平成 26 年度

事業報告

（１）理事会・役員会
①平成２６年度理事会
開催日：平成２６年６月２５日（水）午前１０時〜
場 所：大阪府社会福祉会館 大阪知的障害者福祉協会事務局
議 題：第１号議案：平成２５年度事業報告
第２号議案：平成２５年度決算報告 監査報告
第３号議案：理事・監事(案)について
第４号議案：平成２６・２７年度役員(案)
第５号議案：平成２６年度事業計画案
第６号議案：平成２６年度予算案
②役員会
開催日：毎月第３金曜日（午後）大阪知的障害者福祉協会事務局にて開催
（２）総会
①社員総会(出席者８６名 議決権行使書４８名)
実施日：平成２６年６月２５日(水)午後１時３０分〜２時３０分
大阪府社会福祉会館 ３０１号室
議 題：第１号議案：平成２５年度事業報告
第２号議案：平成２５年度決算報告 監査報告
第３号議案：理事・監事の選任
第４号議案：平成２６・２７年度役員(案)
第５号議案：平成２６年度事業計画案
第６号議案：平成２６年度予算案
（３）研修会等
①研修会（出席者９２名）
実施日：平成２６年６月２５日（水）大阪府社会福祉会館 ３０１号
（午後２時４５分〜５時）
テーマ：社会福祉法人の在り方〜｢社会福祉法人の在り方等に関する検討会｣の経緯や
社会福祉法人のマネジメントについて〜
講 師：社会福祉法人堺暁福祉会 理事 宮田 裕司 氏
②平成２６年度新任職員研修会（２回シリーズ）
・入職して概ね５年未満の職員を対象に、対人援助に携わる支援者としての基本姿勢や、
人権意識の向上、援助技術について学ぶ研修を２回シリーズで実施
（２回とも出席できる者を対象とする）：参加者数４７名
講 師：関西福祉科学大学 社会福祉学部・社会福祉学科 講師 小口 将典氏
第１回目
実施日：平成２６年９月４日（木）大阪府社会福祉会館５０３号
テーマ：「自由の感覚」は、新しい力を生む
〜利用者支援の専門性とその向上を目指して〜
第２回目

実施日：平成２６年１０月２８日（火）大阪府社会福祉会館５０３号
テーマ：「利用者主体による支援に向けた個別支援計画作成」
③平成２６年度中堅職員研修会
・入職して５年以上の職員を対象に各々の職場に埋もれている「よい支援」に気づき
よい支援を広げる職場づくりについて考える。
実施日：平成２７年１月２２日（木）大阪府社会福祉会館５０５号
テーマ：福祉施設における身体拘束・虐待防止について
〜よい支援を広げるための職｢場｣環境を考える〜
講 師：油谷 佳典 氏（大阪知的障害者福祉協会権利擁護委員会 委員長）
（４）その他活動
①支援スタッフ委員会について（管理者１０名、支援員１５名出席）
｢今後の支援スタッフ委員会のありよう｣について話し合う。
②一般社団法人大阪知的障害者福祉協会「北摂地区施設長会」
実施日：平成２７年２月２０日（金）
場 所：箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり ３Ｆ会議室
テーマ：「知的障がい者の介護保険サービス利用の現状と課題」
講 師：社会福祉法人箕面市社会福祉協議会中央包括支援センター
所長 松浦 和平 氏
（５）調査研究について
知的障がい児・者の地域生活支援に関する調査報告集発行
（平成２４年度〜２５年度にかけて、会員事業所対象に行ったアンケートの報告集）
内容
①グループホーム・ケアホーム運営実態調査
②成年後見人制度利用実態と第三者委員の状況調査
③短期入所サービスについての実態調査
※報告集は一般社団法人大阪知的障害者福祉協会加員施設及び関係機関等へ配布する。
（６）スポーツ・レクリエーション
①第１４回大阪府障がい者スポーツ大会の開会式
日 時：平成２６年５月１１日（日）９:３０〜１０:２０
場 所：万博記念公園
②第４８回大阪知的障害児・者合同ソフトボール大会
日 時：平成２６年６月１２日（木）
場 所：久宝寺緑地陸上競技場
主 催：一般社団法人大阪知的障害者福祉協会
共 催：社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団・
大阪知的障害児者生活サポート協会
後 援：大阪府
○式次第及び試合について：参加チーム：１３チーム(雨天順延になり参加チーム減少)
開会挨拶：一般社団法人大阪知的障害者福祉協会 会 長
安本 伊佐子
来賓挨拶：大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 課 長
西口 禎二 氏

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団 常勤顧問 大舩 一美 氏
始球式（１０：３０）：来賓及び大阪知的障害児者生活サポート協会顧問により行う。
閉会式（１４：３０〜）
表彰状及び記念品贈呈：一般社団法人大阪知的障害者福祉協会
参加賞贈呈：大阪知的障害児者生活サポート協会
③「３３回スポーツフェスタ２０１４」大阪開催
日 時：平成２６年１０月１８日（土）〜１９日（日）
場 所：ヤンマースタジアム長居(総合開会式、陸上競技)
フライングディスク、レクリエーショ：ヤンマースタジアム長居
水泳競技
：大阪市長居障がい者スポーツセンター
ソフトボール
：大阪府立阪南高等学校
バスケットボール：大阪府立門真スポーツセンター（なみはやドーム）
サッカー
：J−ＧＲＥＥＮ堺
ボウリング
：新大阪イーグルボウル
主 催：大阪知的障がい者スポーツ協会
〈構成団体（順不同）〉
大阪手をつなぐ育成会・大阪市手をつなぐ育成会・大阪知的障害者福祉協会
大阪特別支援学校校長会・大阪特別支援教育振興会・大阪府支援教育研究会
事務局：ジェイアイシーウエスト株式会社
後援･協賛(順不同)：
大阪府・大阪市・堺市・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・堺市教育委員会
大阪府障がい者スポーツ振興協会・大阪市障害者福祉･スポーツ協会・朝日新聞厚生文化事
業団・毎日新聞大阪社会事業団・産経新聞厚生文化事業団・読売光と愛の事業団大阪
日本赤十字社大阪府支部・ＮＨＫ厚生文化事業団近畿支局・大阪府社会福祉協議会・
大阪市社会福祉協議会・堺市社会福祉協議会・大阪特別支援教育推進連盟・大阪ＹＭＣＡ
大阪知的障害児者生活サポート協会
協賛（順不同）：
株式会社日本給食・コカコーラウエスト株式会社・株式会社モルテン・株式会社ミカサ
ＡＩＵ損害保険株式会社・有限会社モルテックス・大阪府ボウリング場協会
株式会社カンソー
（７）大阪知的障害者福祉協会機関紙「トライアングル」について
①平成２６年６月３日（火）施設訪問
（うららのお店、ケアスペースつむぎ、グループホームあいあい）
②平成２６年７月発行（２０１４ Vol.１４２ 春･夏号 ）
③平成２６年１１月２１日（金）編集会議 大阪福祉協会事務局にて
④平成２６年１２月１６日（火）施設訪問（都島こども園）
⑤平成２７年１月発行（２０１４ Vol.１４３ 秋･冬号）
（８）共催・協力事業
①大阪府障がい福祉室生活基盤推進課
大阪府から強度行動障害のある者に対する支援状況（入所・日中活動）把握のための
アンケート調査協力依頼。

②大阪知的障害児者生活サポート協会と共催
｢集まれグループホーム｣
日 時：平成２７年３月２２日（日）
場 所：天王寺都ホテル
参加人数：９事業所６７名の利用者、世話人、支援者等 計７８名の参加があった。
③大阪知的障がい者スポーツ協会
理事会（5/8） 総会（6/2） 専門委員会（10/15） 理事会（12/8）
専門委員会・総会（Ｈ27.1/23）
（９）一般社団法人大阪知的障害者福祉協会後援事業等
①第２１回マインドエアロビクス
実施日：平成２６年６月２２日（日）
会 場：大阪長居障害者スポーツセンター
主 催：マインドエアロビクス実行委員会
②第５３回近畿知的障がい者福祉大会・第５５回大阪知的障がい者福祉大会（併催）
実施日：平成２６年８月２４日（日）
会 場：国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）及び大型児童館ビッグバン
主 催：社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会、大阪ともだちの会、
近畿手をつなぐ育成会連絡協議会、近畿みんなで集まる会
堺市手をつなぐ育成会、全国手をつなぐ育成会連合会
③２０１４年水仙福祉会 アイ・サポート研究所主催「発達講座」開催
実施日：平成２６年１０月４日（土）
会 場：大阪府教育会館（たかつガーデン）
主 催：社会福祉法人水仙福祉会 アイ・サポート研究所
④第１６回ジェントルティーチング公開ワークショップ
実施日：平成２６年１０月２８日（火）・２９日（水）
会 場：富田林すばるホール
主 催：日本ジェントルティーチング研究会
⑤第１８回国際社会福祉・文化交流事業「心と心のふれあいコンサート」
実地日：平成２６年１１月２２日（土）
会 場：富田林市すばるホール・大ホール
主 催：国際社会福祉・文化交流事業促進会
⑥平成２７年大阪手をつなぐ育成会「新成人と還暦を祝う集い｣
実施日：平成２７年１月２４日（土）
会 場：KKR ホテル大阪 14 階「オリオンの間」
主 催：社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会
⑦第２５回「春をよぶみんなのコンサート」
実施日：平成２７年２月１４日（土）
会 場：門真市民文化会館 ルミエールホール
主 催：春をよぶみんなのコンサート実行委員
（１０）近畿地区知的障害者施設協会関連事業
①近畿地区知的障害者施設協会総会：平成２６年５月８日（木）

（ホテルグランピア和歌山）
②近畿地区知的障害者施設協会役員会（於：神戸市）役員会:４回開催
③近畿地区知的障害者施設協会政策委員会(大阪知的障害者福祉協会事務局にて）
平成２６年８/２０・１１/１０・平成２７年３/１８
④第３７回近畿地区知的障害関係等施設長会議
実施日：平成２６年１２月２日（火）〜３日（水）
会 場：京都ガーデンパレス
⑤平成２６年度「第５１回近畿地区知的障害関係施設職員研修会」
実施日：平成２７年２月１２日（木）〜１３日（金）
会 場：ホテルアウィーナ大阪
シンポジユム･講演：参加者２７０名
テーマ：迷ってあたりまえ！みんなで考えよう！
〜一人で抱え込まない、みんなで創る支援〜
コーディネーター：桃山学院大学 副学長 社会学部社会福祉学科 教授 松端 克文氏
シンポジスト：近畿２府４県からの代表支援員
講 演：「輝けいのち〜知的障がいの長女と共に生き生かされて」
（有）みかん山プロダクション 代表取締役 辻 イト子氏
吉本興業（東京）所属 夫婦漫才コンビ名（辻イト子・まがる）
（１１）（公財）日本知的障害者福祉協会関連事業
①全国評議員会(会長出席) ２回開催
②全国会長･事務局長会議(会長出席)
日 時：平成２６年１０月２３日(木）〜１０月２４日(金)
③平成２６年度 部会協議会
日 時：平成２７年３月３日（水）〜４日（木）
会 場：TOC 有明コンベンションホール
④全国小中学生障がい福祉ふれあい作文コンクールについて
大阪福祉協会より応募した作文が入選
(１２) 新規入会事業所名及び脱会事業所名
＜新規加入事業所＞
ギブ アンド ギフト GIVE＆GIFT（多機能型、大阪市中央区）
ショートステイうてな（短期入所、堺市西区）
パル・茅渟の里（多機能型／施設入所、堺市南区）
ワークいっぽ（多機能型、熊取町）

