
１ 事 業 報 告 

 

（１）理事会 

①平成３０年度第１回理事会 

 実施日：平成 30 年 10 月 30 日（火）午後 3時～4時 

場 所：大阪知的障害者福祉協会事務局 

議 案 

第１号議案：平成 30 年度半期事業・収支報告 

第２号議案：定期預金の使用目的と通帳の明確化  

第３号議案：大阪知的障害児者生活サポート協会との連携について 

第４号議案：新規加盟事業所・退会事業所の承認について  

 第５号議案：その他 

②平成３０年度第 2回理事会 

 実施日：平成 31 年 4 月 19 日（金）午後 3時～4時 

場 所：大阪知的障害者福祉協会事務局 

議 案 

第１号議案：平成 30 年度事業・収支報告 平成 31 年度事業方針・予算について 

第２号議案：平成 31 年度事務局職員の賞与について  

第３号議案：大阪知的障害児者生活サポート協会との連携について 

第４号議案：福祉協会の単年度収支における赤字解消に向けて  

 第５号議案：新規加盟事業所・退会事業所の承認について 

 第６号議案：その他 

 

（２）総会(出席者 91 名 議決権行使書 64 名)  

実施日：平成 30 年 5 月 30 日(木)午後 1時 30 分～2時 30 分 

ホテルアウィーナ大阪  

 議 題 

第１号議案：平成 29 年度事業報告 

第２号議案：平成 29 年度決算報告（案）監査報告 

第３号議案：平成 30 年度理事の選任について  

第４号議案：平成 30 年度役員の承認について 

第５号議案：平成 30 年度事業計画（案）予算（案）について 

 

（３）役員会 

①４月役員会（4/20）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、平成 29 年度収支報告 

  議題２、平成 30 年度事業方針・予算について 

  議題３、日本ヘレンケラー財団への対応について 

  議題４、平成 30 年度社員総会時の施設長向け研修会のテーマについて 

      総会終了後の交流会について 

  議題５、平成 30 年度障がい者虐待防止・権利擁護研修受講者について 

  事務局連絡 

  部会・委員会報告 



  

②５月役員会（5/30）ホテルアウィーナ大阪 201 号 午前 10 時より開催 

  議題１、社員総会進行について 

  議題２、日本ヘレンケラー財団の死亡事故について 

  事務局連絡 

  部会・委員会報告 

③６月役員会（6/15）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、社員総会、意見交換会について 

  議題２、日本ヘレンケラー財団への対応について 

  議題３、大阪フレンドシップソフトボール大会報告 

       スポーツフェスタ 2018 について 

議題４、大阪知的障害児者生活サポート協会との今後の活動について 

議題５、FACEtoFUKUSI 様よりフクシゴトカフェ＆フクシゴトラボ（仮）企画案 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

④７月役員会（7/20）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午後 4時より開催 

   議題１、日本ヘレンケラー財団への対応について 

   議題２、大阪知的障害児者生活サポート協会との今後の活動について 

   議題３、スポーツフェスタ 2018 進捗報告 

   議題４、地震被害・豪雨災害状況報告 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

⑤８月役員会（8/17）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、大阪知的障害児者生活サポート協会との今後の活動について 

議題２、障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修報告 

議題３、各役員より検討課題 

事務局連絡 

部会・委員会報告 

 ⑥９月役員会（9/21）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、台風 21 号による会員事業所被害状況について 

   議題２、大阪府基盤整備促進ワーキンググループの設置について（委員推薦） 

   議題３、スポーツフェスタ 2018、 競技への役員派遣について 

   議題４、大阪府内の虐待事案増加への対応として緊急の施設長会開催について 

   議題５、日本出版販売株式会社からの児童書施設寄贈先の選定について 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 ⑦１０月役員会（10/30）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、スポーツフェスタ 2018 競技への役員派遣報告 

   議題２、臨時施設長会について 

   議題３、来年度総会・大阪フレンドシップソフトボール大会日時について 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 ⑧１１月役員会（11/8）大阪知的障害者福祉協会事務局にて午前 10 時 30 分より開催 

   議題１、臨時施設長会について 



  

   議題２、来年度総会日時について 

   議題３、来年度近畿地区施設長会について 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 ⑨１２月役員会（12/21）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、臨時施設長会について 

   議題２、来年度近畿地区施設長会（大阪担当）について 

   議題３、大阪府虐待防止の為の強度行動障がい者支援研修やスーパーバイザー養成研修 

       等を含めた今後の方向性について 

   議題４、大阪府基盤整備促進ワーキンググループより 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 ⑩１月役員会（1/18）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、来年度近畿地区施設長会（大阪担当）について 

   議題２、大阪府虐待防止の為の強度行動障がい者支援研修やスーパーバイザー養成研修 

       等を含めた今後の方向性について 

   議題３、2019 年―2020 年度大社協成人施設部会副部会長の推薦について 

   議題４、2月合同研修会準備スタッフのお願い 

   議題５、日知協愛護賞・会長賞推薦について 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 ⑪２月役員会（2/15）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、ヘレンケラー財団報告書について 

   議題３、31 年度総会後の研修会講師選定について 

   議題４、会員事業所向け啓発ポスターの作成について 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 ⑫３月役員会（3/15）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、平成 30 年度収支報告 

   議題３、障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修受講者選定について 

   議題４、近畿地区知的障害者関係施設長会実行委員会報告 

   議題５、大阪府社会福祉会館の事務室貸付料の料金改定について 

   議題６、啓発ポスターについて 

   議題７、大阪府基盤整備促進ワーキンググループの進捗状況報告 

   事務局連絡 

   部会・委員会報告 

 

（４）研修会、勉強会 

 ①平成 30 年度第 1回研修会 

実施日：平成 30 年 5 月 30 日（水） 

場 所：ホテルアウィーナ大阪 



  

〈1〉大阪府行政報告 

テーマ：「第 4次大阪府障がい者計画（後期計画）」 

     「大阪府における虐待事案について」  

講 師：大阪府福祉部障がい福祉室    
 障がい福祉企画課 企画調整グループ 内堀 理紗氏 
 生活基盤推進課指定・指導グループ 岩田 知子氏 

〈2〉「これからの福祉サービスの動向について」（平成 30 年度報酬改定をふまえて） 

講 師：又村 あおい氏 
全国手をつなぐ育成会連合会政策センター委員 「手をつなぐ」編集委員 
（公社）日本発達障害連盟「JL ニュース」編集長「発達障害白書」編集委員 
内閣府障害者差別解消法アドバイザー 

②平成 30 年度第 2 回研修会 権利擁護・人権研修 
実施日：平成 30 年 8 月 28 日（火） 

場 所:大阪府社会福祉会館 503 号室 

「対人援助職に求められる人権感覚」～気づきの感性を磨く～ 
   「良い支援を拡げる職場環境とは」 
     大阪知的障害者福祉協会 権利擁護委員長 油谷 佳典氏 
   「職員の『質』の向上に向けて」 
     大阪知的障害者福祉協会 障害者支援施設部会 副部会長 北村 友隆氏 
     グループワーク（発表も含む） 

 ③臨時施設長会 
実施日：平成 30 年 11 月 8 日（木） 

場 所：大阪府社会福祉会館 401 号室 

内 容：・本施設長会の趣旨説明 

    ・大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループによる   

     虐待事案の報告・対応説明 

・基調説明：大阪知的障害者福祉協会会長 松上 利男 

  テーマ：「不適切な支援を防ぐ」～組織管理の視点から～ 

・出席者によるグループワーク 

④平成 30 年度第 3回研修会 新任職員研修 

実施日：平成 30 年 12 月 3 日（月） 

場 所：大阪府社会福祉会館 503 号室 

  テーマ：「私達の仕事（対人援助職）の魅力」～人を支援するということ～ 
  講 師：社会福祉法人 であい共生舎 理事長 津田 茂樹氏 

社会福祉法人 和光福祉会 熊取療育園 園長 北村 友隆氏 
⑤大阪知的障害児者生活サポート協会／大阪知的障害者福祉協会合同権利擁護研修 

実施日：平成 31 年 2 月 22 日（金） 

場 所：ホテルアウィーナ大阪 

  テーマ：「障害者差別解消法、虐待防止法施行後の現場とこれからの課題」 
  講 師：又村 あおい氏  

全国手をつなぐ育成会連合会政策センター委員 「手をつなぐ」編集委員 
（公社）日本発達障害連盟「JL ニュース」編集長「発達障害白書」編集委員 
内閣府障害者差別解消法アドバイザー 



  

⑥平成 30 年度第 4回研修会 中堅職員研修 

実施日：平成 31 年 3 月 13 日（水） 

場 所：大阪府社会福祉会館 403 号室 

  テーマ：「地域共生社会を支える福祉事業の役割」 
  講 師：社会福祉法人ゆたか会 理事長 蓬莱 和裕氏 

   
（５）スポーツ・レクリエーション 

 ①第 18 回大阪府障がい者スポーツ大会開会式 式典参加 （副会長 浦野 秀樹） 
  日 時：平成 30 年 5 月 13 日（日） 

  場 所：万博記念公園 

 ②第 52 回大阪フレンドシップソフトボール大会 

（旧名称：大阪知的障がい児・者合同ソフトボール大会） 

  日 時：平成 30 年 6 月 7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 

一般社団法人大阪知的障害児者生活サポート協会 

後 援：大阪府 

    大阪府障がい者スポーツ協会 

 ③第 18 回全国障害者スポーツ大会～福井しあわせ元気大会参加～（会長 松上 利男） 

  日 時：平成 30 年 10 月 13 日～15 日 

  場 所：福井運動公園 

④第 37 回スポーツフェスタ２０１８大阪 

総合開会式：平成 30 年 10 月 20 日（土）ヤンマースタジアム長居 

陸上競技：10 月 20 日（土）ヤンマースタジアム長居 

水泳競技：10 月 14 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 20 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 13 日（土）～14 日（日）東和薬品 RACTAB ドーム・サブアリーナ 

卓球：10 月 14 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 21 日（日）大阪府万博記念公園スポーツ広場 

ボウリング：10 月 20 日（土）～21 日（日）新大阪イーグルボール 

フライングディスク、レクリエーション：10 月 21 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 

 ①２０１８春・夏号 Vol１５１ 

  発行日：平成 30（2018）年 7月 

 ②２０１８秋号（保存版） Vol１５２ 

  発行日：平成 30（2018）年 11 月 

 ③２０１９冬号 Vol１５３ 

  発行日：平成 31（2019）年 3月 

 

 



  

（７）一般社団法人大阪知的障害者福祉協会後援事業等 

 ・第 59 回大阪知的障がい者福祉大会（河内長野大会） 

実施日：平成 30 年 9 月 30 日（日） 

会 場：河内長野市立文化会館 

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、 

    河内長野市心身障害児･者父母の会、大阪手をつなぐ育成会南河内ブロック 

・第 5回北摂杉の子会研修セミナー     

実施日：平成 30 年 10 月 6 日（土） 

会 場：大阪市立住まい情報センター 

主 催：社会福祉法人北摂杉の子会  

・「第 20 回日本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 30 年 10 月 30 日（火）･31 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 

・第 22 回「心と心のふれあいコンサート」 

実施日：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝） 

会 場：富田林すばるホール 

主 催：国際社会福祉・文化交流事業促進会 

・大阪知的障害児者生活サポート協会設立 10 周年記念式典・講演会    
実施日：平成 30 年 12 月 6 日(木)  

主 催：一般社団法人大阪知的障害児者生活サポート協会 

会 場：ホテルアウィーナ大阪 
・2018 年発達講座    
実施日：平成 30 年 12 月 15 日(土) 

主 催：社会福祉法人水仙福祉会 

会 場：大阪府教育会館 たかつガーデン 
・平成 30 年度「集まれグループホーム」    
実施日：平成 31 年 1 月 13 日(日) 

主 催：一般社団法人大阪知的障害児者生活サポート協会 

会 場：ホテルアウィーナ大阪 
・「平成 31 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 31 年 1 月 20 日(日) 

主 催：社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 

会 場：KKR ホテル大阪 
・第 29 回「春をよぶみんなのコンサート」    

実施日：平成 31 年 2 月 23 日(土) 

主 催：春をよぶみんなのコンサート実行委員会 

会 場：門真市民文化会館ルミエールホール 
 

（８）大阪知的障害者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） 

 ・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 

     （事務局長）中川 博 

     （支援スタッフ委員長）坂本 雅春 

（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 

（大阪知的障害児者生活サポート協会） 

 ・理 事（監事）川口 博之 

（近畿地区知的障害者施設協会） 

・政策委員会（会長）松上 利男 

 ・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 

（日本知的障害者福祉協会） 

・評議員（会長）松上 利男 

・児童発達支援部会委員（児童発達支援部会部会長）安城 一郎 

・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 

 

（９）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 30 年度総会、第 1回役員会 

平成 30 年 5 月 9日（水） 

②近畿地区知的障害者施設協会平成 30 年度会長会 

  平成 30 年 7 月 26 日（木） 

③近畿地区知的障害者施設協会平成 30 年度総会、第 2回役員会 

平成 30 年 9 月 20 日（木） 

④近畿地区知的障害者施設協会平成 30 年度総会、第 3回役員会 

平成 30 年 12 月 12 日（水） 

 

（１０）（公財）日本知的障害者福祉協会関連事業 

①全国評議員会   全国会長・事務局長会議  開催 

 ②全国小中学生障がい福祉ふれあい作文コンクール 



  

  応募作品数 小学校 17 作品 
        中学校 3 作品 
  学校賞推薦学校 小学校 熊取町立南小学校 
          中学校 大阪市立友渕中学校 
 ③7 月豪雨義援金 32 事業所 938,608 円 

   
（１１）その他 
 ①社会福祉法人大阪福祉事業財団創立 70 周年記念式典参加 
 ②一般社団法人大阪知的障害児者生活サポート協会設立 10 周年記念式典参加 
③平成 30 年度北摂施設長会議 

・テーマ「質の高い人材確保の取り組みについて」 
・実践発表 社会福祉法人四幸舎和会 事業室長 大嶋 基氏 
      社会福祉法人北摂杉の子会 総務部主任 河辺 太一氏 
・情報交換会 

④「フクシゴトカフェ＆ラボ」４回連続講座 
  一般社団法人 FACE to FUKUSHI 

 
（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 種別 住   所 
定

員 
入会月 

グーテン 生活介護 箕面市稲 6-15-26 40 H30 年 4 月 

かつらぎ 
就労継続 B 

施設入所 
富田林市大字甘南備 216 

20 

60 
H30 年 5 月 

オレンジの森 多機能型 寝屋川市大谷町 12-3 38 H30 年 7 月 

あゆみ作業所 生活介護 大阪市港区築港 3-10-18 20 H31 年 3 月 

隆光学園 
輝きステーション 

生活介護 寝屋川市境橋町 27-6 40 H31 年 4 月 

阪南市立たんぽぽ園 
児童通所支援 

多機能型 
阪南市黒田 468-1 30 H31 年 4 月 

＜脱会事業所＞ 

施設名 種別 住   所 
定

員 
脱会月 

GIVE＆GIFT 就労継続 B 
大阪市中央区淡路 2-5-11 

     小西酒店ビル 
20 H30 年 12 月 

堺市立えのきはいむ 
児童通所支援 

多機能型 

堺市西区浜寺石津町東

3-11-8 
60 H31 年 3 月 

阪南市たんぽぽ園 
児童通所支援 

多機能型 
阪南市黒田 468-1 30 H31 年 3 月 

 


