
 
 
 
 
 

枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 

2021 年度総会（書面決議） 
 
 
 
 

議 案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．２０２０年度事業報告（案） 

２．２０２０年度決算報告（案） 

３．２０２１年度事業計画（案） 

４．２０２１年度予算（案） 



４月

５月

６月

７月

８月

９月

障害福祉担当１名  ・枚方市手話言語条例策定審議会・枚方市の新型コロナ対応

５ 役員からの連絡その他（京都ALS患者嘱託殺人事件他）

参加 ２ 障害者へのシステム開発のためのアンケートについて
役員８名＋役員候補１名

４ ２０２０年度事業計画案

６月２２⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
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

２ 通信発行の提案

役員８名 ４ 枚方市社会福祉審議会 障害福祉専門分科会（9/9）の報告

７月２７⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
ラポールひらかた 特別会議室１

９月２８⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

３ 第２回連絡会について

役員９名 ４ 枚方市からの連絡

障害福祉担当２名 ４ 『ひらかた障害福祉通信』について

３ 役員改選案

障害福祉担当１名 ５ 枚方市からの連絡（大阪府相談支援従事者研修について）

参加 ３ 新型コロナウイルスの影響について
役員１０名 ４ 枚方市社会福祉審議会 障害福祉専門分科会（6/15）の報告

７月１５⽇付通知 ８月７⽇締切 第１回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会（総会）書面決議
１ ２０１９年度事業報告案

９３事業所の全会一致で可決 ２ ２０１９年度決算報告案

２０２０年度 事業報告（案）

５月２５⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会（新型コロナ感染対策と会議室利用中止により中止）
ラポールひらかた 特別会議室１

新型コロナウイルスの影響に関する連絡会役員への聞き取り実施ラポールひらかた 特別会議室１
５月１１⽇付通知 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）

    開催延期通知

４月２７⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会（緊急事態宣言発令中により中止）

３ 『ひらかた障害福祉通信』について

２ 第２回連絡会について

２ 第３回連絡会について

５ ２０２０年度予算案

障害福祉担当２名 ５ 役員からの連絡その他

５ 役員からの連絡その他（強制不妊手術問題他）

参加 ３ 『ひらかた障害福祉通信』について

８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 総会（書面決議）の結果について

１ 服部孝次⽒（枚方市 健康福祉部次⻑ 兼 地域健康福祉室⻑）
  へのインタビュー

 ・精神科病院等での虐待問題・船形コロニー建て替え問題 他

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



１０月

１１月

１２月

１月

２月

２ 通信の発送名簿について
参加 ３ 『ひらかた障害福祉通信』について

障害福祉担当１名 ５ 役員からの連絡その他（やまゆり園事件他）

パーソナルサポートひらかた １ 第３回連絡会について

１１月３０⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

 ・新型コロナウイルスへの対応についての枚方市への要望

１０月２６⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

ラポールひらかた 特別会議室１

 ・学校臨時休業に関する放課後等デイサービスのアンケート調査

 ・枚方市手話言語条例・ケースワーカーの障害別担当の統一

２月２２⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会

役員７名

１ 第２回連絡会のまとめ

役員会（新型コロナ感染対策と会議室利用中止により中止）
ラポールひらかた 特別会議室１

講演：コロナ禍で問われる障害者の権利擁護と当事者主体の支援
参加 講師：三田 優子 ⽒（大阪府立大学 地域保健学域 准教授）

４ 障害者へのシステム開発のためのアンケートのお願い

 ・ケースワーカーの障害別担当の統一について

６３事業所９２名 ２ 会⻑挨拶、障害福祉担当課⻑挨拶、役員紹介

第２回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

４ 審議会等の報告・予定

役員７名 ４ 審議会等の報告・予定

１０月２９⽇ １４：００〜１６：３０

（新会員 １３事業所） ３ 枚方市からの連絡事項
 ・「福祉のてびき」改訂について
 ・枚方市手話言語条例策定審議会について

メセナひらかた会館 大会議室 １ 全体研修

役員８名 ４ 審議会等の報告
３ 『ひらかた障害福祉通信』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
２ 第３回連絡会について

参加

参加 ３ 『ひらかた障害福祉通信』について

１月２５⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会（緊急事態宣言発令中により中止）
ラポールひらかた 特別会議室１

障害福祉担当１名 ５ 役員からの連絡その他
 ・入所施設での虐待防止委員会設置の義務化

１２月２１⽇ １４：３０〜１６：００

 ・生殖補助医療法案における優生思想 他

障害福祉担当２名 ５ 枚方市からの連絡

６ 役員からの連絡その他
 ・コロナ禍での精神科病院からの地域移行問題

 ・福祉指導監査課からアンケートとメール登録について
 ・枚方市ガイドヘルパー養成研修のお知らせ

２ 第３回連絡会について



３月

・枚方市⻭科⼝腔保健推進連絡会

４ 役員からの連絡等（枚方市成年後見制度利用促進基本計画他）

３月２２⽇ １４：３０〜１６：００ 役員会
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

・枚方市障害者虐待防止関係機関会議

参加 ２ 次年度の第１回連絡会（総会・記念講演）について
役員７名 ３ 会費の徴収、案内・通信の発送名簿について

３月１９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：コロナ禍において障害者が地域で生きるとは

７２事業所 講師：渡邉 琢 ⽒（⽇本自立生活センター（JCIL）事務局員、ヘルパー）

３ 枚方市からの連絡事項

・枚方市社会福祉審議会（本審）
・枚方市社会福祉審議会 障害福祉専門分科会

障害福祉担当１名

 ・枚方市障害者計画（第４次）及び枚方市障害福祉計画（第６期）

  ・枚方市障害児福祉計画（第２期）について

・枚方市自立支援協議会
・枚方市社会福祉審議会 ⺠生委員審査専門分科会

 ・枚方市成年後見制度利用促進基本計画について

・枚方市医療的ケア児等支援連絡会議

・枚方市障害支援区分認定審査会（枚方市介護給付費等の支給に関する審査会）
・枚方市バリアフリー推進協議会

●２０２０年度末の会員事業所数：１２５（会費支払済の事業所数）

●審議会等への参加

 ・「実績記録票」及び「利用報告書」の押印について

 ・「手話でつむぐ住みよいまち枚方市手話言語条例」について

参加（オンライン併用）    ― 施設・病院からの地域移行と人材不足の課題

（新会員 ２５事業所） ２ 会⻑挨拶、地域健康福祉室⻑挨拶



2020 年度枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 決算書 

 
（単位：円） 

科 目 収 入 支 出 内 容 

前 期 繰 越 86,999   

年 会 費 125,000  125 事業者×1000 円 

参加費(資料代含む) 27,300  91 人×300 円 

講演会講師料  50,000 講師謝礼（年 2 回）交通費含む 

資料印刷代  7,900 10/29、3/19 全体会 

通信印刷代  17,133 ラクスル 400 部 

Zoom 用機材購入費  16,510 
サンワサプライ、カメラアダプ

タ 

    

繰 越 金  147,756  

合 計 239,299 239,299  

 

 

 

2021 年 6 月 28 日 

 

上記の通り報告致します。 

 

会長  安田 雄太郎      会計  秦 紀代美 

 

 

上記の決算書、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

告致します。 

 

会計監査  大橋 友子 



２０２１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、新型コロナウイルスの世界的な蔓延によって、社会経済活動が未曾有の制約を受け、連絡

会の活動はもとより、障害福祉サービス自体が、様々な困難に直面しました。この状況は、社会参加の

さらなる制約をはじめ、障害当事者の生活を今も脅かしています。 

こうしたコロナ禍においても、行政との連携や事業者への情報提供という連絡会の役割を果たすため、

全体会の対面とオンラインの併用開催や『ひらかた障害福祉通信』の発行を新たに試みてきました。 

 

 一方、コロナ禍においても、障害者を取り巻く施策等の変化がありました。枚方市の障害福祉施策に

関わる昨年度の主な動きを３つ紹介します。 

１つ目は、「枚方市障害者計画（第４次）・枚方市障害福祉計画（第６期）・枚方市障害児福祉計画（第

２期）」の策定です。連絡会としても、「枚方市社会福祉審議会 障害福祉専門分科会」等での審議をとお

して、地域生活や地域移行の重要性を伝えてきました。 

２つ目は、「手話でつむぐ住みよいまち枚方市手話言語条例」の制定です。ろう者（当事者）や当事者

団体が条例の制定議論に参画して成立した意義は大きいと考えます。 

３つ目は、「枚方市成年後見制度利用促進基本計画」の策定です。連絡会としても、「枚方市社会福祉

審議会（本審）」等での審議をとおして、障害者の権利擁護の必要性を強調してきました。 

 また、全国的にも、公立小中学校のバリアフリー整備義務化などを盛り込んだ改正バリアフリー法の

成立、民間事業者にも合理的配慮を義務化することや相談体制の強化などが盛り込まれた障害者差別解

消法の改正など、私たちを取り巻く法制度が変化してきました。 

 

他方、障害者への虐待、とりわけ入所施設や精神科病院における虐待は、コロナ禍に伴う面会制限に

よる「密室化」の中で、さらに深刻化しているという課題も指摘されており、私たち事業者の人権意識

の向上に向けた取り組みがますます重要となっています。 

また、人材不足も深刻で、コロナ禍が追い打ちをかけています。昨年起こった「京都ＡＬＳ患者嘱託

殺人事件」で、死を望んだとされて殺された女性は、１７カ所もの事業所からヘルパー派遣を受けてい

たとされ、事件の背景には深刻なヘルパー不足があったと言われています。 

 

人材不足によるサービスの質の低下は、障害のある市民の生活の質の低下に直結します。コロナ禍等

で厳しい状況にあるからこそ、枚方市における事業者と行政の連携がますます重要であると考えます。 

今年度も全体会の開催や通信の発行によって、様々な情報やメッセージを発信していきたいと思いま

す。会員事業者の皆様からのご意見を頂きながら、より良い枚方市の障害福祉サービスを構築し、障害

のある市民の生活を豊かにすることをとおして、すべての市民が暮らしやすいまちづくりを推進してい

きたいと思います。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

２０２１年６月２８日 

枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 

会長 安田 雄太郎 



【事業計画】 

 

◆役員会 

・毎月第４月曜日に役員会を開催し、連絡会の運営等に関する審議を行います。 

 

◆全体会 

・新型コロナウイルスの感染状況や会場の開館状況を勘案し、オンライン（Zoom）も併用しながら、 

今年度は記念講演を含めて４回の開催を目指します。 

・枚方市からの連絡等を行います。 

・研修は、担当役員を決めて、障害別（身体・知的・精神）の課題、障害福祉施策の動向、障害者の人

権等に関して行います。また、必要に応じてサービス提供の問題点等の事例検討を行います。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。 

 

◆『ひらかた障害福祉通信』の発行 

・今年度は２回を目標に発行します。 

・内容は、「講師との対談」「インタビュー枚方市」「ひらかた障害福祉の過去・現在・未来」「障害当事

者の紹介」などを予定しています。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。 

 

◆各種審議会等への参加 

 



 

 

 

２０２１年度枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 予算書（案） 

 

2021 年 6 月 28 日 

 

（単位：円） 

科 目 収 入 支 出 内 容 

前 期 繰 越 147,756   

年 会 費 100,000  100 事業者×1,000 円 

講演会講師料  100,000 講師謝礼（講演会 4 回） 

資料印刷代  20,000  

通信発行費  40,000 2 回分 

予 備 費  87,756  

合 計 247,756 247,756  

 

 



２０２１年度 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 役員

役 職 氏 名
法人名
事業所名

会 ⻑ 安田 雄太郎
株式会社あんゆう
あんゆうケア

監 査

幹 事

特定非営利活動法人パーソナルサポートひらかた
パーソナルサポートひらかた

社会福祉法人聖徳園
ひらかた聖徳園ホームヘルパーステーション

社会福祉法人であい共生舎
地域生活支援センターにじ

特定非営利活動法人陽だまりの会
相談支援センター陽だまり

株式会社ロイヤル住建
ロイヤルステージ

合同会社かなえ
かなえケアサービス

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方

幹 事

⻑尾 祥司

秦 紀代美

大橋 友子

河野 和永

津田 茂樹

谷川 進一

幹 事

幹 事

幹 事

幹 事

副会⻑

会 計

社会福祉法人枚方市社会福祉協議会
枚方市社会福祉協議会在宅福祉課

上田 光男

山田 隼人

川上 雅英

社会福祉法人であい共生舎
ワークショップ虹


