
平成 27 年度 事業報告 

 

（１）理事会・役員会 

 ①平成２７年度理事会 

  開催日：平成２７年６月２５日（木）午前１０時３０分～ 

場 所：大阪府社会福祉会館内 大阪知的障害者福祉協会事務局 

  議 題：第１号議案：平成２６年度事業報告 

      第２号議案：平成２６年度決算報告、監査報告 

      第３号議案：平成２７年度大阪福祉協会役員体制について  

平成２７年度役員の一部交代、理事の選任 

      第４号議案：平成２７年度事業計画（案）予算（案） 

      第５号議案：弁護士との顧問契約について 

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総会(出席者７８名 議決権行使書６０)  

実施日：平成２７年６月２５日（木）午後１時３０分～２時３０分 

場 所：大阪府社会福祉会館３０１号室 

  議 題：第１号議案：平成２６年度事業報告 

      第２号議案：平成２６年度決算報告、監査報告 

      第３号議案：平成２７年度役員の一部交代、理事の選任 

      第４号議案：平成２７年度事業計画（案）予算（案） 

      第５号議案：弁護士との顧問契約について 

 

（３）研修会等 

 ①研修会（出席者９７名） 

実施日：平成２７年６月２５日（木）午後２時４５分～５時 

場 所：大阪府社会福祉会館４０３号室 

テーマ：虐待防止の取り組みに関する調査結果から 

       ～施設等の従事者の虐待を中心に～  

講 師：独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園  

               事業企画局研究部長 志賀 利一氏 

 ②平成２７年度新任職員研修会（参加人数６１名） 

 ・入職して概ね５年未満の職員を対象に実施 

実施日：平成２７年１０月２９日（木） 

場 所：大阪府社会福祉会館５０５号室 

テーマ：虐待ゼロを目指して～虐待のない支援を考える～ 

講 師：大阪知的障害児者生活サポート協会 理事 智原 正行氏 

         （元 大阪知的障害者福祉協会 権利擁護委員長） 

 ③平成２７年度中堅職員研修会（参加人数７１名） 

 ・入職して５年以上の職員（非常勤職員を含む）を対象に実施 



 

  実施日：平成２８年１月１４日（木） 

  場 所：大阪府社会福祉会館４０３号室 

  テーマ：障害者差別解消法について 

  講 師：一般社団法人大阪知的障害者福祉協会 顧問弁護士 井上 計雄氏 

 ④平成２７年度勉強会 

実施日：平成２８年３月１０日（木） 

場 所：大阪府社会福祉会館４０２号室 

テーマ：施設現場で直面する課題｢医療同意と死後事務への対応｣について 

講 師：一般社団法人大阪知的障害者福祉協会 顧問弁護士 井上 計雄氏 

 

 （４）その他活動 

①一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２８年２月２３日（火） 

場 所：茨木市福祉文化会館（オークシアター） 

テーマ：「北摂各市町における相談支援の現状と課題」  

 大阪知的障害者福祉協会相談支援部会長 伊藤 正寿氏（隆光学園施設長）  

 社会福祉法人光輝会 隆光学園相談支援事業相談支援専門員 尾崎 由美氏 

 各施設・事業所の取り組みや課題について情報交換 

 

（５）スポーツ・レクリエーション 

 ①大阪府障がい者スポーツ大会開会式 

  日 時：平成２７年５月１０日（日） 

  場 所：万博記念公園 

 ②第４９回大阪知的障害児・者合同ソフトボール大会 

  日 時：平成２７年６月４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 

参加チーム：１９チーム 

  式次第及び試合行程 

  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  米田 信也氏 

       社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団 専務理事 三宅 統二氏 

  来 賓：大阪知的障害児者生活サポート協会   顧 問  榊 皇雄氏 

              （ジェイアイシーウエスト株式会社 代表取締役） 

  始球式：（１０：００） 

  閉会式：（１５：３０～） 

   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第３４回スポーツフェスタ２０１５大阪 

  総合開会式：平成２７年１０月１７日（土）ヤンマースタジアム長居 



 

  陸上競技：１０月１７日（土）ヤンマースタジアム長居 

  水泳競技：１０月１８日（日）大阪市長居障がい者スポーツセンタープール 

サッカー：１０月１７日（土）～１８日（日）大阪市立東淀川特別支援学校 

バスケット：１０月１０日（土）～１１日（日）大阪府立門真スポーツセンター 

                      なみはやドーム・サブアリーナ 

卓球：１０月１８日（日）大阪市長居障がい者スポーツセンター 

ソフトボール：１０月１８日（日）大阪府立阪南高等学校 

ボウリング：１０月１７日（土）～１８日（日）新大阪イーグルボウル 

フライングディスク、レクリエーション：１０月１７日（土） 

                   ヤンマースタジアム長居 

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 

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

団大阪支部、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 

事務局：ジェイアイシーウエスト株式会社 

④全国障害者スポーツ大会２０１５紀の国わかやま大会 

 日 時：平成２７年１０月２４日（土）～２６日（月） 

開会式会場：紀三井寺公園陸上競技場 

主 催：文部科学省、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 

    開催地都道府県・指定都市、開催地市町及び関係団体 

  ※一般社団法人大阪知的障害者福祉協会安本会長が大阪府選手団副団長として参加。 

 

（６）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 

 ①２０１５春・夏号掲載記事「ぶらり施設訪問記」取材 

  日 時：平成２７年６月５日（金） 

  取材先：パル・茅渟の里 

 ②平成２７年７月発行（２０１５春・夏号 Vol.１４４） 

③２０１５秋・冬号の編集会議 

日 時：平成２７年１１月３０日（月） 大阪福祉協会事務局にて 

④２０１５秋・冬号掲載記事「ぶらり訪問記」取材 

 日 時：平成２７年１２月９日（水） 

 取材先：支援センターつなぐの 



 

⑤平成２８年１月発行（２０１５秋・冬号 Vol．１４５） 

 

（７）その他事業 

①顧問弁護士との契約を締結 

 定例相談日：原則毎月第２木曜日 午後１時～３時 

②ホームページ開設 

 公開日：平成２７年８月２５日 

 

（８）共催・協力事業 

①日本財団「夢の貯金箱」（社会貢献自動販売機）設置依頼あり 

 各部会にて紹介 

②大阪知的障害児者生活サポート協会と共催 

平成２７年度「集まれグループホーム」 

日 時：平成２８年１月３１日（日） 

場 所：たかつガーデン たかつ８階（大阪府教育会館） 

参加人数：利用者、世話人、スタッフ（ジェイアイシー社員、大阪生活サポート協会

理事、大阪福祉協会地域支援部会等）全員で約８０名参加 

③大阪知的障がい者スポーツ協会 

理事会（5/11）、総会（6/1）、専門委員会（10/14）、理事会（12/9） 

  専門委員会･総会（Ｈ28.1/22） 

 

（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２２回マインドエアロビクス 

実施日：平成２７年７月５日（日）  

会 場：大阪市長居障がい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５６回大阪知的障がい者福祉大会（吹田大会） 

実施日：平成２７年８月３０日（日） 

会 場：大和大学 （大阪府吹田市片山町 2-5-1） 

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、 

    吹田市手をつなぐ親の会 

③２０１５年水仙福祉会 アイ・サポート研究所主催「発達講座」 

実施日：平成２７年１０月３日（土） 

会 場：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１７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２７年１０月２１日（水）・２２日（木） 

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国際社会福祉・文化交流事業第１９回「心と心のふれあいコンサート」 

実施日：平成２７年１１月２１日（土） 

会 場：富田林市すばるホール ２階大ホール 



 

主 催：国際社会福祉・文化交流事業促進会、社会福祉法人桃花塾 

⑥第 1回大阪府障害者福祉事業団障がい福祉セミナー 

実施日：平成２７年１２月１２日（土） 

会 場：大阪市立阿倍野区民センター 小ホール 

主 催：社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 

⑦「平成２８年新成人と還暦を祝う集い｣ 
実施日：平成２８年１月１７日（日） 
会 場：KKRホテル大阪 ３階「銀河西」 
主 催：社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 
⑧第２６回「春をよぶみんなのコンサート」 

実施日：平成２８年２月１３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役員会（総会）：平成２７年５月１４日（木） 

②近畿地区知的障害者施設協会役員会：年４回開催（於：神戸市） 

③近畿地区知的障害者施設協会政策委員会：平成２７年６月１７日（水） 

 （大阪福祉協会事務局にて） 

④第３８回近畿地区知的障害関係等施設長会議 

 実施日：平成２７年１２月２日（水）～３日（木） 

 会 場：ピアザ淡海 （滋賀県大津市） 

⑤第５２回近畿地区知的障害関係施設職員研修会 

 実施日：平成２８年２月９日（火）～１０日（水） 

 会 場：京都平安ホテル （京都府京都市） 

 

（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 ２回開催 

②全国会長･事務局長会議 

日 時：平成２７年１２月１０日(木）～１２月１１日(金) 

③部会協議会 

 日 時：平成２８年３月２日（水）～３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の募集 
⑤平成２７年度知的障害者福祉事業功労者表彰 
 表彰式：平成２７年１０月１４日（水）１３時～ 
 会 場：第５３回全国知的障害福祉関係職員研修会（高知大会）にて 
 大阪福祉協会からは、８事業所１３名の方が受賞いたしました。 

 
（１２）新規入会事業所名及び脱会事業所名 

＜新規加入事業所＞ 

つるみの郷（生活介護／施設入所、大阪市鶴見区） 



 

つるみ更生指導所（生活介護、大阪市鶴見区） 

グループホームつばき（共同生活援助、大阪市城東区） 

ひまわり（多機能型、豊能町） 

ハートフル北条（生活介護、大東市） 

村野わらしべ（多機能型、枚方市） 

明光ワークス（共同生活援助、箕面市） 

こんごう（生活介護／施設入所、富田林市） 

 

 


