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最初に見た夢が大切です！～第19回アメニティーフォーラムの聞き所や見所をダイジェストで紹介！～
 田中正博（全国手をつなぐ育成会連合会統括）　　北岡賢剛（社会福祉法人グロー（GLOW）理事長）　　進行：アサダワタル（文筆家・ボーダレス・アートミュージアムNO-MA エディトリアルディレクター）
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あの素晴らしい愛について2015 ～＜つながり＞と＜和＞の崩壊～
北山修（精神科医・臨床心理士）

全国地域生活支援ネットワークから報酬の改定に対する提案を行います。～より良い福祉サービス、より良い働き方のために～

片桐公彦（全国地域生活支援ネットワーク 事務局長）　大原裕介（全国地域生活支援ネットワーク 代表）

伸び続ける社会保障の費用、持続可能とするために～国民の負担と給付の効率～
横倉義武（日本医師会会長） 中村秀一（国際医療福祉大学大学院教授） コーディネーター：宮武剛（福祉フォーラム・ジャパン会長）

15：20
15：25

いまこそ障害を「力」に、生きることを「光」に！～準備を急ごう！2020年は東京オリパラ！～
衛藤晟一（内閣総理大臣補佐官）高木美智代（公明党・衆議院議員）田村憲久（自民党・衆議院議員）古川康（自民党・衆議院議員）中根康浩（民主党・衆議院議員）平井伸治（鳥取県知事）三日月大造（滋賀県知事）コーディネーター：野澤和弘（毎日新聞社論説委員）

これからの社会保障、どうしましょうか？～厚生労働大臣、お疲れ様でした。～
田村憲久（前厚生労働大臣）　聞き手：古川康（前佐賀県知事）

講　　演  障害者権利条約の批准について　山中修（外務省　総合外交政策局人権人道課長）

19：00

17：40
17：30

鼎談  諸外国と比較して、日本の福祉の水準を検証する。
 　　 渡邉芳樹（前・駐スウェーデン日本国特命全権大使） 宮本太郎（中央大学法学部教授） 堀田聰子（独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員）

鼎談  これからの福祉を支える人材を、どのように確保し育てるのか
　　辻哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授） 吉武民樹（川村学園女子大学副学長） 進行：渡邉光春（滋賀県社会福祉協議会会長）

A1 A2

今後の我が国の障害福祉行政の行方　藤井康弘（厚生労働省障害保健福祉部長）

世界遺産・芸術文化・アール・ブリュット　青柳正規（文化庁長官）　聞き手：野澤和弘（毎日新聞社論説委員）

シンポジウム  冤罪の構造を問う！～障害がある人の犯罪と取り調べのあり方を変えるために～
周防正行（映画監督） 村木厚子（厚生労働事務次官） コーディネーター：浅野史郎（元宮城県知事）＊浅野史郎さんは2009年5月にATL（成人T細胞白血病）を発症され、造血幹細胞移植を受けられたことはよく知られた話。今回、久しぶりに元気な姿でコーディネーターを務めて頂く。

基調講演  障害者差別解消法の概要について  野澤和弘（内閣府障害者政策委員会委員・毎日新聞社論説委員）

障害者の社会参加と差別解消、これから期待すること～対応要領・対応指針（ガイドライン）も含めて～

南雲明彦（明蓬館高校共育コーディネーター）　渋沢茂（中核地域生活支援センター長生ひなた所長）

尾上浩二（内閣府障害者制度改革担当室）　コーディネーター：野澤和弘（内閣府障害者政策委員会委員）

C2C1

14：15

8：00

12：00

発達障害者への支援スキルを高めよう

～ペアレントトレーニングから
　　　　　　　　　　本人支援まで～

15：30

16：45

18：00

行動障害の背景にあるもの
井上雅彦（鳥取大学大学院医学系研究科教授）

22：15

① 家族支援のスキルアップコース
② 成人期の支援スキルアップコース
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長期入院精神障害者の地域生活への移行をどうすすめるか。（病院敷地内の
グループホームの活用も含めて）～理想と現実の狭間で新しい取り組みを～
千葉潜（日本精神科病院協会 常務理事）蒲原基道（厚生労働省大臣官房長・前障害保健福祉部長）

岩上洋一（NPO法人じりつ代表理事）コーディネーター：田島光浩（（社福）南高愛隣会理事長・医師）

D1 D2 D3

E1

24：30

高齢障害者の安心した地域での暮らしを考える！
～居宅系のサービスを全部を見直す・何を削って何処を厚くするか～

大村美保（国立のぞみの園研究部研究員）

村上和子（社会福祉法人シンフォニー理事長）

菊地達美（日本知的障害者福祉協会副会長）

高原伸幸（厚生労働省障害福祉専門官）

コーディネーター：田中正博（全国手をつなぐ育成会連合会統括）

E3実践報告  誰もが地域で暮らす時代に、ポジティブなユートピアを求めて！
　　　  ～全国から「地域で元気」な取り組みをご紹介します～
NPO法人おもちゃばこ ～知的・発達障がいのある人のおしゃれ・ファッションショーの取り組み～

NPO法人とむての森 ～「職業スキルの前に、働いてお金を得る大切さを」という就労支援の実践を～

NPO法人トムトム ～ないサービスは作る！「特児手当で個別支援を！」という実費サービス誕生のご報告を～

（社福）宝塚いくせい会 ～重度知的障がいで自閉症の人が、介護用品レンタル事業でバリバリ働いている姿を笑い満載で～

コーディネーター：又村あおい（全国地域生活支援ネットワーク）  アドバイザー：井上誠一（企業年金連合会審議役）

社会福祉法人改革！～課税か非課税か、透明性と公益性の具体像を～

福岡たかまろ（自民党・参議院議員）　鈴木俊彦（厚生労働省社会・援護局長）

武居敏（全国社会福祉法人経営者協議会 副会長）　森貞述（前高浜市長）

コーディネーター：猪熊律子（読売新聞東京本社社会保障部長）

又村あおいが
出会った

行動障害の重たい人の抱える諸課題
肥後祥治（鹿児島大学教育学部教授）

環境へのアプローチ ～構造化とコミュニケーション～

坂井聡（香川大学教育学部教授）

厚生労働省は現実をどう評価し、どう対応するのか
鈴木智敦（厚生労働省障害福祉課相談支援専門官）

徹底討論 3年間何をやっていたのか
～達成率の高い地域・低い地域、何がそうさせたのか～

井口慎吾（相談支援センター ぽこ・あ・ぽこ 管理者）

木村剛（名古屋市障害者支援課長）

橋詰正（長野県上小圏域障害者総合支援センター所長）

菅沼敏之（甲賀地域ネット相談サポートセンター）

鈴木智敦（厚生労働省障害福祉課相談支援専門官）

荻野ます美（ユーザー 愛知県岡崎市）

コーディネーター：福岡寿（日本相談支援専門員協会副代表）

医療と福祉の連携  ～医療をどう活かすか～
會田千重（肥前精神医療センター）

「強度行動障害」にアプローチするということ
肥後祥治（鹿児島大学教育学部教授）

田中佐智子（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課長）

牛谷正人（（社福）グロー（GLOW）副理事長）

行動上の問題を整理してみる
園山繁樹（筑波大学人間総合科学研究科教授）

計画相談が進んでいない市町村とその処方箋
～国は緊急的な対応を出したが～
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今年も打ち上げ風、シンポジウム、みんなでスウェーデンの障害福祉の視察に行ってきました！
～同世代に贈るメッセージ「この仕事に退屈さを感じたら」・・・・～
池田信亮（NPO）信 理事長 大橋一之（NPO）あーるど 代表 大原裕介（社福）ゆうゆう 理事長 小田泰久（NPO）楽笑 理事長 片桐公彦（社福）みんなでいきる 副理事長 吉田拓野（厚生労働省）  

下里晴朗（NPO）エンジョイパートナーほっと 代表理事長 末松忠弘（社福）明日へ向かって 主宰 田島光浩（社福）南高愛隣会 理事長/医師 水流源彦（社福）ゆうかり 副理事長 福島龍三郎（NPO）ライフサポートはる 理事長 

宮原里美（社福）スプリングひびき 管理者 小泉晃彦（社福）八ヶ岳名水会 山梨県地域生活定着支援センター センター長 河内崇典（NPO）み・らいず 代表理事　北川紘久（社福）グロー（GLOW） Neoバンバン
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行動障害のある人と関わることが苦手な
職員のための連続講座Ⅰ

行動障害のある人と関わることが苦手な
職員のための連続講座Ⅱ

発達障害へのアプローチ

相談支援セッション

8：30

12：20

12：00

9：45

9：55

10：40

引きこもりの実態を報告！
～10年に渡る継続した調査からみえてきたもの～

野中俊介
（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 研究員
　　      一般社団法人SCSカウンセリング研究所 臨床心理士）

虐待事例から見えてきたもの
～現場の支援力を高めることが必要です～

曽根直樹（厚生労働省障害福祉課虐待防止専門官）

水谷忠由（厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室長）

安井愛美（NPO法人ノーマライゼーションサポートセンターこころりんく東川）

福島龍三郎（全国地域生活支援ネットワーク監事）

さらに、引きこもりの実態に迫る
～高齢化が進む事実を知り対応策を考える～

野中俊介（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 研究員）初鹿明博（維新の党・衆議院議員）

鈴野崇（滋賀県障害福祉課長）進行：田島光浩（社会福祉法人南高愛隣会理事長）

「顕在化した福祉ニーズを知る」から考えること
田島光浩（（社福）南高愛鱗会理事長・精神科医）

F3

顕在化した福祉ニーズを知る人と暮らしを支えるために

9：00

12：00

内閣府検討会
委員による

先輩！地域福祉は本当に実現するのですか？
～この人達の実践を改めて学び、何故、動いたのかを知る～
田島良昭（全国地域生活定着支援センター協議会会長）
　　　　　 著書『ふつうの場所でふつうの暮らしを』は、あまりにも有名。
小林繁市（北海道社会福祉事業団 参与）
　　　　　 日本で初めて、あのデンマークの「バンクミケルセン賞」を受賞された取り組み。
笠原　孝（滋賀県医師会会長）
　　　　　 「此処にいては、恋愛ができない！」と日本で初めて入所施設の解体を実行した。

コーディネーター：曽根直樹（厚生労働省障害福祉課虐待防止専門官）

小室さんの
コンサートが

楽しみだという人が
増えている

12：00

「人と暮らしを支えるために」のまとめ

伊原和人（厚生労働省健康局総務課長）

8：30

10：15

12：30

F2私が生きる場所・地域に住まう
～障害のある人も、認知症の人も、難病の人も、がんの人も、
いつまでも元気な人でも、住み慣れたり、住んでみたい地域
での暮らしを描くには？～

町亞聖（フリーアナウンサー）

國森康弘（フォトジャーナリスト）

伊原和人（厚生労働省健康局総務課長）

進行：田端一恵（社会福祉法人グロー（GLOW) 企画事業部次長）

記憶の宝庫としての福祉現場
～利用者の人生物語～

六車由実（デイサービスすまいるほーむ管理者・民俗研究者）

上田洋平（滋賀県立大学地域共生センター助教）

伊原和人（厚生労働省健康局総務課長）

コーディネーター：アサダワタル
（文筆家・ボーダレス・アートミュージアムNO-MA 
  エディトリアルディレクター）

民族研究者と
地域文化研究者が

考えた福祉。介護民俗
学と心象図法をご

存知ですか？

最新版

12：00

8：30
増える老人・減る若者   

～その増減のハザマで、     
私たちにできることを    

語り合う～    
初鹿明博（維新の党・衆議院議員）

湯浅誠（法政大学現代福祉学部教授）

コーディネーター：大原裕介（全国地域生活支援ネットワーク代表）

11：20

9：50

10：10

F1

社会的弱者が輝く社会に！

～子どもが増えて、
老人になっても安心できる社会を～

山本ひろし（公明党・参議院議員）

安藤よし子（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長）

進行：野澤和弘（毎日新聞社論説委員）

新しい社会のモデルを提起する

ここでは、
超少子高齢化社会
だからこそ、生み出
せるアイデアやサ
ービスの未来を語

り合います。

「新しい社会のモデルを提起する」こと

野澤和弘（毎日新聞社論説委員）


