
すべての人が輝く地域密着型ケア

0歳～100歳まで活き生き暮らす！

JR秋葉原駅・電気街口徒歩1分
東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2F

第7回

AJU 号外 2017年1月15日発行/毎月25日発行（昭和54年8月1日第三種承認）

主催 特定非営利活動法人ふわり 共催 社会福祉法人むそう

定員 300名

参加費 両日参加：15,000円 1日のみ参加：8,000円
（学割：1日のみ 両日参加いずれも 5,000円）



10:00 受付開始
10:30 開会のあいさつ 日本地域共生協議会 代表 NPO法人くるみ 理事長 岡本久子 氏
10:30-13:00 セッション①医療的ケア児・者は救われるのか？～法律に位置づいた後の具体的な支援を話そう～

医療法人財団はるたか会 理事長・医師 前田浩利 氏
全国医療的ケア児者支援協議会 親の会 部会長 小林正幸 氏
上智大学総合人間科学部社会福祉学科 教授 大塚晃 氏
厚生労働省 医政局地域医療計画課在宅医療推進室長 伯野春彦 氏
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室長 高鹿秀明 氏
文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育企画官 森下平 氏
民進党衆議院議員 荒井聰 氏

コーディネーター 認定NPO法人フローレンス 代表理事 駒崎弘樹 氏
13:00-14:00 昼食休憩
14:00-15:00 セッション②こんにちは！オレンジホームケアクリニックです～地域密着0～100ケアを福井から～

オレンジホームケアクリニック 代表・医師 紅谷浩之 氏
医療法人財団はるたか会 統括看護管理者・看護師 梶原厚子 氏

15:00-15:10 休憩
15:10-16:10 セッション③地域密着で働く理想形がユキちゃんにはある～沖縄県久米島から：過疎と福祉とエメラルドグリーン～

久米島町役場 福祉課 安里友希 氏
NPO法人み・らいず 代表理事 河内崇典 氏

聞き手 NPO法人ふぃ～る工房 法人統括（兼任・田原市障害者総合相談センター所長） 新井在慶 氏
16:10-16:20 休憩
16:20-16:50 提言･･･これからのソーシャルワークに期待すること～ニーズを見つけたら・福祉的起業・肝と人材～

公益財団法人テクノエイド協会理事長・東北福祉大学大学院教授 大橋謙策 氏
16:50-18:20 セッション④ソーシャルワーク今までこれから～激変する医療福祉環境の中で、活き生きと地域密着ケアを～

公益財団法人テクノエイド協会理事長・東北福祉大学大学院教授 大橋謙策 氏
NPO法人ケア・センターやわらぎ 代表理事 石川治江 氏
一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム 理事長 中村秀一 氏
社会活動家／法政大学 教授 湯浅誠 氏

コーディネーター 東京学芸大学 教授 加瀬進 氏
18:20-18:30 まとめやら・お知らせやら 終了

9:30-10:50 セッション⑤命を輝かす匠・大集合！～どんな素材でもその良さを引き出し美味しく料理する技・大公開！～
社会福祉法人横浜やまびこの里 横浜市発達障害者支援センター 所長 小林信篤 氏
有限会社 ＳＮＯＷＤＲＥＡＭ 代表 山口久美 氏
豊中市社会福祉協議会 福祉推進室長 勝部麗子 氏
寝屋川市民たすけあいの会 事務局長 冨田昌吾 氏

コーディネーター 毎日新聞 論説委員 野沢和弘 氏
10:50-11:00 休憩
11:00-12:30 セッション⑥「災害列島・日本」で小さい命を守る～全国各地からの報告～

熊本・医療法人おがた会 おがた小児科内科医院 院長・医師 緒方健一 氏
北海道・医療法人薪水浦河ひがし町診療所 ソーシャルワーカー 高田大志 氏
岩手・NPO法人ハックの家 施設長 竹下敦子 氏
NHK「ハートネットTV」ディレクター 林きよみ 氏
日本財団 ソーシャルイノベーション本部国内事業開発チームチームリーダー 高島友和 氏

コーディネーター IIHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕 川北秀人 氏
12:30-13:00 お弁当をもって分科会の部屋へ 移動・自己紹介タイム！
13:00-16:00 分科会～じっくり語ろう3時間半！～

16:00-16:20 ホールへ移動・休憩
16:20-17:20 各分科会の報告・まとめ コーディネーター NPO法人起業支援ネット 副代表 鈴木直也 氏
17:20-17:30 閉会の挨拶 NPO法人ふわり 社会福祉法人むそう 理事長 戸枝陽基 氏
17:30 終了

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１日目 １/２８（土）・・

※プログラムは変更となる場合がございます。ご了承ください。

分科会①「災害列島・日本」で
小さい命を守る

分科会②地域密
着で働く理想形
がユキちゃんに
はある！

分科会③グループホーム
を増やさずして団塊の世
代の親亡き後は守れない
でしょ

分科会④障がい者の相談
支援員・研修などの改革
について語ろう

分科会⑤私もなれるソー
シャルワークの達人プラ
ンニング研修

内多勝康氏(国立成育医療研究セン
ターもみじの家)
緒方健一氏(医療法人おがた会お
がた小児科内科院長・医師)
竹下敦子氏(NPO法人ハックの家
施設長)
高田大志氏(医療法人薪水浦河ひが
し町診療所)
高島友和氏(日本財団)
林きよみ氏(NHK「ハートネット
TV」ディレクター)
川北秀人氏(IIHOE〔人と組織と地
球のための国際研究所〕)

安里友希氏(久米
島町役場福祉課)
河内崇典氏(NPO
法人み・らいず
代表理事)
新井在慶氏(NPO
法人ふぃ～る工房
法人統括)

大塚晃氏(上智大学教授)
荒井隆一氏(社会福祉法人
ロザリオの聖母会)
梶谷知史氏 ほか
(積水ハウス株式会社)

西村幸氏(松山市南部地域
相談支援センター)
鈴木智敦氏(社会福祉法人
名古屋市総合リハビリ
テーション事業団自立支
援部長兼事務局参事)
梶原厚子氏(医療法人財団
はるたか会 NPO法人あお
ぞらネット総合統括看護
管理者)

野沢和弘氏(毎日新聞論説
委員)
山口久美氏(有限会社
SNOW DREAM代表)
冨田昌吾氏(寝屋川市民た
すけあいの会事務局長)
小林信篤氏(社会福祉法人
横浜やまびこの里障害福
祉事業部長)
勝部麗子氏(豊中市社会福
祉協議会福祉推進室長)
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分科会①「災害列島・日本」で小さい命を守る～日本各地からの報告～
分科会②地域密着で働く理想形がユキちゃんにはある！
分科会③グループホームを増やさずして団塊の世代の親亡き後は守れないでしょ

～質・量を上げる秘策を話し合おう・積水ハウスのグループホームなど～
分科会④障がい者の相談支援員・研修などの改革について語ろう

～たとえば「医療的ケアが必要な子どもなんて私にはわかりません」という
相談支援員をどうしたらいいのだろう？～

分科会⑤私もなれるソーシャルワークの達人プランニング研修
～達人のエッセンスをみんなで共有し、達人になるための険しい道を考えてみよう～

医療的ケア児者を取り巻く環境は、昨年春に障
がい者自立支援法の対象に位置づけられたり、

特別支援学校や保育園の看護師予算が大幅

に増額されたりと関係者の努力によって、大きく改
善されつつあります。

その状況をより多くの方と共有し、また、残され
た課題などを整理する中で、更なる支援の充実の
方策を話し合いたいと思います。

医療的ケア児者の未来は！
福井市を中心に、まさに０～100歳までを地域

密着で支える在宅医療・福祉を展開しているオ
レンジホームケアクリニックは、まさに、一生涯
の伴走者となる地域包括支援のモデル事例と
して注目を集めています。

その目指す所、運営システムの肝、今の課題

や今後の夢など、院長の紅谷先生に存分に
語って頂きたいと思います。

福井発：
地域包括ケアのモデル！

10000万人だった人口が10年毎に1000人ずつ減。
ついに8000人を割る沖縄の島・久米島。

岐阜県生まれの安里友希さんは、障がいを
抱えながらも、久米島を愛し、町役場の職員として、
島の未来を切り拓こうと日々奮闘しています。

「ふわりん参加者の誰かを連れて帰って、久米
島に住まわせたい！」
人口を増やすことが出来るか？ (^o^)

秋葉原から久米島へようこそ！

様々な制度が充実する中で、「社会事業」を担う職員は、制度の中で定義された役割を実直に遂行する
だけの資質しか持たないものが大多数を占めるようになって来ました。

そして、制度と制度、専門家と専門家の間にある「穴」に落ちる人が現れました。

超少子高齢化社会、過疎、人材不足など、様々な課題が山積するこれからの医療福祉環境の中で、今
一度、過去を振り返りつつ、これからの時代に求められる「福祉人材」の姿を展望したいと思います。

サラリーマン・ルーチンワーク人材に喝！ 社会起業家・クリエイティブ人材求む！！

地域福祉学の大家・ふわりん降臨！

ラスボス感半端ねぇっ！

地域福祉学の超大物、大橋謙策先生、ご登壇。

先生は、最近、日本の福祉教育の未来を憂い、全
国の福祉系大学の教育内容を抜本的に改めない
といけない！と叫んでおられる。。。

先生が想定する地域の未来とそれを支える人材
とはどんな資質なのか？必聴！

何らかの理由で「生きにくさを抱えている人」は、社会
全体で包摂するべき存在であるはずなのに、なぜだか
最近、自己責任論が強くなり過ぎていやしませんか？

そこで、寄り添い支援の匠達に、その思考の過程を

公開して頂き、包摂的支援の在り方をみんなで考え
たいと思います。

「社会包摂の匠」サミット開催 災害列島日本を生き抜く知恵

2016年は、日本列島各地で様々な災害が起こ
りました。

今年起きた、熊本、北海道、岩手県での災害時
の障がい者への対応などを中心に、日本中どこ
でも起こりうる問題としての防災について考えた
いと思います。



JR秋葉原駅周辺地図

【お問い合わせ】

＊今後の情報・変更など ＮＰＯ法人ふわりＨＰ（ http://fuwari.tv ）
日本地域共生協議会Facebookにてお知らせいたします。

＊特定非営利活動法人ふわり事務局 日本地域共生協議会（JCCI）事務局

TEL：0562-85-3131 FAX：0562-85-4073 Email：info@fuwari.tv 

秋葉原コンベンションホールアクセスマップ

JR秋葉原駅

（電気街口）・・・徒歩1分
東京メトロ銀座線末広町駅

（1番出口）・・・徒歩3分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅

（3番出口）・・・徒歩4分
つくばエクスプレス秋葉原駅

（A1出口）・・・徒歩3分

会場 ： 秋葉原コンベンションホール
住所 ： 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2F

会場のご案内

氏名 所属団体

連

絡

先

自宅 or 職場 電話番号

〒 - FAX

Email

＊ご希望の内容に○をつけてください。分科会は、分科会番号を記載ください。

参
加
内
容

両日参加 (15,000円) ・ 1日参加 (8,000円) ⇒ 1/28 or 1/29
学割 (5,000円)⇒ 両日参加 ・ 1日参加 ( 1/28 or 1/29 )

①～⑤の番号を入れてください。分科会番号は裏面プログラム2日目をご確認ください。

＊1/29 分科会 第１希望 ( ) ・第２希望 ( )・第３希望 ( )

1/28(土) ランチ 有 ・ 無 1人 1,500円

1/29(日) ランチ 有 ・ 無 1人 1,500円

＊宿泊の受付は行っておりません。各自でご手配をお願いいたします。

＊参加費等のお支払いは事前振込みにご協力をお願いします。(当日支払可)

＊振 込 先： 三菱東京UFJ銀行 半田支店 口座番号：００２６９３１
口座名義：特定非営利活動法人ふわり

合計 円

以下内容をメール(info@fuwari.tv )またはこのままFAX(0562-85-4073)にてお申込みください。

参 加 申 込


