新年“ｗａｋｕ ｗａｋｕと！！”
全国各地で始まっている新しい発想での共生社会、業界を沸かせ「まんなかはどこにでも」という勢
いで活動が生まれてます。その“旬”なお話で「お正月はとっとりで!!」アイディアの湧く新年スター
ト! で地域福祉サービスを waku waku 気分で斬新にアートしてください。
［日 時］ ２０１9 年１月 12 日（土）9 時００分～１７時 3０分
13 日（日）９時 10 分～１4 時 20 分
［会 場］ 米子コンベンションセンター 国際会議室・第 2～7 会議室ほか
［申 込］ 参加申込案内をご覧ください。
［定 員］ 40０名（申込期限１２月 25 日・定員になり次第受付終了となります。）
［参加費］ （資料代）一般 5,000 円
障がい・学生 1,000 円
◆ゲストの事情等によりプログラムに変更があり得ることをご了承ください。
２０１９年１月１２日（土）
8:30～受付開始
9:00～9:40
オープニング
★実行委員長 あいさつ
★対談 「“愛するとっとり フォーチュンクッキー”」
小澤幸生（厚生労働省大臣官房・前鳥取県障がい福祉課長）
谷 俊輔（鳥取県障がい福祉課長）

9:40～10:40
共生のまちづくり編 （固定版 フルイチコーナー）
「障がいのある人、ない人、年をとってもみんなで支えあう町に」
人口減少に嘆くなかれと、市町村自治行政に常に前向きの首長さんの「知恵袋」は?
中山間地と市街地をつなぐ共存共栄の名案は?地域課題を明らかにして、「おたがいさま」で
助け合う、次世代につなぐ共生型の社会福祉を考え提言する第一弾としてのセッションです。
伊木たかし（米子市長）
日 南 町（調 整 中）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 日野 力 （厚生労働省政策企画官・元鳥取県障がい福祉課長）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
古都 賢一（国立病院機構副理事長）

10:40～10:50

休憩

10:50～12:10
行政説明「障害福祉の制度、施策の動向は」～新年度予算の動きは?
源河真規子（厚生労働省・障害保健福祉部・障害福祉課長）

12:10～13:00
休憩
国際会議室内で飲食できます。ロビーにて軽食販売してます。
Luncheon ゼミ～恒例丸瀬家タイム
ゲスト ひるぜん耕藝(こうげい)代表 高谷裕治

13:00～13:40 記念講演

「日本の社会保障の未来図」

昨年 8 月着任された新事務次官の新春の抱負と日本の社会保障の未来を聞きます。
鈴木 俊彦（厚生労働省事務次官）

13:40～14:50 新春特別企画「排他的でないところに光は放つ・・」
～糸賀一雄に学ぶ～
津久井やまゆり園でおきた障がい者殺傷事件は、関係者は勿論社会に大きな衝撃と波紋が拡が
り、今も続いています。糸賀は「哀れみの感情はだれにでもある。苦痛なのではないかと感じ
る事もある・・この事が排除の思想に転化する危うさがある」とすでに提言している。
この事件をそれぞれの立場と手法で懸命に啓発努力されている方に、直接お聞きしたい、聞い
ておくべきと、フォーラム緊急特別企画と致しました。
「この子らを 世の光に」。
注・現在厚生労働省・滋賀県糸賀一雄記念財団が主催し全国６ヶ所で
「共生社会フォーラム」を開催しています。(詳しくは本部まで)
奥田 知志（（認定特非）抱樸理事長/（一社）生活困窮者自立支援全国ネットワーク代表理事）
大原 裕介（（社福）ゆうゆう理事長/全国地域生活支援ネットワーク代表）
進行役 野澤 和弘（毎日新聞社論説委員）

14:50～15:00

休憩

15:00～16:30[人材編・組織運営] 力強い確かな福祉を次世代へつなぐために
際立つ福祉人材不足と言われるのはなぜだろう? 課題と真正面に対峙し冴えわたる活躍のバラ
イティーに富んだ皆さんにより、人材育成、活動、組織運営、経営、未来福祉と大きくかかげ
変化する社会情勢の荒波の中にも力強く担う福祉人をいっぱいにしたい。
林
晃弘（社会福祉法人 FLAT 理事長）
広江
研 （社会福祉法人こうほうえん理事長）
八木 裕子（東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科准教授）
山本ひろし（参議院議員）
進行役 野澤 和弘（毎日新聞社論説委員）

16:30～17:30 祝「障害者芸術文化推進法」成立!

～ ひとり ひとりが かがやく!

早くから障害者芸術文化活動を高く評価し取り組んだ鳥取県、そして日本、世界へとグローバ
ルに粘り強く障がい者の芸術文化をひろめた活動家、政治家のみなさんの活躍が大きく実りま
した。これからの活動に期待するところをﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝしていただきます。もっと社会の中に根づ
き、拡がる事を願い。
内山 博之（厚生労働省・障害保健福祉部・企画課長）
平井 伸治（鳥取県知事）
衛藤 晟一（参議院議員）
北岡 賢剛（社会福祉法人グロー理事長・全国地域生活支援ネットワーク顧問）
［調 整 中］
進行役 田中 正博（全国手をつなぐ育成会連合会統括・全国地域生活支援ネットワーク顧問）

18:00～20:00

交流会

ゲスト・参加者とともに

［会場］コンベンションセンター内

参加費６，０００円（事前申込）
レストラン

ル・ポルト

２０１９年１月１３日（日）9:10～11:15
※２日目の午前中は分科会形式となります。事前に参加申込をお願いします。なお、会場は当日イ
ンフォメーションします。
［国際会議室・第５会議室・第６会議室・第７会議室のいずれか］

Ⓑ

Ⓐ
【生きるを護る】

【生きるを支える】

●権利擁護～成年後見これからを展望
する
・講演
 梶野 友樹

●相談支援事業～包括センター化する
中、地域での事業展望と課題
・講演
 大平 眞太郎

（厚生労働省大臣官房参事官（成年後
見制度利用促進等担当）
）

（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉
課・相談支援専門官）
●精神障害者の地域移行～地域移行の
現状課題 好事例等を聞きます。
・講演
 吉野 智

●虐待防止～相模原やまゆり園の殺傷
の議論最中、虐待の現状とこれから
・講演
 片桐 公彦

（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉
課・障害福祉専門官）

（厚生労働省障害保健福祉部障害福
祉課・虐待防止専門官）

●質疑応答
 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 広江 仁

●質疑応答
 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 八渡 和仁

（社会福祉法人養和会理事長）
竹下 誓典
（もみの木福祉会・相談支援専門員）

（鳥取県知的障害者福祉協会会長）

Ⓓ

Ⓒ

【生きるを楽しく】

【生きるを輝く】
「障がい者スポーツと就労支援」
～地元企業との連携による地域からの発信
未来の共生社会を描く～
障がい者スポーツと就労支援をどう結び付
け未来の共生社会に繋げるのか、鳥取県西
部地区では日本発となる地元企業 80 社が
中心となり障がい者スポーツを支援する組
織が立ち上がりました。当事者の話を聞き
ながら未来の共生社会を描きたいと思いま
す。
シンポジスト
福留史朗（鳥取県障がい者スポーツ協会
会長）
石丸 知（養和会 メディカルフィット
ネスセンターCHAX）
森 卓也（養和会 総務）
井上流生（PAJA スポーツ）
上野柊斗（米子自動車学校）
コメンテーター 北原 佶 （鳥取県立総
合療育センター シニアディレクター）
コーディネーター 土中伸樹（鳥取県理学
療法士会 副会長）

「地域をまんなかに・・」とらわれ
ない発想は福祉の未来像を描く


竹嶋 信洋
(㈱ﾍﾞｽﾄｻﾎﾟｰﾄ代表取締役・放課後デ
イ・児童発達支援他ｻｰﾋﾞｽ）



中野 厚志
(㈱ぬか代表取締役・生活介護サービ
ス管理責任者)



西田 良枝

（社会福祉法人パーソナル・アシスタ
ンスとも）


座

長

西村 洋己

(岡山県社会福祉協議会)

これより会場は国際会議室です。
Ｔｉｍｅ

内

11:15～11:40

休憩

11:40～12:20

ファイナルメッセージ

容

国際会議室内で飲食できます。ロビーにて軽食販売あります。

このチャンスを逃さない
参加者のみなさんへファイナルメッセージ～ 質の高い支援の為に

大平 眞太郎（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課・相談支援専門官）
吉野
智 （厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課・障害福祉専門官）
片桐 公彦 （厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課・虐待防止専門官）
梶野 友樹 （厚生労働省大臣官房参事官（成年後見制度利用促進等担当）
）
進行役
谷 俊輔（鳥取県障がい福祉課長）
12:20～13:20

新春特別対談 「社会保障の未来を語る」(仮)
石破
茂 （衆議院議員）
野澤 和弘 （毎日新聞社論説委員）

13:20～14:20

鳥取労働局フォーラム特別企画 「障害者の就労支援」
（仮）
パネリスト 朝日 雅也（埼玉県立大学副学長）
平野 勝久（ごうぎんチャレンジドとっとり所長）
丸山 陽一（鳥取労働局長）
その他調整中

詳しくは、別チラシをご参照ください！！
あいサポートとっとりフォーラム 19 と同時開催 入場無料です。
【２０１9 年１月 12 日（土）10：50～11:50】 会場は 5Ｆ第 4 会議室
内

容

2020 年 あいサポートフォーラム２０回記念大会プレ企画
新企画 拝啓 福祉ニューフェイスさん 社会福祉をめざす学生さん チョット福祉に疲れてる?仲
間も ♡福祉現場を素顔で語ろう～語りたい! 伝えたい 聞いてほしい 聞きたいとか・・
気楽にコミニケーションコーナー準備しました。福祉現場の若者さん集まってネ!!

【２０１9 年１月 13 日（日）9：10～11：15】 会場は 3Ｆ第２会議室
内

容

てんかん公開講座
1【講 演】
「成人・高齢者のてんかん」
赤松 直樹 （国際医療福祉大学医学部神経内科教授・福岡山王病院 脳神経機能センター）
このところ高齢者のてんかんが社会的に問題になっています。認知症と間違えられたり、発作
による交通事故等が報告されています。高齢者のてんかんに権威のある講師をお招きし類似症状
の見分け方等基礎医療について専門的なお話を伺います。
2【ディスカッション】
テーマ 「子供から成人高齢者のてんかんの正しい診断・治療・生活保障」(仮題)
赤松 直樹 （国際医療福祉大学医学部神経内科教授・福岡山王病院 脳神経機能センター）
吉岡 伸一（鳥取大学医学部保健学科教授）
・前垣 義弘（鳥取大学医学部脳神経小児科教授）

バザー・書籍販売ご案内
両日とも国際会議室ロビーにおいて”あかり広場””もみの木作業所””まつぼっく
り””丸瀬家”” ひるぜん耕藝“の各ブースにて、飲料（コーヒー・汁等）
・軽食（パン・
おにぎり等）
・みやげもの等の販売を行います。昼食休憩などにお買い上げください。

