
◆◇　第１号議案　◇◆

令和３年度　事業活動報告 　～この１年間の取り組み

Ⅰ　旭川市からの受託事業　
　１　障害者スポーツ関連事業について
　（１）　スポーツ部会
　 　委員会：７月１７日、９月４日
　 　委　 員：矢島勇作（部長）、速水修、深田清三、丸山周三、長谷川優司、
 　　　　　　今村光佑、阿部龍雄、石田彰弘、芳野輝政、森山由香里、増井智子

　（２）　スポーツ教室

　　　　　旭川市障害者福祉センター　１階　水浴訓練室　午後１時から午後３時まで

旭川市よりおぴったの休館要請【05月17日（月）～06月20日（日）】を受けて、実施予定日05月19日（水）、05月
26日（水）、06月02日（水）をそれぞれ10月14日（木）、21日（木）、28日（木）へ延期した。

　　　　　旭川市障害者福祉センター　１階　水浴訓練室　午後１時から午後３時まで

受講者　７名・介助者１６名・スタッフ及びボランティア９名
　　　　　日　　時　　　　令和　３年１１月１４日（日）　午後１時から午後３時まで
　　　　　場　　所　　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館　　　　　

受講者１６名・スタッフ及びボランティア９名
　　　　　日　　時　　　　令和　３年　２月１３日（日）　午後１時から午後４時まで
　　　　　場　　所　　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館　　　　　

スカットボール教室 受講者3名・介助者8名・スタッフ及びボランティア7名
　　　　　日　　時　　　　令和　３年　３月２０日（日）　午後１時から午後3時まで
　　　　　場　　所　　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館　　　　　

　（３）　障害者スポーツフェスタ
　　・実施予定日　令和３年１０月１０日（日）を延期して同年１２月１９日（日）する案もあったが
　　　令和３年８月２６日（木）、障害福祉課が各団体、各事業所に事前アンケートを行い、

　（４）　障害者スポーツ水泳記録会
　　・実施予定日　令和３年１１月７日（日）
　　　令和３年８月２６日（木）、障害福祉課が各団体、各事業所に事前アンケートを行い、
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 　　　アンケート結果及び新型コロナウイルスの感染状況の見通しが立たない事もあり、　　　

ゴロ卓球バレー教室・

　　　令和３年度は中止する事になりました。

　　　アンケート結果及び新型コロナウイルスの感染状況の見通しが立たない事もあり、一堂に介しての
　　　開催は難しいとの判断の元に、水泳サークルごとに、別々に開催する事になりました。

レク・ボッチャ教室
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　（５）　全道大会参加者への競技サポート等
　　　　　　　　 全道大会参加者への競技サポート
　　・第２２回北海道ボッチャ選手権大会

日程：令和　３年　８月１５日（日）
場所：道立野幌総合運動公園
新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

　　・第３２回北海道障がい者水泳大会
日程：令和　３年　９月１２日（日）
場所：札幌市平岸プール
新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

　　 ・第３３回北海道障がい者卓球競技大会
    　   日程：令和　３年　９月２３日（祭日）
  　     場所：札幌市身体障害者福祉センター
   　    新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

　　・第２７回北海道障がい者フライングディスク大会（第２２回全国障がい者スポーツ大会選考会）
日程：令和　３年　９月２６日（日）
場所：札幌市コミュニティードーム（つどーむ）
新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

　　 ・第５９回北海道障がい者スポーツ大会（夏季）
日程：令和　３年　９月２６日（日）
場所：士別市陸上競技場
新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

 　  ・第４１回北海道障害者スポーツ大会（冬季）
        日程：令和　４年　２月２６日（土）
        場所：枝幸町三笠山スキー場

 　  ・第４３回全道ハンディキャップスキー大会
        日程：令和　４年　３月２０日（日）
        場所：札幌テイネ聖火台オーシャンクルーズ

　　　　　　　　　　　　　・北海道身体障がい者アーチェリー競技大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障がい者ボウリング大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道身体障がい者ゲートボール大会
　　　　　　　　　　　　　・はまなす車いすマラソン2022

　２　障害者週間記念事業（旭川市受託事業）
　（１）　文化部会
　　　委員会：１０月１３日・１１月２４日
　　　委　 員：武田久子（部長）、大内　祥一、工藤　フサ、佐藤　豊信、加藤　健二、浅野　眞一
　　　　　　　　藤中　洋子

　（２）　実施方針
　　　12月3日から9日までが「障害者週間」となり、広く市民に知ってもらう記念事業を実施し，
　　　健常者や色々な障害を持つ様々な立場の人たちが障害者問題についてともに考える
　　　機会を提供することで，ノーマライゼーション社会実現の促進を図る。
　　　　　　 （上記の目的を持って、旭川市民に向け啓発事業を行った。）
　（３）　実施方法
　　　特定非営利活動法人　旭川障害者連絡協議会の文化部を中心とし障連協役員及び各団体
　　　とで構成する実行委員会を組織して事業を実施した。

 　　　東京パラリンピック車いすバスケットの銅メダリストの池崎大輔選手を講師として招く事から　　　
　　　旭川パラスポーツ協議会、カムイ大雪バリアフリー研究所との共同開催とした。
　　　・実行委員長　　 理事　武田　久子（旭川精神障害者家族連合会部　会長）

    　  新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

    　  新型コロナウイルス感染防止の為、大会中止となりました。

障害者スポーツに関する各種大会の周知業務



　　　・その他　障連協の理事・監事・相談役及び文化部会員による実行委員30名
　（４）　実施内容
　　①　「障害者週間」記念事業の啓発
　　　日 時：令和3年10月～事業当日まで
　　　場 所：おぴった利用者を中心とし関係施設などの配布
　　　内 容：実行委員が手分けして各所を訪問などして啓発を行なった。
　　②　「障害者週間」記念事業
　　　日 時：令和3年12月3日（金）～12月9日（木）
　　　場 所：旭川市障害者福祉センターおぴった２Ｆギャラリー・1Fロビー
　　　　　　（旭川市宮前1条3丁目3番7号）
　　　内 容　
　　　式次第
　　　・オープニング
　　　　旭川大学・旭川大学短期大学部手話サークル「ド・レペ」による手話合唱のオープニング
　　　・開会宣言
　　　　障害者週間実行委員長　武田　久子
　　　・開会挨拶
　　　・主催者挨拶　　　　旭川市長　今津　寛介
　　　・事業実行者挨拶　ＮＰＯ法人旭川障害者連絡協議会　理事長　松山　伸
　　　・来賓挨拶　　　　　 （社福）旭川社会福祉協議会　会長　大沼　克己　様（代理　常務理事　岡田　政勝）
　　　・事業所の紹介
　　　・チアダンス　　　　　SHINIS（シャイニーズ）KIDSチアダンス、曲名：チアミックス
　　　・記念講演　　　　　「パラリンピックと人生」～パラリンピック車いすラクビー～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅メダリスト　池崎　大輔　様
　　　・パネルディスカッション　池崎を囲んで障がい者スポーツ選手と対談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司　会　　旭川パラスポーツ協議会　　　　　　　　　　　　　会長　今野　征大　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネラー　池崎　大輔　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車いすラクビークラブ神威（カムイ）　　　　　　　　　　 矢島　勇作　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車いすバスケットクラブ旭川リバーズ　　　　　　　　　 山口　祐平　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車いすフェンシングクラブ　　　　　　　　　　 　　　　　 山田　崇仁　様
　　　・記念撮影　　　　　　　　　池崎　大輔　選手と撮影会
　　　・アフリカンダンス　　ジンベクラブ旭川、リズム：ランバ、ダンサ、カキランベ
　　　・閉会挨拶
　　　　障害者週間実行委員長　武田　久子
　　　・作品展示即売会、令和3年11月25日（木）～12月9日（木）、事業所の色々な作品
　　　　おぴった1Fロビー
　　　・加盟団体・事業所パネル展示会、　令和3年12月3日（金）～12月9日（水）、
　　　　障害者や事業者の活動紹介を展示しています。
　　　　おぴった2Fギャラリー・旭川市本庁舎1F
　（５）　主催：旭川市
 　　　　　　事業実行者
　　　　　　 「障害者週間」記念事業実行委員会

　３　旭川市障害者福祉センター指定管理事業

　（１）　施設管理とサービス向上
　ア．利用向上委員会及び利用者懇談会を定期的に実施
　イ． 「みんなの声」投書の中で実現可能な要望は、直ちに実行する
　 毎月投書箱を確認し利用者の声を出来る限り反映できるよう意見を検討している

　ウ．早期点検、計画的にメンテナンス等により保守点検コスト削減を行うと共に、施設内

　　　 機器を良好な状況に保ち、職員のコスト削減意識を持たせる
　エ．役職員の職場研修の実施

　（２）　防犯、防災
　ア．防犯対応
　　　①夜間・休日の機械警備を継続実施。
　　　②日中、職員による定時点検確認作業
　　　　　　　防犯対応については、計画通り①・②ともに良好に行われている。

　イ．防災対策
　　　①当該センター消防計画の策定及び防火対象物点検を実施する。
　　　②事故の無いよう事前の消防訓練等実施（年２回以上）



　　　③ＡＥＤ使用の自主訓練（随時）

　（３）　利用状況
　ア．利用人数 （人） 〔参考〕

利用人数合計対今年度

66,512 2.2

75,901 2.7

142,413 2.4

　イ．利用料金 （円） 〔参考〕

　ウ．減免金額 （円） 〔参考〕

Ⅱ　自主事業関係
　１　広報事業
　（１）広報部会
　　　委員会：７月７日・１月２０日
　　　委　 員：神田典行（部長）、巻下理奈、中村幹子、大塚明子、牧悦子、川村和恵
　　　　 　　　  高橋憲次
　　　場　 所：おぴった３階　相談室２

　（２）障連協にゅーす

　　　４８号まで発行しています。

　（３）ホームページにより下記の内容が随時更新

　　　アドレス　http://shourenkyo.org/

　　　①活動紹介＝解説以来の行事の紹介

　　　②障害者スポーツ大会関連情報＝全国・全道レベルの障害者スポーツ大会の情報提供

　　　③ボランティア募集＝各事業に合わせて随時募集情報を提供する

　　　④障連協にゅーす＝ＰＤＦファイルで１号から４８号まで閲覧可能

　　　⑤障害者スポーツバンク＝市内の９団体の活動内容が閲覧可能

　　　⑥新着情報＝各行事等の情報発信

　２　清掃事業
　　・旭川市競争入札参加資格者に登録　令和３年７月９日付

　 令和４年度の市施設からの清掃業務入札指名　８施設

　３　総務部会関係事業

　　・新年交礼会の検討、今年度は新型コロナウイルス感染防止の為、中止としました。

　総務部会

　　委員会：　１０月１３日

　　委　 員：渡邉史朗（部長）、北野和彦、荒川繁雄、青木利子、髙津修、鈴木勲

　　　　　　　松山理事長（三役）、神田事務局長（事務局）

Ⅲ　要望事項及び共同行動
　１　要望事項

　（１）情報・コミュニケーション法（仮称）制定を目指し要望
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　（２）旭川市自立支援協議会の充実・強化

　（３）成年後見制度の支援

　（４）障害者雇用・生活支援センターの支援

　（５）公共施設等の清掃や公園管理への参入

　（６）旭川障害者計画のバリアフリー公営住宅の拡充。単身者も含む。

　（７）地場産品販売施設計画への加入

　(８)旭川市に障害者の新型コロナワクチン接種に関する要望

　　※各項目とも共同行動や意見交換会を通じて要望支援等を継続に行っている。

 ２　協働行動

　（１）　旭川市社会福祉審議会委員

　（２）　旭川市障害者自立支援審査会委員

　（３）　旭川市社会福祉協議会理事　　　　　　評議員→理事

　（４）　旭川市福祉有償運送運営協議会

　（５）　旭川市特別支援教育推進委員会委員

　（６）　旭川市防災会議委嘱委員

　（７）　旭川市共同募金委員会評議員

　（８）　旭川市生活交通確保対策協議会

　（９）　旭川成年後見支援センター運営委員会


