
枚方市障害者福祉サー ビス事業者連絡会

全体会記録

2004年 一-2017年



ラポールひ らかた4階大DF修室

事業者   出席 31事業者

欠席 7事業者

役員    6名
枚方市   中詞市長・奥野部長

障害福祉室7名

大阪府   畠山氏

ラポールひ らかた特別会議室

役員    6名

障害福ねL室 5名

4月 4月 16日 (金)15:30～ 17:30

4月 26日 (火 )15:35～
ラポールひらかた4階 ミーティ

役員    6名

障害福祉室  3名

5月 5月 17日 (月 )14:30～

6月 6月 21日 (月 )15:00ヘ
ラポールひ らかた特別会議室

役 員   6名

障害福祉室 6名

6月 24日  (ラ本)14:00へ 1́6:00

ラポールひヽらかた41晴大1)千修室

事業者   出席 34事業者

久席 5事業者

役員    6名
障害福祉室 7名

平成16年度 事業報告

ングノl′― ム

i:豊墜図強墨壼壁茎量豊墨携鍵燿
1枚方市支援費事業者連絡会規約 (案)について

2役員の選出について

3平成16年度事業言1画 (案 )、 予算書 (案 )

4障害福祉室からの連絡事項

①支援費関連 tl・業の取‐り扱いについて

②居宅介護支援費の具体的な算定方法について
5大阪府からの連絡事二涎

①平成 16年度国支援費基4Eの 主な改正点

②指定居宅支援等に要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴 う留意事項について

6枚方市支援費事業者連絡会設立記念講演会

「支援費市1度 、その意義 と課題」

講師 :花園大学4J~任 講師 三田 優子氏

(枚方市民会館第 5、 6会議室 午後6時30分～8時
30分)80名 参加

役員会

第 1回枚方市支援費事業者■il絡会の反省

複数のサービスを提供している事業者に対する赳I絡 について

枚方市障害者施策の経過訂iり 1

枚方市障害者計画の説明

そ
/71・

他

役員会

アンクー トの様式について

事業者に対す る障害者計画σ)配布 に つヽいて

グループ ミーテ ィングの班分けについて

その他

全体会の準備について

アンケー トの様式について

枚方市障害者施策 とのかかわ りについて

その他

|

1

2

3

4

枚力市の障害者施策と事業者との関わりについて

グループミーティング

アンケー ト調査の依111

①支援費関連事業の取 り扱いについて

②居宅介護支援費の具体的な算定方法に/1い て

障害福社室からの連絡事項

‐
‐
‐
‐
‐５
‐
」



7月 7月 26日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひ らかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室 6名

第2回枚方市支援費事業者連絡会の反省

事業者連絡会で実施 したグループミーティングの集約

事業者アンケー ト集約結果説明

受給者証の10月 更新について

その他

8月 8月 16日 (月 )14:30～ 役員会

ポールひ らかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室 5名

移動介護支援費の算定について説明

グループ討議の質問への説明

第3回枚方市支援費事業者連絡会の内容について

その他

9月 9月 27日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひ らかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室 7名

第3回枚方市支援費事業者連絡会の内容について

地域生活支援事業紹介

支援費事業現状と課題

事業者アンケー ト調査結果報告

その他

98298 (zk) I4:oo-16:oo
ラポールひらかた大研修室

事業者   出席 26事業者

新規 6事業者

欠席 16事業者

障害福祉室 7名

1地域生活支援事業紹介

2支援費事業現状と課題

3支援費の支給期間満了に伴 う更新手続きなど

410月 1日 からの支援費の改正点について

5事業者アンケー ト調査結果報告

10月 10月 25日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひ らかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室 3名

第3回枚方市支援費事業者連絡会の反省

事務局への要望

次国連絡会の内容について

支援費と市単費が合計50時間を超える利用者の把握と取扱いについ

連絡会への加入勧奨について

11月 11月 29日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひ らかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室 5名

通院にヘルパーの車を利用する特殊な実例について

支援費の利用上の内容について

共同配車の保険について

その他

12月 12月 20日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひ らかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室 3名

第4回枚方市支援費事業者連絡会の内容について

その他



12月 nE22A (zl<) t+:30-16:50
ラポールひらかた大研修室

事業者   出席 30事業者

新規 2事業者

欠席 14事業者

役員    7名
障害福祉室  5名

大阪府    松井氏

1ホームヘルプの現状と課題

2支援費制度の動向について

3共同配車センターについて

4障害福祉室からの連絡事項

5車を使用した移動介護について再度お願い

1月 1月 24日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひらかた特別会議室

役員    7名

障害福祉室  5名

第4回枚方市支援費事業者連絡会の反省

グラン ドデザインに対する連絡会からの要望について

第5回枚方市支援費事業者連絡会の講師依頼について

その他

2月 2月 21日 (月 )14:30～ 役員会

ラポールひ らかた特別会議室

役員

障害福祉室

7名

3名

第5回枚方市支援費事業者連絡会の内容について

平成 17年度事業計画 (案)及び予算 (案)について

その他

2月 23日 (水 )13:30～ 15:50 魃

ラポールひらかた大研修室

事業者   出席 28事業者

欠席 17事業者

役員    7名
障害福祉室 5名

1精神障害者地域生活支援事業紹介
2障害者ケア 。マネジメントについて

3グランドデザインについて

4平成17年度事業計画 (案 )・ 予算 (案 )

5障害福祉室からの連絡事項



平成17年度 事業報告 (案 )

4月 27日   14:00～ 16:00

ラポールひ らかた4階大研修室

出席 37事業者

欠席 14事業者

7名

障害福祉室7名

1障害福祉室担当者変更報告 。事務局担当変更

214成 16年度事業報告 (案)および決算報告 (案 )

3大阪府からの連絡事項

4 市からの連絡事項

①国からの通知を含めた平成17年4月 1日 からの改正点

②利用者個別計画書の提出について

③事業所のヘルパー管理について

④サービス提供責任者の設置について

⑤ホームヘルプ支給量の取扱いについて

⑥ボランティア輸送の支援費請求について

①新しい福祉の手引きの配布について

5支 援費制度の現状報告 (現在自立支援法が国会に提出)

6 5月 の全体研修会のお知 らせ

7移 送サー ビスについて 市の見`解 を再度説明

7メ]8 Fl      14:00-16:00

7ノ18日     18:00-20:00 公開学習会

1講演 「障害者 自立支援法の現状 と課題」

障害者の 自立 と完全参加を目指す大阪連絡会議

事務局長 古田朋也氏

メセナひ らかた多 日的ホール

参加者     185名

10J124日     14:00-16:0010月

ラポールひらかた4階大研修室 支援費制度の昨年度実績 とその動 |「]

|卜 からの連絡事項

①施設訓練等支援費、利用者負担階層について

②平成17年 3月 18日 厚生労働省通矢口「①居宅介護※
2」            ′

rハ 各″■口)「 _ぅ l′ 、‐r

の支援費ホームヘルプの契約と |ケ アプ ,テ ン」の提出

○不適IE事例の報告

⑤支援費制度Q&A

⑥適正な移送サービスの推進について

⑦ 「支援費事業者の手引き (仮称)Jについて

グルーフ
゜
ディスカッション

その他 (質疑応答)

事業者の手引きについて

市の障害程度 区分判定試行事業の報告

自立支援法の見通 しについて

サー ビス提供責任者研修会について

市か らの連絡事項

① 自主返還事例について

事業者

役員

障害福祉室

役員

障害福祉室

出席 34事業者

欠席 5事業者

7名

7名

出席 49事業者

新規 3事業者

欠席  12事業者

7名

6名

ラポールひ らかた4階大研修室

事業者

1

2

3

4

5

4月 卜1●●:

事業者

役員

枚方市

大阪府

7月 球I碑■
'ぶ
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② 障害者介護の現場での医療行為について

③ 行事に関する届出申請用紙について

6前回のアンケートの結果報告 。質疑応答など

11月 11月 11日   14:00～ 16:30

ラポールひ らかた4階大研修室

サービス提供責任者  82名

役員       7名
障害福祉室    5名

1講演 「指定居宅介護事業者の業務に関 して」

大阪府健高福祉部医務・福祉指導室指導総括主査 北井由直氏

2講演 「障害者 自立支援法に関 して」

パーソナルサポー ト 理事長 長尾 祥司氏

3「枚方市支援費事業者の手引きについて」

4そ の他 (質疑応答 )

12月 12月 29日   14:00～ 16:00

ラポールひらかた4階大研修室

事業者    出席 53事業者

新規 1事業者

欠席‐8事業者

役員     7名
障害福祉室  7名

1障害者 自立支援法に関 して

2サービス提供責任者研修会での内容について

3市 からの連絡事項

4質疑応答

2月 2月 27日    14:00～ 16:00 朧 覇 警
ラポールひ らかた4階大研修室

事業者    出席 53事業者

新規 5事業者

欠席 12事業者

役員     7名
障害福祉室  7名

1障害者 自立支援法の最近の動向について

2規約改正および役員改選について

3 ,,か らの連絡事項

①障害者自立支援法の施行に伴う手続きについて

②説明会での質問等について

4その他 (質疑応答)



平成18年度 事業報告 (案 )

ラポールひらかた4階大研修室

事業者

役員

枚方市

出席 52事業者

欠席 14事業者

7名

障害福祉室8名

1

2

3

平成17年度事業報告 (案)お よび決算報告 (案 )

枚方市障害福祉サービス事業者連絡会規約 (案 )

新役員について

平成 18年度事業計画 (案)お よび予算 (案 )

枚方市からの連絡事項

① 4月 から9月 までの請求事務について

②利用者負担の上限管理について

③外出介護サービス (ガイドヘルプ)について

④障害程度区分について

⑤障害福祉室新体制について

その他

医療行為について

4

5

1 コミュニティーソーシャルワーカー挨拶

2地域生活支援事業について ヽ

3枚方市からの連絡事項

C)市 の施設を利用する場合に・ついて

②障害程度区分について

③認定調査について

④請求事務について

4その他 (質疑応)

メセナ枚方 大会議室

事業者    出席 47事業者

(新会員 10を含む)

欠席 15事業者

役員       6名
障害福祉室    8名

7月 28日     18:00-20:30 公開学習会

メセナひらかた多目的ホール

参加者     177名
事業者連絡会71名

ケアマネ連絡会51名

その他55名

1障害者の相談支援について

2障害者程度区分認定について

3制度施行後の状況について

講師 :佐藤 博氏

(厚生労働省・援護局障害保健福祉部障害福祉専門官 )

軸 騨
鋤 酔 ヽす

～

9月 9月 8日    14:30-16:30

輝 きプラザ きらら 大研修室

事業者    出席 61事業者

(新会員9を含む)

欠席
｀
10事業者

役員       7名
障害福祉室    7名

1 障害福祉室長挨拶

2 10月 からの自立支援法について

①自立支援給付

②地域生活支援事業

3市からの連絡事項

4その他

5月 5月 2日    14:00～ 16:00
|[:ilit:1:::11llil:::::::11:::11i:1:ii 

「
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7月 7月 28日     14:30～ 16:30 ¨
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|

|

11月 11月 28日   14:00～ 16:30

ラポールひ らかた4階大研修室

事業者    出席 52事業者

(新会員4を含む )

欠席 24事業者

役員       8名
障害福祉室    9名

1市からの連絡事項

地域生活支援事業

2講 演 「精神障害 (者)への理解 と支援」

平安女学院大学助教授  篠原 由利子氏

3その他事務連絡

1月 1月 25日   14:00～ 16:00

ラポールひ らかた4階大研修室

事業者     出席 61事業者

(新会員3を含む )

欠席 18事業者

役員       7名
障害福祉室    9名

1市からの連絡事項

①新たな利用者負担軽減措置

②枚方市の今後のスケジュール

③ 日中一時支援事業と移動支援事業の適用関係

2大阪府より

①最近の制度動向について

(障害保健福祉室 折橋主事)

②人員、設備及び運営に関する基準について

(医療・福祉指導室 北井総括主査 )

3月 3月 26日   14:00-16:00
:'111:1111:11::0:l,1:1,1111:'11,1〕  ll:] ;liii:ill::;llilliilil:llillllllill‖ !|:11111:t::l::::11;::|:|ミ 薇

ラポールひらかた4階大研修室

事業者    出席 53事業者

(新会員1を含む)

欠席 27事業者

役員       7名
障害福祉室    9名

1市からの連絡事項

①移動支援事業

② 4月 1日 からの措置について

③その他

一ヽ

ｒ



平成19年度 事業報告 (案 )

ラポールひ らかた 大研修室

事業者    出席 58事業者65人

役員       8名
枚方市    障害福祉室9名

1 平成18年度事業報告 (案)お よび決算報告 (案 )

2平成19年度事業計画 (案)お よび予算 (案 )

3枚方市からの連絡事項

①障害福祉室新体制について

②枚方市障害福祉計画について

③枚方市移動支援事業実施に関する基準

4その他

介護給付費の適正請求について (コ ムスン問題 )

6月 6月 11日 14:00～ 17:00 在宅介護 と医療・看護の連携についての懇談会

ラポールひ らかた 特別会議室 1

ラポールひらかた 大研修室

事業者 出席 50事業者66人

(新会員 8を含む )

欠席 16事業者

6名

6名

役員

障害福祉室

研修会                '
「知的障害を持つ人 を支援す る」

講師 :林 淑美

(ク リエイテ ィブハ ウス パ ンジー施設長 )

枚方市か のヽ連絡事項

①新支援センター紹介

②臨時特例交付金特別対策事業について

③移動支援について

④受給者証の更新について

⑤日中一時支援事業所及び基準該当事業所について

その他

在宅介護と医療・看護の連携についての懇談会に

つ い て

輝きプラザ

事業者

大研修室

役員

障害福祉室

出席 63事業者85人

(新会員 12を含む )

欠席 12事業者

7名

6名

10月 からの自立支援法について

①自立支援給付

②地域生活支援事業

市からの連絡事項

精神障害者ホームヘルパー研修について

その他

年間事業計画の変更にういて

グループ討議

5月 2日   14:00～ 16,00

7J]5日     14:30-16:30

9メ]26日     14:00-16:00



11月 11月 26日    14:30´‐16:30

企体研修会
‐

「重度心身障害児・者への支援について」

講師 杉本健郎

(びわこ学園医療福祉センター 統括施設長)

輝きプラザきらら7階大研修室

91名

輝きプラザきらら7階大研修室

事業者    出席 51事業者69人

(新会員5を含む)

欠席 32事業者

役員       8名
障害福祉室    6名

1サービス提供責任者研修

講師 古田 浩

(大 阪府 事業者指導課 指導 グループ)

2グループ討議

3市 か らの連絡事項

移動支援 。日中一時支援受給者証について

3月 3月 22日    14:00～ 16:00

輝きプラザきらら7階大研修室

事業者    出席 34事業者 170人

欠席 49事業者

役員       7名
障害福祉室    3名

1研修

「障害者居宅介護の現状と課題」

講師 三田優子

(大阪府立大学 准教授 )

役員改選につて

市からの連絡事項

1月 31日    14:00-16:00



平成20年度 事業報告 (案 )

5月 5月 12日  14:00～ 16:00 第11回 1‐板方市障害福祉サ■ビス事業者連絡会
ラボールひらかた 大研修室

事業者  50事業者56人
役員       7人
枚方市障害福祉室  6人

高齢社会室  1人

1 平成19年度事業報告 (案)および決算報告 (案 )

2新役員について
3平成20年度事業計画 (案 )および予算 (案 )

4枚方市からの連絡事項

①障害福祉室新体制について

,②フ月からの負担軽減と上限管理について
5その他

在宅介護と医療・看護の連携にういてのアンケート結果

7月 7月 3日  14:00～ 1フ :00 在宅介護と医療 :看護の連携についての懇談会

ラポールひらかた 特別会議室 1

7月 7月 15日  14100～ 16100 :勲回11枚芳市障害福祉サキビス事業者:連絡会■i:III

ラポールひらかた 大研修室

事業者  67事業者84人
(新会員24合 計フ4会員 )

役員       7人
枚方市障害福祉室  5人

高齢社会室  1人

1 枚方市からの連絡事項

①大阪府予算案について

②利用者負担に係る上限管理について

③平成19年度の自主返還について

2全体研修
「自立支援法の課題～当事者の視点から」

講師 :楠  敏雄
(特定非営利法人 大阪障害者自立生活協会 理事長)

3その他
在宅介讚と医療・看護の連携についての懇談会について

10月 10月 3日  14:00～ 16:00 3回 1‐ 1枚方市障害福祉サ‐ビス:

ラポールひらかた 大研修室

事業者  35事業者45人
(新会員1 合計フ5会員 )

役員       7人
枚方市障害福祉室  5人

高齢社会室  1人

1 全体研修

高血圧や糖尿病の生活習慣病について

食中毒の予防について

枚方市立保健センター 保健師 中村祐子

栄養士 谷淵 郁

2枚方市からの連絡事項

①移動支援事業の通院利用の決定について
②ガイドヘルパー養成研修について

3要 望書の提出について

11月 11月 28日  14:00～ 16:00 Lヽ4 ゴス1てフ

ラポールひらかた 大研修室

事業者  46事業者51人
(新会員0合計75会員)

役員       7人
枚方市障害福祉室  5人

高齢社会室  1人

11 全体研修
1 感染症に関する基礎知識と利用者への配慮について

枚方保健所 青木美憲 医師

2枚方市からの連絡事項

①「福祉のてびき」について
②移動支援事業について

3要 望書の提出について



28日  14:00～ 16:00

1事務連絡
①枚方市障害者計画について
②障害保健福祉関係主管課長会議について

2グル=プ討議
介護現場における様々な問題点とその解決方法の模索について

メセナひらかた  大会

事業者  40事業者54人
(新会員0合計75会員)

役員       6人
枚方市障害福祉室  4人

3月 13日  14:oo～ 16:00
ラポールひらかた

事業者 66事業者88人
(新会員0合計75会員)

役員       5人
枚方市障害福祉室  2人

1連絡事項
①障害福祉サービス費等の算定について
②市からの連絡

・地域生活支援事業の更新について
,通所系サービスの吏新について
・移動支援事業委託料請求書等の簡素化について

2全体研修
「障害者自立支援法の課題と今後」

講師 立岩真也 (立命館大学大学院教授 )



平成21年度 事業報告 (案 )

ラポールひらかた 大研修室

事業者  61事業者67人
役員       7人
枚方市障害福祉室  6人

２

３

平成20年度事業報告(案 )および決算報告(案 )

平成20年度事業計画(案)および予算(案 )

枚方市からの連絡事項
①障害福祉室新体制について
②障害福祉サービス費の報酬算定について

③枚方市障害者計画について
④上限管理加算について
⑤重度障害者等住宅改造助成事業について

ラポールひらかた 大研修室

事業者  56事 業者 81人
CSW         3人

役員       7人
枚方市障害福祉室  4人

障害者自立支援法の改正について

2全 体研修

「共に輝いて生きる」

講師 :西 定春

(社会福祉法人 すばる福祉会 理事長 )

1地上デジタル放送説明会

2枚方市からの連絡事項

①新型ィンフルエンザについて

②事故報告について

3全体研修について
「精神障害を学ぶ」

講師 :塚本正治
(大阪精神障害者連絡会役員・地域活動支援センター「すいすい」職員)

ラポールひらかた 大研修室

事業者  36事業者 59人
(新会員1 合計62会員 )

役員       6人
枚方市障害福祉室  3人
CSW         3人

ラポールひらかた 大研修室

事業者  32事業者37人
(新会員0合計62会員)

役員       6人
枚方市障害福祉室  3人
CSW         2人

1連絡事項

新型インフルエンザについて

2グループ討議

3枚方市からの連絡事項
①上限管理について
②ガイドヘルパー資格について

｀
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月20日  14:00～ 16:00

7月 16日  14100～ 16:00

17日  14:00～ 16:00

11月 25日  14:00～ 16:00



メセナひらかた 大会議室

事業者 44事業者60人
(新会員0合計62会員)

役員 7人
枚方市障害福祉室  6人

1枚方市からの連絡事項
①日中サービス系事業所について
②地域生活支援事業受給者証の更新について
③利用者負担額の変更について

2連絡事項
介護現場における様々な問題点とその解決方法の模索について

①ガイドヘルパー養成研修について
②移動支援について
③災害対策について

3全 体研修

「医療的ケアを取り巻く現状と課題」
講師 ノヽ十島 美奈子(NPO法人 暖)

吉田 和弘(障害当事者 )

1全体研修

難病を持つ「在日」自立「障害」者の日常から

講師  李 清 美 (イァ・チョンミ)

2連絡事項
役員改選について

3枚方市からの連絡事項

①利用者負担額の変更につて

②受給者証について
③ケアホーム・グループホーム機能強化加算の廃止について

ラボールひらかた 大研修室

事業者  41事業者54人
(新会員0合計62会員)

役員       フ人
枚方市障害福祉室  3人

‐

1:)|ID                     騨
慰            ・

卜                    '憲
富鵠(I t,t(1           、

ト
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平成22年度 事業報告(案 )

4月 4月 20日  14:00～ 16:00 第1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 大会議至

事業者  4フ事業者56人
役員       8人
枚方市障害福祉室  5人

記念講演会    フ1人

総会
1平 成21年度事業報告 (案)および決算報告 (案 )

2平 成22年度事業計画 (案)お よび予算 (案 )

3新 役員について
4障 害福祉室新体制について

記念講演会

「障がい者制度改革と障害者総合福祉法」
講師 :尾上浩二

(DPI日 本会議事務局長・障がい者制度改革推進会議委員)

フ月 7月 15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

ラポールひらかた 大研修室

事業者 41事業者58人
(新会員8合 計55会 員 )

役員       フ人

枚方市障害福祉室  2人

1全 体研修
「知的障害者への支援の在り方」

講師 :登丸和子

2枚 方市からの連絡事項

①事故報告について
①「福社のてびきJ改訂版について

9月 9月 16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

ラポールひらかた 大研修室

事業者  37事業者47人
(新会員5合計60会員)

役員       フ人

枚方市障害福祉室  4人

③居宅介護・重度訪間介護事業所におけるサービス提供の適正

12月 12月 1日  16:00～ 18:00 ;4回 枚方市障害福祉サービス]

メセナひらかた 大会議室

事業者64人  医療機関19人
(新会員1 合計61会 員 )

役員       6人
枚方市障害福祉室  3人

1全 体研修
「心の医療宅急便」

講師 :高木俊介 (ACT― Kたかぎクリニック)

2枚 方市からの連絡事項

障害福祉サービス利用者等に対する布教活動に関する

相談支援について

2 2 17日   14:00～ 16:30 5回 F障害福祉サービスニ

メセナひらかた  大会議室

事業者  28事業者50人
(新会員0合 計61会員 )

役員       フ人

枚方市障害福祉室  6人

1全体研修              :
「医療的ケアを巡る現状と課題」
講師 :篠原文浩(支援センターあいりん)

2枚方市からの連絡事項
障害者計画策定に係るアンケートヘの協力依頼

化



16日  14:00～ 16:00

事業者  43事業者54人
(新会員0合計61会員)

役員       フ人
枚方市障害福祉室  3人

全体研修
「改正障害者自立支援法から考える～今後の障害者福祉の展望

講師:古田朋也

(障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議事務局長)

枚方市からの連絡事項
①地域生活支援事業受給者証の更新について
②移動支援事業者説明会の開催について



平成23年度 事業報告 (案 )

5月 5月 18日  14:00～ 16:00 第1回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
ラポールひらかた大研修室

事業者 69事業者70人
(新会員28)

記念講演会   72人

総会
1平成22年度事業報告 (案)および決算報告 (案 )

2平成23年度事業計画 (案 )および予算 (案 )

3市 からの連絡事項

①ケースワーカー担当地区について

②請求事務に関する連絡と報告

記念講演会
「障害」という事柄を改めて考える
講師 :浜 田 寿美男   (元奈良女子大学名誉教授)

フ月 7月 20日  14:00～ 16:30 第2回 枚方市障害福祉サ=ビ
ス事業者連絡会

メセナひらかた大会議室

事業者  55事業者87人
(新会員12)

1全体研修
「支援の質が問われる障害児者施設の今日的課題J

講師 :坂本 農氏  (社会福祉法人 月の輸学院 施設長)

2枚方市からの連絡事項

①平成23年 10月 1日 施行予定の障害福祉サービス制度改正について
②過誤申立について

9月 9月 15日  14:00～ 16:30 第3回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

ラボールひらかた 大研修室

事業者  67事業者88人
(新会員10)

1全体研修
「東日本大震災と障害者支援」

講師 :八幡 隆司氏 (ゆめ風基金理事 )

2枚方市からの連絡事項

①緊急通報装置について
②洪水ハザードマップ、危険箇所マップについて
③同行援護について

ナ̈ 11月 11日  14:00～ 16:30 fラく4回
ラポールひらかた 大研修室

事業者  41事業者62人
(新会員3)

1全体研修

「障害者の地域移行について ～長野県の実践報告～」
講師 :関 孝之氏
(長野県上小日域障害者総合支援センター 精神障害者地域移行コーディネーター )

2枚方市からの連絡事項

①国保連請求にかかる市提出書類
②移動支援の利用目的について

2月 2月 9日  13:30～ 16:00 Iス:5
枚方市民会館 第 1・ 2集会室

事業者  46事業者65人
(新会員0)

1全体研修

「医療的ケアの実践と課題」
講師 :岩出るり子氏 (訪間看護ステーションみらい)

2枚方市からの連絡事項

①移動支援事業事業所説明会について
②平成24年4月 予定、障害福祉サービス等報酬改定について

3月 3月 22日  19:30～ 21:00 サービス層
ラボールひらかた 大研修室

事業者  49事業者105人
(新会員0)

11全体研修
「障害者制度改革と者総合福祉法の動向について」

講師 :尾上 浩二氏
(DPI日 本会議事務局長/障がい者制度改革推進会議委員・総合福祉部会副部会

2枚方市からの連絡事項

①過誤申立と再請求について



平成24年度 事業報告 (案 )

5月 5月 23日  13:30～ 16:30 第1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 大会議室

事業者  53事業者80人
(新会員14)

緩
１
２
３
４

平成23年度事業報告 (案 )および決算報告 (案 )

役員改選

平成24年 度事業計画 (案 )お よび予算 (案 )

枚方市からの連絡事項
国保連請求 (地域区分変更、処遇改善加算におけるエラーについて)

記念講演会
「障害のある人もない人も暮らしやすい時代に」

講師 :野澤 和弘氏 (毎 日新聞論説委員)

7月 7月 31日  18:00～ 20:00 第2回 枚方市障害福祉サ
=ビ

ス事業者連絡会

ラポールひらかた 大研修室

事業者  52事業者135人
(新会員0)

1全体研修

『発達障害を通して、福祉と医療の在り方を考える』
～医療の現場からの経験、事例を通して～

講師 :稲垣 亮祐氏(さわらび診療所 院長 精神科医)

2枚方市からの連絡事項
「福祉のてびきJの改定について等

10月 10月 2日  18:15～20:30 第3回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
ラポールひらかた 大研修室

事業者  48事業者120人
(新会員2)

「障害者への差別・虐待のない社会をめざして」
～「障害者虐待防止法」施行に向けて～

講師 :青木 佳史氏 (きづがわ共同法律事務所 )

2枚方市からの連絡事項
障害者虐待対応の窓口設置について等

11月 11月 13日  18:15～ 20:30 第4回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
ラボールひらかた 大研修室

事業者  36事業者90人 「精神障害者の地域生活支援」 ～今とこれから～

講師 :武田牧子氏 (南高愛隣会東京事務所 所長 )

2枚方市からの連絡事項
大阪府から枚方市への権限委譲について(事業者の指定及び指導監督 )

2月 2月 26日  18:00～20:00 第5回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会
ラポールひらかた 大研修室

事業者  43事業者88人
1 全体研修
「医療的ケアを必要とする当事者の地域生活支援」

～「喀痰吸引研修」の現状と課題～

講師 :岸本 美智子氏 (医療的ケア連絡協議会・事務局長 )

新居 真理氏(枚方市内普通中学校に在籍する障害児童の保護者 )

新居優太郎さん

2枚方市からの連絡事項
「障害者総合支援法」施行に係る障害福祉施策の変更について

平成24年度 会員事業者数 87

全体研修



平成25年度 事業報告(案 )

1 平成24年度事業報告 (案)および決算報告 (案 )

2平成25年度事業ll画 (案)および予算 (案 )

3枚方市からの連絡事項

介護給付費等の不正受領について

記念講演会

「難病者の地域支援を考える」

請師:谷岡 哲次氏 (NPO法人レット症候群支援機構 代表理事 )

ルひらかた

事葉者  61事業者92人
(新会員13)

サービス事業者連絡会7月 22日  17:30～ 20:00

「食品衛生講習会」

講師:迎 恵美子氏 (枚方保健所 衛生課 )

「地域で生活するために」

講師:構原 典俊氏 (社会福祉法人 青葉仁会 理事長)

枚方市からの連絡事項

事業者  45事業者75人
(新会員9)

事業者  51事業者74人
(新会員11)

「重度障害者が地域で暮らすということ」
～頚損になつて今～

講師 :島本 義信氏 (大阪頸髄損傷者連絡会事務局長 )

特定非営利活動法人 枚方市勤労市民会からのお知らせ

枚方市からの連絡事項

―ルひらかた 大

事業者  42事業者53人
「成年後見制度とは」

～自立生活支援と後見的支援～

講師:石川 肇氏(四條畷学園短期大学教授、枚方市自立支援協議会会長)

枚方市からの連絡事項
・移動支援請求事務について
'居宅介饉の支給決定について
,事故報告書の提出について

ルひらかた 大

事業者  47事業者76人
「地域にパワーを～改正精神保健福祉法施行後のこれから～」
講師:高木 俊介氏(ACT― K主宰、たかぎクリニック医師)

2枚方市からの連絡事項
'地域生活支援事業の受給者証更新案内発送について

3月 27日  13:30～ 16:00

業者  50事業者59人
「障害という事柄をもう1度考える」
講師:松原 洋子氏(立命館大学 先端総合学術研究家 教授)

安田 雄太郎(NPO法人 パーソナルサポートひらかた所属)

枚方市からの連絡事項
`障害者総合支援法 (H26.4施行分)の概要

平成25年度 会員事業者数 87

ラポールひらかた 大研修室

5・ 6年生 (障害児 )の留守家庭児童会 委託先の募集 につい



平成26年度 事業報告 (案 )

5月 5月 29日   ¬3:30～ 16:15 第1回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 (総会 )

ラポールひらかた 大研修室

事業者  55事業者61人

(新会員23)

平成25年度事業報告 (案 )および決算報告 (案 )

平成26年度事業計画 (案)お よび予算 (案 )

枚方市からの連絡事項

臨時福祉給付金について

記念講演会

「障害者差別解消法の概要と法制化の意義」

講師:青木 志帆 氏 (弁護士・尼崎あおぞら法律事務所 )

維
１
２
３

8月 8月 18日  可4:00～ 16:OO 第2回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

ラポールひらかた 大研修室

事業者  52事業者70人

(新会員14)

全体研修

「当事者主体と意思決定支援のあり方」

講師:青木 佳史氏 (きづがわ共同法律事務所。弁護士 )

枚方市からの連絡事項

・事業者アンケートのお願い

・「福祉のてびき」について

9月 9月 18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

枚方市民会館 lF第 1・ 第2集会室

事業者  44事業者62人
(新会員7)

全体研修

「障害」をめぐる発達の視点と生活の視点

講師:浜田 寿美男氏

(奈 良女子大学 名誉教授/立命館大学 特別招聘教授。発達心理学者 )

枚方市からの連絡事項

事業者アンケートのお礼

11「 11月 20日  14:00～ 16:30 第4回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

ラポールひらかた 大研修室

事業者 51事業者67人

全体研修 (公開講座 )

「精神障害者の人権の今」

講師:山本 深雪氏

(大阪精神医療人権センター 。大阪精神障害者連絡会 )

枚方市からの連絡事項

・相談支援事業について
・ほつこりひらかた2014について
・多手軽減に係る給付費請求について

2月 2月 3日  ¬8:00～ 20:00 第5回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

ラポールひらかた 大研修室

事業者  45事業者54人

全体研修

「問題提起 :障害者権利条約と実践―インクルーシブ教育への転換を一」

講師:堀 智晴氏 (インクルーシブ(共生)教育研修所 )

枚方市からの連絡事項
・移動支援事業および就労継続支援B型事業に関する説明会について
。ガイドヘルバー従事者養成研修について

3月 3月 20日  14:00～ 16:30 第6回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

枚方市立地域活性化支援センター

(輝きプラザ きらら)7階 大研修室

事業者 む 事業者

“

人

“

  75

全体研修

「福祉サービスの現状と課題」

講師 :上野 千鶴子氏(立命館大学特別招聘教授、東京大学名誉教授 )

枚方市からの連絡事項
・介護給付費等の報酬改定について
・「枚方市民の歯と口腔に関するアンケート」の

お願いについて(枚方市保健センター )

平成26年度 会員事業者数 100



平成27年度 事業報告 (案 )

6月 6月 1日  14:00～ 16:30 第1回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 (総会 )

ラポールひらかた 大研修室

事業者  80事業者92人

(新会員25)

総会

¬ 平成26年 度事業報告 (案 )および決算報告 (案 )

2平成27年度事業計画 (案 )および予算 (案 )

3枚方市からの連絡事項

介護給付費等の報酬改定について

記念講演会

「障害者総合支援法の見直しについて」

講師 :山下 幸子 氏  (淑徳大学総合福祉学部准教授 )

8月 8月 18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

ラポールひらかた 大研修室

事業者  42事業者51人
(新会員4)

全体研修                 ~
「1つの病気が映し出す社会の一面 ～ハンセン病政策とは何であったのか～」

講師 :本山 美恵子氏

枚方市からの連絡事項
。大阪府相談支援従事者初任者研修の推薦について
・枚方市ガイドヘルパー養成研修の案内

9月 9月 ¬6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

枚方市民会館 lF第 1・ 第2集会室

事業者  51事業者76人

(新会員2)

1 全体研修                  ~
「知的障害を持つ人たちがのぞむくらしを実現するために」

講師 :林 淑美氏

(社会福祉法人創思苑理事長/東大阪市自立支援協議会 地域移行・地域定着部会

2枚方市からの連絡事項
・介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について

11′ 11月 24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

ラポールひらかた 大研修室

事業者 4フ事業者59人

全体研修

「障害理解とノーマライゼーション」

講師: 久田 亮平氏  (サンフェイスグループ代表 )

枚方市からの連絡事項
・障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインの掲載について
・変更届出等の提出について

1月 1月 28日  14100～ 16:00 第5回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

枚方市民会館 lF第 1・ 第2集会室

事業者  47事業者68人

全体研修

「精神科訪問看護～その人らしさと支援～」

講師 :進 あすか氏  (訪間介護みのり 統括管理責任者 )

枚方市からの連絡事項
・マイナンバー施行における対応について

3月 3月 24日  14:00～ 16:00 第6回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

ラボールひらかた 大研修室

事業者 41事業者58人

1 全体研修

「防災と障害者」

講師: 鈴木 絹江氏 (特定非営利活動法人 ケアステーションゆうとぴあ理事長

2枚 方市からの連絡事項
・枚方市内事業所の不正事案について

平成2フ年度 会員事業者数 135



平成28年度 事業報告 (案 )

5月 5月 13日  14:00～ 16:30 第1回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 (総会 )

ラポールひらかた 大研修室

事業者  81事業者113人

(新会員8)

総会

1 平成27年度事業報告 (案 )および決算報告 (案 )

2平成28年度事業計画 (案 )お よび予算 (案 )

3枚方市からの連絡事項

介護給付費等の報酬改定について

記念講演会

「障害者差別解消法施行と明石市の取り組みについて」

講師 :金 政玉 氏  (明石市福祉部福祉総務課 障害者施策担当課長 )

7月 7月 12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

枚方市民会館 第 1・ 第2集会室

事業者  54事業者76人

(新会員6)

1 全体研修                              |
「自閉症広汎性発達障害のある子どもたちへ場所や活動の意味をわかりやすく伝える

2恣
茫 初

… …

て  |

9月 9月 16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

ラポールひらかた4階 大研修室

事業者  46事業者 106人
(新会員2)

1 全体研修

映画上映「あいむはつぴい 1と叫びたい～クリエイティブハウス パンジーの挑戦」

2知的障害当事者の講演

3枚方市からの連絡事項
・同行援護での通院利用について

11′ 11月 30日  14:00～ 16100 第4回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

枚方市立メセナひらかた会館 6階大会議雪

事業者  39事業者63人

(新会員1)

1 全体研修

「重症心身障害者の方の地域での暮らし」

講師 :清水 明彦氏  (西宮市社会福祉協議会 常務理事 )

2枚方市からの連絡事項
・ほつこりひらかた2016の 開催について

1月 1月 31日  14:00～ 16:30 第5回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

枚方市民会館 lF第 1・ 第2集会室

事業者  45事業者76人

(新会員3)

全体研修

「精神医療と連携した地域生活支援の仕組み作り」

講師:吉川 隆博氏  (東海大学健康科学部看護学科 )勧授 )

枚方市からの連絡事項
・地域生活支援事業の年度更新について

3月 3月 24日  14:00～ 16:30 第6回 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会

ラボールひらかた 大研修室

事業者  35事業者49人

(新会員5)

全体研修

「障害者の地域での自立生活」

講師 :頼尊 恒信氏  (NPO法 人 CILだんない事務局長)

枚方市からの連絡事項
・枚方市 口腔保健支援センターからの案内

・移動支援・日中一時支援の制度改正について

平成28年 度 会員事業者数 126


