 

 前年度の会員の方も、「入会申込書」にご記入いただき、当日受付に提出してください。 

※枚方市の担当ケースワーカー地区割表を添付させていただきますので、ご活用ください。 

 

■連絡先 枚方市大垣内町２丁目１‐２０ 

枚方市役所障害福祉室 籠本・林 

電 話 ０７２‐８４１‐１４５７（直通） 

                ＦＡＸ ０７２‐８４１‐５１２３ 

＜裏面もご覧ください＞ 



◆ 茨木尚子（いばらき なおこ）氏 プロフィール 

 

早稲田大学教育学部教育心理学専修卒。公務員として障害者福祉センター勤務を経て、

明治学院大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士課程前期修了（社会学修士）。日本社

会事業学校、共栄学園短期大学教員を経て、１９９６年より明治学院大学教員。 

 

自立生活センター・ヒューマンケア協会運営委員、特定非営利活動法人・ハンズ世田谷、

ケアズ世田谷理事なども務め、障害者福祉を中心とする新しいＮＰＯ（障害者の自立生活

センターなどの当事者活動など）とそれらの組織が実践する支援活動を中心に研究されて

いる。 

 

厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チーム・アドバイザー、障がい者制度改

革推進会議総合福祉部会・委員などを歴任。 

 

 

 

◆ 事業者連絡会への入会について 

 

事業者連絡会は、会員の会費で運営しております。 

会員は、枚方市内をサービス提供地域として障害者（児）にサービスを行う事業者を対

象にしており、「入会申込書」に必要事項をご記入いただき、年会費１０００円をお支払い

いただきます。事業者（法人全体）での入会と事業所単位での入会が可能です。 

連絡会へのご参加は、会場の都合等により、１事業者につき概ね２～３人程度までとさ

せていただいています。また、入会は、年度途中でも可能です。 

ご入会、よろしくお願いいたします。 



２０１９年度 第１回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 式次第 

２０１９年５月２７日（月）１８時～２０時 

メセナひらかた会館 大会議室 

 

【 総 会 】 

 

１．枚方市福祉部部長挨拶 

 

 

 

２．平成３０年度事業報告案および決算報告案 

 

 

 

３．役員紹介 

 

 

 

４．２０１９年度事業計画案および予算案 

 

 

 

５．連絡会会長挨拶 

 

 

 

６．枚方市からの連絡事項 

 

 

 

【記念講演】 

 

演 題：障害福祉制度の介護保険統合？ ― 今、私たちはどうすべきか ― 

 

講 師：茨木 尚子 氏（明治学院大学教員） 

 



４月

５月

６月

７月

８月

９月

４ 枚方市からの連絡事項
５ 役員からの連絡等（ラポールひらかた駐車場問題他）

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第１回連絡会のまとめ
参加 ２ 第２回連絡会について
役員１１名 ３ 研修の担当割り振り

記念講演
演題：⽣命選別社会と私たち〜「その風」誌の３８年と相模原事件〜
講師：⼩林 敏昭 ⽒（前「そよ風のように街に出よう」副編集⻑）

５月２８⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

障害福祉室２名

６７事業者９１名

総会
１ 役員改選
２ 平成２９年度事業報告案および決算報告案
３ 平成３０年度事業計画案および予算案
４ 枚方市からの連絡事項（新会員 ８事業者８名）

５月８⽇ １３：３０〜１６：００

平成３０年度 事業報告（案）

第１回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会（総会・記念講演）
ラポールひらかた 大研修室

参加

参加 ２ 枚方市からの連絡事項

８月１⽇ １４：００〜１６：００ 第２回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
枚方市市⺠会館 第３・４会議室 １ 全体研修

講演①：障害福祉サービスと障害者支援
参加     〜 福祉指導監査の現場からみえる課題 〜
５６事業者７７名 講師：⽔引 ⻯也 ⽒（枚方市 福祉部 福祉指導監査課 係⻑）
（新会員 ７事業者５名） 講演②：障害福祉サービスと障害者支援

    〜 「Ａ型問題」という問題 〜
講師：白杉 滋朗 ⽒（企業組合 ねっこの輪 代表理事）
２ 大阪北部地震について

役員１１名 ３ 枚方市からの連絡事項（熱中症対策について）
障害福祉室２名 ４ 役員からの連絡等（障害者雇用⽔増し問題他）

・平成３０年度版「福祉のてびき」について
８月２７⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第２回連絡会のまとめ

３ 枚方市からの連絡事項

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第３回連絡会について
参加 ２ 第４回連絡会について

参加 ２ 第３回連絡会について

４月２３⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

障害福祉室２名 ４ 枚方市からの連絡事項
５ 役員からの連絡等（寝屋川市の障害者施設での虐待について他）

７月２３⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

役員１１名 ３ 大阪北部地震への対応

６月２５⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第２回連絡会について
参加 ２ 第３回連絡会について

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第２回連絡会について
参加 ２ 第３回連絡会について
役員８名 ３ 枚方市からの連絡事項（「福祉のてびき」について）
障害福祉室１名 ４ 役員からの連絡等（大阪北部地震について他）

９月１０⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

役員７名 ３ 枚方市からの連絡事項（住宅改造助成について）
障害福祉室１名 ４ 役員からの連絡等（台風被害について、改正バリアフリー法他）

役員１０名 ３ 役員からの連絡等
障害福祉室２名

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第１回連絡会（総会・記念講演）について



１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

１０月３⽇ １４：００〜１６：００ 第３回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
メセナひらかた会館 大会議室 １ 全体研修

講演：改正バリアフリー法と地域での取り組み
参加 講師：尾上 浩二 ⽒
２９事業者４３名   （ＤＰＩ⽇本会議副議⻑、内閣府障害者施策アドバイザー）
（新会員 ４事業者４名） ２ 枚方市からの連絡事項

・住宅改造助成について

参加    〜精神障害者保健医療福祉の歴史を踏まえて〜
３９事業者５５名 講師：籠本 孝雄 ⽒
（新会員 ７事業者７名） （地方独⽴⾏政法⼈ 大阪府⽴病院機構 大阪精神医療センター 院⻑）

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第３回連絡会のまとめ

講演：障害者の地域⽣活を支える医療と地域⽣活支援

１２月１７⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
ラポールひらかた 特別会議室２ １ 第４回連絡会について

１月１６⽇ １４：００〜１６：００ 第４回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
枚方市市⺠会館 第１・２集会室 １ 全体研修

参加 ２ 枚方市からの連絡事項
役員９名 ３ 役員からの連絡等（処遇改善加算、強制不妊手術問題他）
障害福祉室１名

参加 ２ 第５回連絡会について

４ 役員からの連絡等（医療的ケアについて他）

・障害福祉室の昼休憩時の事業者窓口対応、電話対応

１月２８⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第４回連絡会のまとめ

１ 全体研修（ドキュメンタリー上映会・講演）
テーマ：医療的ケアと地域⽣活

２ 枚方市からの連絡事項

・枚方市ガイドヘルパー養成研修

２月２５⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

参加

参加 ２ 新年度の総会・記念講演

３月２５⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第５回連絡会について

４２事業者６２名    ともに⽣きる力を育もう」（バクバクの会制作）
講師：新居 優太郎 ⽒（枚方市在住、⼈工呼吸器ユーザー）

役員１０名 ３ 枚方市からの連絡事項（事業者連絡会の担当職員について）
障害福祉室１名 ４ 役員からの連絡等（⼈工透析治療の中止問題他）

２ 枚方市からの連絡事項
・医療的ケア児支援のための協議会について

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第４回連絡会について

参加 ２ 第４回連絡会について
役員８名 ３ 枚方市からの連絡事項

１１月２６⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
障害福祉室１名 ４ 役員からの連絡等（介護職員へのハラスメント他）

１０月２２⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

役員９名 ３ 枚方市からの連絡事項（医療的ケア児支援のための協議会）
障害福祉室２名 ４ 役員からの連絡等（三田市の障害者監禁事件他）

ラポールひらかた 特別会議室１ １ 第５回連絡会について

２ 第５回連絡会について
役員８名 ３ 枚方市からの連絡事項
障害福祉室１名

上映：「風よ吹け！未来はここに！！⼈工呼吸器をつけて地域で⽣きる

参加 ２ 移動支援・通学支援事業に係る契約等説明会
役員９名 ３ 枚方市からの連絡事項
障害福祉室２名 ４ 役員からの連絡等（介護保険への統合問題他）
３月２７⽇ １４：００〜１６：００ 第５回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
メセナひらかた会館 大会議室

平成３０年度 会員事業者数 ８５

   新居 真理 ⽒（⺟親、バクバクの会関⻄支部幹事）

参加



平成 30年度枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 決算書

平成 31年 5月 21日

上記の通 り報告致 します。

会長  安田 雄太郎 会計  内田 智久

帳簿を適正に監査 した結果、いずれも適正であったことを報上記の決算書、

告致 します。

会計監査 大橋 友子

(単位 :円 )

科  目 収  入 支  出 内 容

前 期 繰 越 81,999

年 会 費 85,000 85事業者 ×1000円

参加費(資料代含む) 52,500 175メ、×300円

講演会講師料 95,000 講師謝ネL(年 4回)交通費含む

資料印刷代 34,700

繰 越 金 89,799

合  計 219,499 219,499



２０１９年度 事業計画（案） 
 
【障害者を取り巻く現状と連絡会の役割】 

 
 昨年度は、大阪北部地震や台風による被害を受け、災害時における私たちの支援のあり方が問われま
した。災害時における事業者の役割を、行政や関係機関と協力して、引き続き検討していく必要がある
と考えます。 
 
 法制度については、平成３０年度報酬改定を受けて「障害者の重度化・高齢化への対応」「医療的ケ
ア児への支援」「就労支援サービスの質の向上」などの課題への対応が求められ、様々な工夫や新たな
取り組みに試行錯誤された会員も少なくないと思います。 
 
 措置制度から契約制度に移行して１６年。法制度の多様化や拡充とともに、多様な事業者が参入し、
今まで障害者に関わる機会が少なかった方も含めて、多くの方が障害者の生活や就労の場に関わるよう
になってきました。 

一方、この間の中央省庁をはじめとした障害者雇用の水増し問題、また、旧優生保護法のもとで強制
されてきた不妊手術をめぐる国や市⺠の対応・関心度にみられるように、社会の障害者に対する偏見や
差別の構造は、依然として根深く深刻な問題であると言わざるを得ません。また、福祉従業者による障
害者への虐待事件も後を絶たず、日常的に多くの時間、障害者に関わる私たちは、こうした問題と意識
的に向き合うことが求められていると思います。 
 
 現在、記念講演のテーマでもある「障害福祉の介護保険への統合問題」が、水面下で進行しているよ
うです。様々な意見があると思いますが、「要介護状態等の軽減又は悪化の防止」を目的に、できるだ
けサービスを受けないことを「自立」と捉える介護保険と、「障害の有無によって分け隔てられること
なく、必要な日常生活又は社会生活を営むこと」を自立と捉え、そのために必要なサービスを提供する
障害福祉を、社会保障費削減を目的に安易に統合することには、大きな危惧を覚えます。 

私たちが大切にしてきた障害者の「自己決定」「地域で暮らす権利」「共生」というテーマを、この統
合問題を機会に、あらためて確認していく必要があると考えます。 
 
 今年度は、障害者差別解消法の見直しの年でもあります。障害者の自立と社会参加が促進されるため
にも、障害福祉サービスの質の確保と向上を図ることが一層重要となります。利用者（障害当事者）と
支援者の現場の課題に誠実に向き合う私たち事業者連絡会の役割が、今後ますます問われていると考え
ます。 

枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 会⻑ 安田 雄太郎 
 
【事業計画】 

 
◆役員会 
・毎月第４月曜日に役員会を実施し、連絡会の運営等に関する協議を行います。 
 
◆全体会 
・隔月（５月・７月・９月・１１月・１月・３月）に全体会を実施します。 
・枚方市からの連絡等を随時行います。 
・研修は、担当役員を決めて、障害別（身体・知的・精神）の課題、障害者施策の動向、障害者の人権

等に関して行います。また、必要に応じて事例検討やサービス提供の問題点等の検討を行います。内
容に関するご要望があれば、役員または事務局にお伝えください。 



平成 31年度枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 予算書 (案 )

平成 31年 5月 27日

(単位 :円 )

科  目 収  入 支  出 内 容

前 期 繰 越 89,799

年 会 費 100,000 100事業者 ×1000円

参加費(資料代含む) 60,000 200メ、×300P]=60,000

講演会講師料 150,000 講師謝礼 (講演会 6回 )

印刷代 20,000

繰 越 金 79,799

合 計 249,799 249,799



２０１９年度 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 役員名簿

役 職 氏 名 事業者名

会 ⻑ 安田 雄太郎 あんゆうケア

副会⻑

会 計

監 査

幹 事

幹 事

幹 事

幹 事

幹 事

幹 事

幹 事

⻑尾 祥司

内田 智久

大橋 友子

河野 和永

津田 茂樹

秦 紀代美

パーソナルサポートひらかた

ぐっどケア

ワークショップ虹

陽だまり

ワークショップ虹

ひらかた聖徳園ホームヘルパーステーション

かなえケアサービス

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方

キッズ枚方コミュニケーションズ

枚方市社会福祉協議会在宅福祉課

上田 光男

田中 幸二郎

小林 正樹

川上 雅英


