第8回

20日（土）10：00～18：30

21日（日）9：30～17：30

（いずれも30分前より受付開始）

東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2F (JR秋葉原駅・電気街口徒歩1分)

★衆議院解散の荒波を乗り越え
～永田町子ども未来会議の提言です～
★医療的ケア児者に暖かい春がやってきます！

★新しい福祉の提供ビジョンから

★医療・福祉はどう変わるか？

「我が事」「丸ごと」へ

～これからの時代に組織や人材や～
★共生型サービスで結局障がいと介護は合体！？

★グループホームを変える・増やす！

★対談：看護師からかつら屋へ転身！

～春の改正と質の高い展開と～

生活の質と心を看護する社長

★分科会～じっくり語ろう！3時間半！

定員：300名

ほか

参加費：両日参加：15,000円 1日のみ参加：8,000
（学割：1日のみ両日参加いずれも 5,000円）
【お問い合わせ・今後の情報/変更など】

特定非営利活動法人法人ふわりＨＰ（ http://fuwari.tv ）、日本地域共生協議会Facebook(https://www.facebook.com/)にてお知ら
せいたします。
＊特定非営利活動法人ふわり事務局＊

ＴＥＬ：0562-85-3131 ＦＡＸ：0562-85-4073 Email： info@fuwari.tv

主催：特定非営利活動法人ふわり

共催：全国医療的ケア児者支援協議会
社会福祉法人むそう

～報酬改定どうなる？どうする？ボーダレス福祉時代の妙案～

20日（土）1日目

21日（日）2日目

1月

1月

9:30 受付開始
10:00 開会のあいさつ
10:00-11:20 セッション① 医療的ケア児者に暖かい春がやってきます！
文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育企画官 森下平氏
オレンジホームケアクリニック 西出真悟氏
全国医療的ケア児者支援協議会 代表 戸枝陽基氏
【コーディネーター】 NPO法人くるみ 理事長 岡本久子氏

9:30-10:50 セッション⑤ 医療・福祉はどう変わるか？～これからの時代に組織や人材や～
厚生労働省大臣官房審議官（医療介護連携担当） 伊原和人氏
医療法人財団はるたか会 理事長・医師 前田浩利氏
医療法人財団はるたか会 統括看護管理者・看護師 梶原厚子氏
【コーディネーター】 NPO法人ふわり 理事長 戸枝陽基氏
11:00-12:30 セッション⑥ 新しい福祉の提供ビジョンから「我が事」「丸ごと」へ
豊中市社会福祉協議会 勝部麗子氏
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 梅本政隆氏
ダイバーシティ研究所 代表理事 田村太郎氏
【コーディネーター】東京学芸大学 教授 加瀬進氏

11:30-13:00 セッション② 衆議院解散の荒波を乗り越え～永田町子ども未来会議の提言です～
立憲民主党 衆議院議員 荒井さとし氏
全国医療的ケア児者支援協議会 親の会 部会長 小林正幸氏
NPO法人ソルウェイズ 代表理事 宮本佳江氏
ぶんきょう医療的ケア児者の会「てとて」 共同代表 小島敬子氏
【コーディネーター】 認定NPO法人フローレンス 代表理事 駒崎弘樹氏

12:30-13:00 お弁当をもって分科会の部屋へ移動・自己紹介タイム！
13:00-16:00 分科会 ～じっくり語ろう3時間半！～
16:00-16:20 ホールへ移動・休憩

13:00-14:00
昼食・休憩
14:00-15:00 対談 看護師からかつら屋へ転身！生活の質と心を看護する社長
ヘアサプライピア代表理事・株式会社PEER 代表取締役 佐藤真琴氏
【聞き手】 田原市障害総合相談センター 所長 ・
NPO法人ふぃ～る工房法人統括 新井在慶氏
15:10-16:40 セッション③ 共生型サービスで結局障がいと介護は合体！？
積水ハウス株式会社 医療・介護推進事業部 山村由美子氏
寝屋川市民たすけあいの会 事務局長 冨田昌吾氏
【コーディネーター】 有限会社SNOW DREAM 代表 山口久美氏
16:50-18:30 セッション➃ グループホームを変える！増やす！
～春の改正と質の高い展開と～
NPO法人ハックの家施設長 竹下敦子氏
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長 寳子丸周吾氏
積水ハウス株式会社 多摩支店 惟住浩太郎氏
積水ハウス株式会社 大阪南シャーメゾン支店 中村孝彦氏
【コーディネーター】 社会福祉法人ロザリオの聖母会 荒井隆一氏
18:30

終了予定

※プログラム内容・登壇者は変更する可能性があります。ご了承ください。

16:20-17:20 各分科会の報告・まとめ
【コーディネーター】 NPO法人起業支援ネット 鈴木直也氏
17:20-17:30 閉会の挨拶 NPO法人ふわり 理事長 戸枝陽基氏
17:30 終了予定

分科会➀

分科会➁

分科会➂

分科会➃

医療的ケア児者を支える
事業所のよりよい運営を
考える

住まいを中心とした地域密着型事業所を増や
す～変わるグループホームのことや共生型を
さらに掘り下げてみたり～

誰かのために～想いを継
続する社会起業にするに
は～

丸ごと、我が事にする
ために、みんなで考え
よう～生活困窮者支援
や街づくりや、何より
人づくりや～

神谷日出明氏（NPO法人
ひなたの物語り 代表理
事）
澤野由佳氏（一般社団法
人キッズラバルカ こども訪
問看護ステーションmom）
宮本佳江氏 （NPO法人ソ
ルウェイズ 代表理事）

山口久美氏（有限会社SNOW DREAM 代表）
山村由美子氏（積水ハウス株式会社）
惟住浩太郎氏（積水ハウス株式会社 多摩支店）
中村孝彦氏（積水ハウス株式会社 大阪南シャ
ーメゾン支店）
竹下敦子氏（NPO法人ハックの家 施設長）
荒井隆一氏（社会福祉法人ロザリオの聖母会
ナザレの家あさひ 所長）

佐藤真琴氏（ヘアサプライピ
ア代表理事・株式会社PEER
代表取締役）
新井在慶氏（田原市障害総
合相談センター 所長・NPO
法人ふぃ～る工房 法人統
括）

勝部麗子氏（豊中市社会
福祉協議会）
田村太郎氏（ダイバーシ
ティ研究所 代表理事）

以下内容をメール(info@fuwari.tv )またはこのままFAX(0562-85-4073)にてお申込みください。
氏名

所属団体/職種
自宅 or 職場

職種（

）

電話番号

連
絡

〒

FAX

-

先

Email
＊ご希望の内容に○をつけてください。分科会希望は、分科会番号を記載ください。

両日参加 (15,000円)
・ 1日参加 (8,000円) ⇒
1/20
学割 (5,000円)⇒ 両日参加 ・
1日参加 ( 1/20

or
or

1/21
1/21 )

①～④の番号を入れてください。分科会番号はプログラムをご確認ください。

参
加
内
容

＊1/21 分科会 第１希望 (

) ・第２希望 (

)・第３希望 (

)

1/20(土) お弁当

有

・

無

1人

1,500円

1/21(日) お弁当

有

・

無

1人

1,500円

＊宿泊の受付は行っておりません。各自でご手配をお願いいたします。
＊参加費等のお支払いは事前振込みにご協力をお願いします。(当日支払可)

＊振 込 先： 三菱東京UFJ銀行 半田支店 口座番号：００２６９３１
口座名義：特定非営利活動法人ふわり 理事長 戸枝陽基

合計

円

