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事業報告

（１）理事会
①平成２８年度第 1 回理事会
開催日：平成２８年６月３０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２７年度事業報告
第２号議案：平成２７年度決算報告 監査報告
第３号議案：平成２８・２９年度理事、監事の選任
第４号議案：平成２８・２９年度役員の承認について
第５号議案：平成２８年度事業計画（案）予算（案）について
②平成２８年度第２回理事会
開催日：平成２８年１０月２１日（金）午後１時～
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：安本伊佐子の副会長（理事）、事務局長退任に伴う新事務局長の
承認について
第２号議案：事務局員の給与及び手当てについて
③平成２８年度第３回理事会
開催日：平成２９年３月１７日（金）午後２時～３時
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２８年度事業報告・収支報告
第２号議案：大阪知的障害者福祉協会諸規定について
第３号議案：相談支援部会長伊藤氏理事就任丸山氏広報委員長就任について
第４号議案：役員の出張旅費について
（２）総会
①総会（出席者９６名 議決権行使書４９名）
実施日：平成２８年６月３０日（木）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２７年度事業報告（案）
第２号議案：平成２７年度決算報告（案） 監査報告
第３号議案：平成２８・２９年度理事、監事の選任
第４号議案：平成２８・２９年度役員の承認について
第５号議案：平成２８年度事業計画（案）予算（案）について
（３）役員会
①４月役員会（4/15）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、大阪エヴェッサの試合観覧について
議題２、総会後の研修会テーマについて
議題３、
「第 50 回大阪知的障がい児・者合同ソフトボール大会」について
議題４、平成 28 年度事業方針、予算、役員体制について
議題５、平成 28 年度知的障害者福祉事業功労者表彰候補者について
議題６、部会・委員会報告

②５月役員会（5/20）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、総会後の研修会テーマについて
議題２、
「第 50 回大阪知的障がい児・者合同ソフトボール大会」について
議題３、部会・委員会報告
③６月役員会（6/30）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午前 10:30 より開催
議題１、総会、研修会について
議題２、機関紙トライアングルの発行について、又、発行に伴う施設訪問について
議題３、北摂信愛園への支援について
議題４、障害者支援施設における虐待について（鳥取市、京都市の虐待報道）
議題５、
「第 50 回大阪知的障がい児・者合同ソフトボール大会」実施報告
議題６、熊本地震に対する義援金について
議題７、九州・四国・近畿地区を中心とした大雨等による被害状況について
議題８、部会・委員会報告
④７月役員会（7/15）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、児童発達支援部会（通園）役員 2 人体制について
議題２、近畿地区施設協会会長会議について（報告）
議題３、大阪福祉協会ブロック会議活動について
議題４、全国施設長会議について（報告と協議）
議題５、平成 28 年度調査研究活動について
議題６、虐待防止に係る取組みについて
議題７、機関紙トライアングル進捗状況について
議題８、熊本地震に対す義援金について
議題９、大阪福祉協会顧問弁護士の今年度の予定について
議題 10、ホームページの更新について
議題 11、部会・委員会報告
⑤８月役員会（8/19）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、津久井やまゆり園事件及び防犯対策について
議題２、新任職員研修について
議題３、大阪福祉協会活動の今後のあり方について（ブロック活動等）
議題４、部会・委員会報告
⑥９月役員会（9/16）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
「協会活動の今後のあり方について」
議題１、定款及び細則、諸規定
議題２、ホームページの活用、更新・管理のあり方
議題３、機関紙について
議題４、役員体制、理事会と役員会、ブロック活動について
議題５、事務局体制について
議題６、補正予算について
議題７、平成 29 年度社員総会開催時期について
議題８、その他
（報告事項）
１、部会・委員会報告
２、第 15 回スポーツフェスタについて

３、第 39 回近畿地区知的障害関係施設長会議
４、近畿地区役員会
５、大阪府障がい施策推進協議会
６、その他
⑦１０月役員会（10/21）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 3 時より開催
議題１、安本副会長（理事）・事務局長退任について
議題２、事務局長の選任について
議題３、事務局長、事務局員の給与、手当てについて
議題４、諸規定の策定について（進捗の報告と協議）
議題５、事務局業務の引継ぎについて
議題６、全国会長・事務局長会議への出席に伴う旅費について
議題７、今後の組織の在りかたについて
１、一般社団法人理事会と役員会について
２、ブロック（地区）活動について
（報告事項）
１、部会・委員会報告
２、来年度のソフトボール大会について
３、その他
⑧１１月役員会（11/25）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、前回理事会、10 月役員会議事録の確認
議題２、事務局職員の調整手当てについて
議題３、事務局会計システム（PX2 マイポータル、法定調書システム）について
議題４、事務局長、事務局員の雇用保険・社会保険について
議題５、編集委員会の委員体制及び活動について
議題６、大阪福祉協会諸規定作成の進捗について
議題７、事務局業務の引継ぎについて
議題８、中堅職員研修について
議題９、大阪府障がい施策推進会議及び大阪府に対する政策提言、要望等について
議題 10、社会福祉法人制度改革（特に定款例）について
議題 11、グループホームのスプリンクラーについて
議題 12、協会ホームページについて
（報告事項）
１、部会・委員会報告
２、その他
⑨１２月役員会（12/16）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 3 時より開催
議題１、協会諸規定の検討
議題２、協会組織の在りかたについて（来年度にむけて）
議題３、編集委員会報告「トライアングル発行に伴うレイアウト案」
議題４、グループホームのスプリンクラー設置の学習会について
議題５、協会ホームページについて
議題６、事務局連絡事項
（報告事項）
１、部会・委員会報告

２、大阪障害フォーラム緊急集会について
３、第 4 期大阪府障がい福祉計画について
４、その他
⑩１月役員会（1/20）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、協会諸規定の検討
議題２、編集委員会報告
議題３、ホームページについて
議題４、1/24 大阪障害フォーラム（ODF）アピール行動について
議題５、事務局連絡事項
（報告事項）
１、部会・委員会報告
２、近畿地区知的障害者関係施設職員会議について
３、近畿地区知的障害者施設協会会長・事務局長会議について
４、その他
⑪２月役員会（2/17）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 3 時より開催
議題１、来年度事業方針について
議題２、日本知的障害者福祉協会「全国小・中学生障がい福祉ふれあい作文コンク
―ル」について
議題３、ホームページについて
議題４、愛護福祉賞の選考について
議題５、事務局連絡事項
（報告事項）
１、部会・委員会報告
２、近畿地区知的障害関係施設職員研修会について
３、その他
⑫３月役員会（3/17）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 2 時より開催
議題１、広報委員長（予定） 第二わらしべ園 丸山氏紹介
議題２、大阪府障害者自立支援協議会、地域支援推進部会担当者及び基盤整備ワー
キンググループ委員の選任について
議題３、第 6 回全国生産・就労職員研修会（兵庫大会）準備の為の各府県からの実
行委員派遣依頼について
議題４、定款細則について（会長の任期、役員の選出方法等）
議題５、青山会 介護事業所「ハッピークラブ」不正受給問題への対応について
議題６、大阪府の強度行動障がい支援のあり方検討について
議題７、平成 29 年度社員総会時の管理者向け研修会について
議題８、事務局連絡事項
（報告事項）
１、部会・委員会報告
２、近畿地区知的障害関係施設職員研修会について
３、その他
（４）研修会、勉強会
①研修会（出席者１２９名）

実施日：平成２８年６月３０日（木）
場 所：大阪府社会福祉会館３０１号
テーマ：「意志決定支援の在りかたについて」
講 師：国立大学法人 筑波大学 障害科学域 講師 名川 勝 氏
②平成２８年度新任職員研修会（参加人数７４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２８年１１月７日（月）
場 所：大阪府社会福祉会館４０３号
テーマ：「新任職員のための虐待防止研修」
講 師：社会福祉法人 なにわの里 理事長 前田 研介 氏
③平成２８年度中堅職員研修会（参加人数７０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２９年１月２３日（月）
場 所：大阪府社会福祉会館４０３号
テーマ：職員のためのアンガーマネジメント
講 師：株式会社ナースハート代表取締役 井上 泰世 氏
④平成２８年度勉強会（参加人数６８名）
実施日：平成２９年１月１６日（月）
場 所：大阪府社会福祉会館３０１号
テーマ：障害者グループホームの消防法令・スプリンクラーの問題
講 師：障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 古田 朋也 氏
（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協会開会式
日 時：平成２８年５月１５日（日）
場 所：万博記念公園
②第５０回大阪知的障がい児・者合同ソフトボール大会
日 時：平成２８年６月２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
③第３５回スポーツフェスタ「２０１６大阪」
総合開会式： 平成２８年１０月８日（土）ヤンマースタジアム長居
陸上競技：１０月８日（土）ヤンマースタジアム長居
水泳競技：１０月１６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１５日（土）堺市サッカーナショナルトレーニングセンター
J-GREEN 堺
バスケット：１０月８日（土）～９日（日）東和薬品 RACTAB ドーム・サブアリーナ
卓球：１０月１６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１６日（日）大阪府立阪南高等学校
ボウリング：１０月１５日（土）～１６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８日（土）ヤンマースタジアム長居

（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
①２０１６春・夏号発行 Vol１４６
発行日：平成２８（２０１６）年７月
②２０１６秋・冬号発行 Vol１４７
発行日：平成２９（２０１７）年 2 月
（７）その他事業（共催・協力事業）
①平成２８年度『集まれグループホーム』
日 時：平成２９年１月２１日（土）
場 所：TKP ガーデンシティ大阪梅田
共 催：一般社団法人大阪知的障害児者生活サポート協会
公益財団法人大阪府レクリエーション協会
②大阪知的障がい者スポーツ協会 （第 35 回スポーツフェスタ 2016 大阪）
専門委員長会議（9/5）長居スタジアム下見・打合せ（9/14）専門委員長会議（11/28）
理事会（12/7）総会（1/20）
（８）後援事業等
①第２３回マインドエアロビクス
実施日：平成２８年６月１２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２回はるにれの里・北摂杉の子会ジョイントセミナー
実施日：平成２８年８月２６日（金）～２７日（土）
会 場：高槻市立現代劇場 中ホール
主 催：社会福祉法人 北摂杉の子会
③第５７回大阪知的障がい者福祉大会（阪南大会）
実施日：平成２８年９月２５日（日）
会 場：阪南市立文化センター サラダホール
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、
大阪手をつなぐ育成会泉州ブロック 大阪手をつなぐ育成会阪南支部
④「桃花塾創立 100 周年・日本ジェントルティーチング研究会 20 周年記念行事」
実施日：平成２８年１０月２５日（水）・２６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
⑤２０１６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２８年１２月１７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
⑥国際社会福祉・文化交流事業第２０回「心と心のふれあいコンサート」
実地日：平成２８年１１月１９日（土）
会 場：富田林市すばるホール・2F 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

⑦第２回大阪府障害者福祉事業団 障がい福祉セミナー
実地日：平成２８年１２月３日（土）
会 場：大阪府立教育会館 たかつガーデン８階「たかつ」
主 催：社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団
⑧「平成２９年新成人と還暦を祝う集い｣
実施日：平成２９年１月１５日（日）
会 場：KKR ホテル大阪
主 催：社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会
⑨第２７回「春をよぶみんなのコンサート」
実施日：平成２９年２月１１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会
（９）大阪福祉協会としての組織派遣
（大阪府）
・大阪府障がい者施策推進協議会委員（会長）松上利男
・大阪府障がい者自立支援協議会
地域支援推進部会委員（障害者支援施設部会部会長）木村勝也
基盤整備促進ワーキンググループ委員（障害者支援施設部会副部会長）北村友隆
（大阪知的障がい者スポーツ協会）
・副会長（会長）松上利男
・理 事（副会長・行事委員長）浦野秀樹
（障害者支援施設部会部会長）木村勝也
（地域支援部会部会長）奥田雅博
（大阪府砂川厚生福祉センター）吉本良一
（大阪府障がい者スポーツ協会）
・評議員（会長）松上利男
（大阪手をつなぐ育成会）
・評議員（会長）松上利男
（大阪府社会福祉協議会）
・運営適正化委員会運営監視小委員会担当委員（会長）松上利男
・成人施設部会副会長（福祉協会役員）大崎年史
・後見支援センター運営協議会委員（会長）松上利男
（近畿地区知的障害者施設協会）
・児童発達支援部会副部会長（児童発達支援部会部会長）安城一郎
・障害者支援施設部会部部会長（障害者支援施設部会部会長）木村勝也
・生産活動・就労支援部会副部会長（生産活動・就労支援部会部会長）津田茂樹
・政策委員会（会長）松上利男
・監事（監事）川口博之
（日本知的障害者福祉協会）
・評議員（会長）松上利男
・障害者施設部会委員（障害者支援施設部会部会長）木村勝也
・生産活動・就労支援部会委員（生産活動・就労支援部会部会長）津田茂樹

（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平成２８年度総会、第１回役員会：
平成２８年５月１０日（火）
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２８年９月１２日（大阪知的障害者福祉協会事務局にて）
④第３９回近畿地区知的障害関係等施設長会議
実施日：平成２８年１２月７日（水）～８日（木）
会 場：奈良ロイヤルホテル（奈良市）
⑤近畿地区知的障害者施設協会 会長・事務局長会議：平成２８年１２月２１日（水）
⑥第５３回近畿地区知的障害関係施設職員研修会
実施日：平成２９年２月１６日（木）～１７日（金）
会 場：クサツエストピアホテル（滋賀県草津市）
（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平成２８年熊本地震による被災施設等に対する義援金募集
大阪知的障害者福祉協会会員事業所からは、合計５６施設（事業所）
２０１万７０３２円の義援金が集まりました。
③全国会長･事務局長会議
日 時：平成２８年１０月２７日（木）～１０月２８日（金）
会 場：芝パークホテル
④平成２８年度部会協議会、全国スタッフ委員会
日 時：平成２９年３月２日（木）～３日（金）
会 場： TOC 有明コンベンションホール
参加者：各都道府県部会代表者及び支援スタッフ委員会代表
⑤全国小中学生障がい福祉ふれあい作文コンクール
大阪府からは中学生の部で、木下 渚さんが審査員特別賞を受賞しました。
○作品タイトル 「お父さん、ありがとう」
⑥平成２８年度知的障害者福祉事業功労者表彰
表彰式：平成２８年９月７日（水）１３時～
会 場：第５４回全国知的障害福祉関係職員研修会（北海道大会）にて
大阪知的障害者福祉協会からは、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＞

施設名
サポートセンター
PASSO
ワークセンター
つるみの郷
阪南市立たんぽぽ園
にじょう
くるみの樹

種別
放課後等
デイサービス

多機能型
児童通所支援
多機能型
生活介護
施設入所
生活介護

定
員

入会月

大阪市淀川区十三東 1-1-6

10

H28 年 9 月

大阪市鶴見区茨田大宮 2-2-25

40

H29 年 4 月

阪南市黒田 468-1

30

H29 年 4 月

富田林市大字甘南備 216

80
60

H29 年 4 月

堺市中区東山 252-6

20

H29 年 5 月

定
員

脱会月

52

H28 年 10 月

住

所

＜脱会事業所＞
施設名

種別

住

所

アイエスエフネット
ライフ淀川

多機能型

デイセンターモモの家

生活介護

大阪市福島区吉野 4-27-10

52

H29 年 2 月

岸和田光が丘学園

生活介護
施設入所

岸和田市三ケ山町 379

80

H29 年 3 月

豊中市立みのり園

生活介護

豊中市走井 3-5-10

50

H29 年 3 月

金剛コロニー
くすのき寮

生活介護
施設入所

富田林市大字甘南備 216

40
40

H29 年 3 月

大阪市淀川区西中島 5-14-10
サムティ新大阪フロントビル 8 階

