
 

［日  時］ ２０１６年１月９日（土）9 時３０分～１７時４０分 

１０日（日）９時 00 分～１4 時４0 分 

［会  場］ 米子コンベンションセンター 国際会議室 

［参  加］ 参加申込案内をご覧ください。 

［定  員］ ４５０名（定員になり次第受付終了となります。） 

◆ゲストの事情等によりプログラムに変更があり得ることご了承ください。 

≪２０１６年１月９日（土）≫  

Ｔｉｍｅ 内  容 

9:00～ 

9:30～10:00 
受付開始 
オープニングセレモニー    
開会のあいさつ   米子市長 実行委員長 
あいサポートフォーラム宣言  小林真司（鳥取県障がい福祉課長） 

 

10:00～11:00 「難病・病気から見る福祉の現状とこれから 」 
ゲスト 日野  力 （厚生労働省・前鳥取県障がい福祉課長） 
    中島  健二（鳥取大学医学部脳神経内科学分野教授・鳥取県難病連絡協 

会会長・相談支援センター長） 
    久保田英幹（国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター診療部長） 

11:00～11:15 休 憩 

11:15～12:15 基調講演「障がい福祉制度・施策の動向」新年度に向かって（行政説明） 

    田中佐智子（厚生労働省・障害保健福祉部障害福祉課長） 

12:15～13:00 休 憩  昼 食［軽食等販売します。会場内飲食できます。］ 

13:00～14:15 鳥取労働局から発信  「精神障がい者と ともに働く職場づくり」 
ゲスト 武田 牧子（（一社）ソラティオ理事） 
    内布 智之（（一社）日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 

代表理事） 
    小坂 和誠（（一社）日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構） 
    他 ２名 
進行役 河野純伴（鳥取労働局長）      

14:15～15:30 「トップランナーの挑戦・進化する共生社会 」 
～働くを支え・地域生活を支える～  

ゲスト 片岡聡一（岡山県・総社市長）  1000 人雇用社会をめざす今の地点 
    古瀬 誠（島根県商工会議所連合会会頭・山陰合同銀行特別顧問） 

企業内に事業所開設して１０年のあゆみと成果 
    田中穂積（ANA ｾｰﾙｽＫＫＣＳ推進課長・日本旅行業協会部会長）     

航空会社としての障害者への配慮ある会社づくり 
  藤井康弘（厚生労働省・障害保健福祉部部長） 

赤沢亮正（国会議員） 
進行役 大塚 晃（上智大学社会福祉学科教授） 

15:30～15:45 休 憩 

15:45～17:40 討論二本立て 
総合進行役 田中正博（全国手をつなぐ育成会連合会統括）    
①「総合支援法見直し直前にして 」の評価と課題 
ゲスト 西田  良枝（千葉県・パーソナルアシスタンスとも理事長）   

大原  裕介（社会福祉法人ゆうゆう/全国地域生活支援ネットワーク）   

富山からのお客様アーティスト島崎敬悟さんが登場します。愉快で楽しい、そして
音楽大好きな敬悟さんは生まれながらにして視覚障がいと知的障がいがあります。 
天性の音楽への感性は心も体も愉快に楽しくさせてくれます。素敵な彼を中心に“フ
ォーラムスタート!!゛です。 



蒲原 基道（厚生労働省大臣官房長） 
衛藤 晟一（国会議員/首相補佐官） 

②「活気に満ちた福祉への取組み・鳥取へのエール版 」 
鳥取発・あいサポート運動は協賛地域でもユニーク取り組み展開中! 

    平井 伸治（鳥取県知事）登壇 

18:00～20:00 交流会  ゲスト・参加者とともに  富山の島崎君の音楽で盛り上がります。 
参加費 6,000 円（事前申込） 

 ［会 場］ コンベンションセンター 多目的ホール・ホワイエ 

≪２０１６年１月 10 日（日）≫ 

◆今回は会場の都合により分科会形式とはなりません。 

9:00～10:15 「障害者差別解消法施行直前にして」 
～そして一年、増え続ける人権侵害について議論します～  

ゲスト   黒川 祥子（作家）     
大塚  晃 （上智大学社会福祉学科教授） 
山本ひろし（国会議員） 

進行役   曽根 直樹（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課専門官） 

10:15～11:30 パネルディスカッション 
「介護・地域包括ケア体制への新風」  つながる町づくり福祉・医療・教育・町 
～高齢化・重度化する障がい者、社会で支えるしくみはどうあるべきか?～ 

ゲスト     辺見 聡（厚生労働省老健局振興課長） 介護保険の方向新情報 
    高見 徹（日南病院名誉院長） 日南 中山間地の地域医療体制と課題 

西田良枝（千葉県・パーソナルアシスタンスとも理事長）  
進行役    広江 研（社会福祉法人こうほうえん理事長）  

11:30～12:00 休 憩  昼 食［軽食等販売します。会場内飲食できます。］ 

12:00～13:00 パネルディスカッション 
「新年冬の収穫祭・・それは一本の電話からつながった! 今、鳥取にもこんな活
躍するグローカルクリエーターがいます!」   

ゲスト    丸瀬 和憲（鳥取・胡麻のアトリエ主宰） 
     瀬戸川和彦（木地師・塗師／きしもと工房） 

渡部 真哉（NPO 法人あかり広場管理者） 
  舞立  昇治（国会議員） 

進行役   野沢  和弘（毎日新聞論説委員） 

13:00～14:00 「変化する社会・福祉創生で福祉も一役」（仮題） 
今静岡で先頭にたって地域づくりに挑む熱血医師がいます。・・を話題として 
地方創生担当大臣と”地方を元気”にするお話に期待しましょう!! 
ゲスト   久保田英幹（国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター診療部長） 

石破  茂 （地方創生担当大臣） 
進行役   野沢 和弘（毎日新聞論説委員） 

14:00～14:40 ファイナル・まとめ編 「新年の決意・・みんなが活躍できる鳥取をめざすぞ!」 
ゲスト  小林  真司（鳥取県障がい福祉課長） 
      足立  正久（鳥取県教育委員会・特別支援教育課長） 
          汐田まどか（鳥取県立総合療育センター副院長） 

 

米子コンベンションセンター（ビッグシップ） 

〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294 

ＴＥＬ0859-35-8111 

・ＪＲ米子駅から徒歩５分 

・米子鬼太郎空港から車で２５分 

・お車でお越しの際は、ビッグシップ前の米子駅前簡易駐 

車場をご利用ください。（開催中は無料となります。） 

 

 



 

 

【参加申込】 

   事前申込が必要です。別紙の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸかＥメールにてお申し 

込みください。  ◆ＦＡＸ 0859-28-8899   ◆Ｅメール akari@sanmedia.or.jp 

【定員及び申込期日】 定員４５０名 

   申込期日は２０１６年１月５日までとしますが、会場（国際会議室）の都合により４５０名となり

次第受付を終了とさせていただきますので、お早めにお申し込みください。 

【参加費（資料代）】［一日参加も両日参加も同じです］ 

◆一般参加費 4,000 円   ◆学生・障がいのある方 1,000 円 

【交流会のご案内】［事前申込・参加費 6,000 円］ 

   １月９日（土）１８時よりコンベンション内のホワイエにて交流会を開催します。 

             ゲスト・実行委員・参加者同士の情報交換ができます。 

【参加費等の支払方法】 参加申込後、参加費等を下記のいずれかにお振込みください。 

銀行名 支店名 口座番号 口座名義 

米子信用金庫 
北支店 

（店番 023） 

普通  

0244411 

 

福祉
ふ く し

フォーラム
ふ ぉ ー ら む

実行
じっこう

委員会
いいんかい

 

渡部
わたなべ

恵子
け い こ

 

 
山陰合同銀行 

福生出張所 

（店番 126） 

普通  

3677002 

【申込受理】 参加申込受理後 

 ①ＦＡＸ申込の場合：受付番号を付してＦＡＸにて返信しますので、必ず返信用ＦＡＸ番号を記載 

してください。 

   ②Ｅメール申込の場合：受付番号を付してＥメールにて返信します。 

【参加受付】※参加日当日は、受付番号を窓口にてお伝えください。 

【宿泊】事務局ではお取扱いしません。各自にてお手配ください。 

   ◆推薦・・ホテルハーベストイン米子（ＴＥＬ0859-31-1111） ※会場まで徒歩３分 

１月８日（金）及び９日（土）のシングル １泊６,１８０円（朝食付き・税サ込） 

   「１月の福祉フォーラム参加」をお伝えいただきお申込み下さい。 

   キャンセル等につきましては、当ホテル約款によりますことご了承ください。 

［後援予定］ 

 

 

 

 

参加申込・受付・支払・交流会 

主 催：福祉フォーラム実行委員会
主 管：ＮＰＯ法人あかり広場・社会福祉法人もみの木福祉会 
事務局：〒683-0103 鳥取県米子市富益町 4660 番地 もみの木園内フォーラム事務局（宮本・松尾） 
                 ＴＥＬ0859-28-8470  ＦＡＸ0859-28-8899 
本 部：〒683-0001  鳥取県米子市皆生温泉 2-2-8 ＮＰＯ法人あかり広場 
              ＴＥＬ0859-35-0505  ＦＡＸ0859-35-0505 

鳥取県・鳥取労働局・米子市・境港市・鳥取市・倉吉市・鳥取県町村会・鳥取県教育委員会・米子市教育委
員会・鳥取県社会福祉協議会・鳥取県共同募金会・鳥取県手をつなぐ育成会・鳥取県知的障害者福祉協会・
鳥取県経営者協会・鳥取県中小企業団体中央会・米子商工会議所・米子ライオンズクラブ                                         
ＮＨＫ鳥取放送局・ＢＳＳ山陰放送・日本海テレビ・山陰中央テレビ・中海テレビ放送・新日本海新聞社・
山陰中央新報社・朝日新聞鳥取総局・毎日新聞鳥取支局・読売新聞米子支局  （順不同・敬称略） 

mailto:akari@sanmedia.or.jp


 

 

 

申込先ＦＡＸ番号：0859-28-8899 ◆お間違えの無いようにお掛け下さい。 

参加者 

氏  名（フリガナを記入下さい） 

 

団体で申込の方は所属をご記入下さい。 

参 加・ 該当に○印記載 受付   

番号 
該当に○印記載 

交流会 

6000 円 

参 加 者 

代表氏名 

 

 

【所属：             】 

一般 4000 円   

学生・障がい 1000 円 

氏  名（フリガナを記入下さい） 

参加者 
 一般 4000 円   

学生・障がい 1000 円 

参加者 
 一般 4000 円   

学生・障がい 1000 円 

参加者 
 一般 4000 円   

学生・障がい 1000 円 

参加者 
 一般 4000 円   

学生・障がい 1000 円 

［支援・配慮が必要な場合、ご記入下さい］ 

 
参加費合計 

円  

返信用Ｆ

ＡＸ番号 

 

                   

※必ずご記入ください。 

連 絡 先 

住   所 

 

電話番号              

◆ご入金をいただきなから当日参加されなかった場合は、資料を送付させていただきますので、連 

絡先住所をご記入下さい。 

【参加費支払確認】  

参加費振込予定 予定する振込先に○印をつけてください。 ※事務局確認 

 ①米子信用金庫 北支店（店番 023） 普通 0244411   

 ②山陰合同銀行 福生出張所（店番 126） 普通 3677002    

お願い。 
振込確認のため予定振込人名義

（カタカナ）をご記入ください。 

 

 

 【諸連絡】◆お手数ですが、振込に際し、返信しました受付番号を付してお振込みください。 

  ◆参加日当日は、窓口にて本受付書又は受付番号をご提示ください。 

◆申込期限を過ぎたキャンセルに伴う振込金の返金は致しませんので、ご了承ください。   

  【問合せ先】  ＴＥＬ0859-28-8470 もみの木園内フォーラム事務局（宮本・松尾）

あいサポートとっとりフォーラム１６ 

参加申込書兼受付書 


