２０２２年度 施設経営・管理者・主任セミナー
日本社会は大きな転換点を迎えています。
いま「戦争への危機」を口実に、日本は際限のない軍拡競争にとりこまれつつありますが、それ
は社会福祉事業をはじめ社会保障全般の削減・抑制と表裏一体ですすめられます。一人ひとりの生
活問題が個人的問題においやられる一方で、軍事こそが第一義的な国家的課題であるとして、あら
ゆる資源が軍事に吸収されることが懸念されます。
こんな時だからこそ、あらためて一人ひとりが抱える生活問題の背景には社会的問題があるこ
と、社会福祉はそうした社会的問題への処方箋であることを社会福祉関係者が身につけることが
重要です。
社会福祉は人々のしあわせを編み出していく仕事です。そして福祉の仕事は戦争と対極にある
仕事でもあります。
今の時代と社会を科学の目でとらえ直し、本当の福祉をみんなの力で作り上げていくために、２
０２２年度の「施設経営・管理者・主任セミナー」を準備しました。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。

主催
後援

特定非営利活動法人 大阪障害者センター

社会福祉施設経営者同友会・きょうされん大阪支部・障害者（児）を守る全大阪連絡協議会
連絡先 〒558-0011

大阪市住吉区苅田 5-1-22

管理者セミナー専用アドレス

TEL 06-6697-9005 FAX 06-6697-9059
kanri-s@npo-osc.com

＜講座内容＞
１日目 ９月１０日（土） １０時～１７時
時間

３人の講師による講演
テーマ

講師

10:10~12:00

今日の情勢と障害者の権利をめぐる運動の課題

藤井克徳先生（日本障害者協議会）

13:00~14:50

津久井やまゆり園事件の検証から見えてくるもの

鈴木静先生（愛媛大学）

15:00~16:50

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染の拡がりと職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ

山本耕平先生（佛教大学）

２日目

9 月 11 日(日)

１０時～１７時

シンポジウム

テーマ／生涯を見通しての支援と、日々の支援の基礎
～大阪障害者センター総合実践研究所の活動から～
AM
PM

コーディネーター
峰島厚先生（総合実践研究所主任研究員）

研修委員会事務局

岩谷亮さん（大阪障害者センター）

合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾁｰﾑ

山下徹さん（さつき福祉会）

ICF を用いた個別支援計画策定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ検討会

兵頭正浩さん（いずみ野福祉会）

青年期支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

卜部秀二さん（大阪障害者センター）

障害者の高齢期を支えるための支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発ﾁｰﾑ

吉留英雄さん（わかくさ福祉会）

※シンポジストの報告順序は変更することがあります。

＜実施方法・参加費・注意事項など＞
定員

２８０名 （先着順）
FAX もしくは Google フォーム（申込ページ QR コードより）

申込方法

お申し込みが確認でき次第、受付完了メール（受付番号のお知らせと請求書）を送信いたしま
す。 ※申込送付から 1 週間たっても受付完了メールがとどかない場合はご連絡ください

申込締切

８月２３日(火)
研修資料の発送

資料配布

８月２９日予定

※法人・事業所で複数人申し込まれる場合は、法人・事業所住所へ申込人数分をまとめて郵送
いたします。2 日目に会場参加される場合は、送付された資料をご持参ください。
※９月２日になっても資料が届かない場合は、ご面倒をおかけしますがご連絡ください。

参加費

１万円／１人 （２日間を通しての料金です。１日だけの料金設定はありません）
※一台のパソコンで複数人が受講する際には人数分の申し込み・参加費が必要です。
事前の口座振り込みによるお支払いをおねがいします。
※振込口座は申込ページに記載しています。 ※振込手数料のご負担をお願いします。

参加費支払
方法

※法人・事業所で一括して複数人申し込まれる場合は、法人・事業所単位での参加費のお振込
をお願いします（通信欄に事業所名と申込人数の記載をお願いします）。個別の振込を希望され
る場合は、事前にご連絡をお願いします。
※振込の有無に関わらず、申込のあった方へは８月２９日に資料を発送します。資料発送日以
降は参加費が発生します。資料発送以降のキャンセルは返金いたしませんのでご了承ください。
・FAX でお申込の際には、大きくはっきりとした文字でのご記入をお願いします。

申込の
注意点

・事業所単位で複数人申し込まれる場合は、連絡窓口となる方（代表者）のご氏名を忘れずにご
記入ください。
・2 日目の参加方法は、「会場」「ZOOM」のいずれかに必ず〇を付けてください。
・１台のパソコンで複数人参加される場合は、代表メールアドレスを最上段に記入いただき、それ

以降の方は「同上」もしくは「〃」と記入してください。代表メールアドレス宛に、受付完了メールを
送付します。その場合受付番号は複数人でひとつとなります。
・複数人同時に申し込まれ、参加者はそれぞれ別のアカウントからアクセスされる場合は、それ
ぞれのメールアドレスを忘れずにご記入ください。メールアドレス毎に受付番号を発行して各人あ
てに受付完了メールを送信いたします。
・複数人の申込を google フォームから行う場合は、参加人数／参加費のチェックを忘れないよう
お願いいたします。
・郵送する資料の表紙に ZOOM アクセス用の URL と ID・パスコードを記載いたします。
・1 日目と 2 日目で別の ZOOM アクセス URL を作成しています。お間違えのないようお気を付
ZOOM に
関して

けください。
・Zoom アクセスに係る URL のメール送信が必要な方は、その旨を事務局までご連絡ください。
・セミナー参加時は、名前の表示を「受付番号 申込氏名 所属」に変更してください。
※１台で複数人参加される場合の名前表示は申込代表者氏名でお願いします。
・講師・シンポジストの講演時は、マイク・ビデオを共にオフにしてください。
・2 日目の会場参加は定員 70 名とさせていただきます。先着順での受付となりますので、希望さ
れる方はお早目の申込をお願いします。

2 日目に会

・来場前に検温をお願いします。体調に違和感がある場合は、会場参加で申し込みいただいてい

場参加を希

ても、ZOOM 参加に切り替えて頂いても結構です。

望される方

・また、例年ですと会場実施の時は昼食の準備もしていましたが、コロナ感染防止の観点より、参

へ

加者各自での準備をお願いします。
・食事可能な場所は、会場（６F 会議室 E 内。※黙食でお願いします）と１F 休憩コーナーです。
その他共用部分では飲食不可ですので、ご注意ください。

質疑応答
について

・質疑は口頭でのみ行います。チャットには対応いたしかねますのでご了承ください。
・発言のある方はビデオをオンにし、挙手で意思を表示してください。司会者が指名をしますの
で、指名された方はミュートを解除して発言してください。
・よろしければ、感想文用紙に感想をお書きいただき送付してください。感想文用紙は 1 日目と 2
日目に分けて集めます。資料に同封の感想文用紙、もしくは google フォームのいずれかご都合

感想文に
ついて

の良い方法でご記入ください。
（提出方法）
①資料に同封の感想文用紙に記入し、FAX での提出（06-6697-9059）
②資料表紙ページ記載の URL（もしくは QR コード）よりアクセスし、Google フォームにより提出

ＺＯＯＭ環境 ・音声が聞こえにくい場合がありますが、発信者側からの対応は難しい場合が多いです。外付け
のトラブルに のスピーカー、イヤホン、インカム等の使用を推奨いたします。
ついて

・音が聞こえにくい場合は、最初にご自身の使用機器のスピーカー設定のチェック、ＺＯＯＭ上の
スピーカー設定のチェックをお願いします。
・トラブル回避策として、事前に接続テスト日を設け上記の対応方法等についてご案内いたしま
す。受付完了メールにて日程のご案内をしますのでご活用ください。
（当日のトラブル問い合わせ先）
〇電話／大阪障害者センター（06-6697-9005）までご連絡ください。
〇チャット／「センター事務局」という名の共同ホストまでご連絡ください。

会場・ZOOM
会場・ZOOM
会場・ZOOM

3

4

5

FAX番号：
メールアドレス

所属（法人・事業所など）：

口座番号

口座種類
普通

0082514

我孫子支店

口座名義
トクテイヒエイリカツドウホウジンオオサカショウガイシャセンター

店名

銀行名りそな銀行

※申込書送付から1週間たっても受付完了メールが届かない場合は大阪障害者センター（岩谷）へお問合せ下さい（06-6697-9005）

※参加費は下記口座への振込をお願いします（参加費：１万円／人）※右記合計額欄に金額の記入もお願いします。

※加盟事業所からの申込か、その他（個人）からの申込かに〇をつけてください
※２日目の参加方法に〇をつけてください（参加方法により参加費が変動することはありません）
※加盟事業所へは、申込人数分の資料を記載された法人・事業所住所へまとめて郵送します（２日目会場参加される方の分も含みます）
※事業所から複数人申し込みの場合、参加費合計額を計算して記入してください。
※その他（個人）からの申込の場合、法人・事業所住所欄に資料送付を希望される住所をご記入ください
※1台のパソコンで複数人が参加される場合、最上段にのみアドレスを記入し、それ以降は「同上」と記入お願いします。

会場・ZOOM

参加方法

２日目

2

役職
会場・ZOOM

参加者氏名

1

電話番号：

法人・事業所住所：〒

申込代表者氏名：

合計額

参加費

円

■申込GoogleフォームQRコード

☆下記に記入してFAXで申し込む（06-6697-9059）か、Googleフォーム（右下のQRコード）で申し込むか、ご都合の良い方法でお申し込みください

2022年度 大阪障害者センター 施設経営・管理者、主任セミナー 申込書 （ 加盟事業所・その他 ）

＜2 日目会場：大阪産業創造館 アクセス＞
〒541-0053 大阪市中央区本町 1-4-5
TEL：06-6264-9800

FAX：06-6264-9887

Osaka Metro「中央線」、「堺筋線」の「堺筋本町駅」から、徒歩約 5 分（東警察署の道路を挟んで北東の斜め向い）
●大阪メトロ中央線利用の
場合
1 号出口から北へ。本町通り
の横断歩道を来たに渡り、東
（右）に進んだ川（本町橋）の
手前

●大阪メトロ堺筋線を利用の
場合
12 号出口から、本町通をま
っすぐ東へ。信号を２つ渡り、
川（本町橋）の手前

●車を利用の場合の駐車場案内
①産業創造館

・日・祝日・休日 ８：３０～１７：３０（最終入庫：１７：００）
・駐車料金： ３０分ごとに２００円（障がい者手帳を持っている場合は半額）
・車高２．０ｍ以下
・普通乗用車 48 台（長さ 5.3m、幅 1.9m、高さ 1.55m、重量 2.3 トン）
・ハイルーフ車 24 台（長さ 5.3m、幅 1.9m、高さ 2m、重量 2.3 トン）
・身障者用 2 台

②マイドームおおさか

・７：００～２２：００
・駐車料金： ３０分ごとに２００円（障がい者手帳を持っている場合、「１階展示場・会議室受付」にて
無料サービス券をもらえる）
１日 １，８００円
・収容台数 最大２２台／地下１階～地下３階
・車高

地下 1 階 3.5m（一部は 2.9m）、地下 2 階 2.0m（一部は 1.7m）、地下 3 階
2.0m

