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■障連協にゅーす 32号目次
１ 平成26年第13回定期総会特集 ６ 平成25年度計算書報告・平成26年度計算書予算表
２ 平成25年度活動方針についての報告 ７ 新役員紹介・スポーツフェスタ
４ 平成26年度活動方針 8 第10回おぴったまつりのご案内

定期総会特集号
２０１４年 特定非営利活動法人旭川障害者連絡協議会 定期総会

と き 2014年5月24日(土) 午後1時30分～午後4時４０分
ところ 旭川市障害者福祉センター「おぴった」会議室１

平成26年5月24日午後1時30分定刻とお

り、第13回定期総会がおぴった第１会議室に

て開催されました。

法人を代表して髙津修理事長の挨拶の後、来

賓として岡田雅勝旭川副市長、三井幸雄旭川

市議会議長より、それぞれご祝辞を頂きまし

た。

箭原実社会福祉協議会地域福祉課長兼務旭川

成年後見支援センター長をご紹介のみさせて

頂きました。

来賓が退席した後、総会の次第に沿って進行

が行われました。

議案審議の前に事務局の指名で議長及び議事

録署名人の選出が行われ、議長は旭川翔輝会

（難病連）の松原玲子様と車イスの会の矢島

勇作様、議事録署名人には身障協会の山田實

様とリハビリ友の会の大塚明子様が選出され

審議に入りました。

第1号議案≪平成25年度の事業活動報告≫

第2号議案≪平成25年度の活動計算書報告≫

について事務局より説明を行い、第3号議案

≪平成25年度活動計算書の監査報告≫

法人の監査人による監査結果報告を行いまし

た。

要望事項で障害者差別禁止法の具体的要望活

動について確認したい？

障害者週間の期間中に旭川市本庁舎でも、お

ぴったと同様に事業所の物品販売ができるよ

うにならないでしょうか？

おぴった体育館の養生シートを巻き取る装置

を購入したら、どうでしょうか？

おぴったまつりの来場者数をどのようにカウ

ントしましたか？と言った質問がありました。

第4号議案≪平成26年度の事業活動予定(案)≫

第5号議案≪平成26年度の活動計算書(案)≫に

ついても事務局から一括で説明が行なわれま

した。

前年度予算と今年度予算の比較して、どのよ

うに削減されているのか解りにくい？

前年度事務経費についての質問？

要望事項に福祉タクシーチケットの増額の項

目を増やして欲しい。

要望事項を旭川市と協議する回数を多くして

欲しい。

議案承認求めた結果、賛成多数で第４号議案

要望事項に福祉タクシーチケットの増額要望

を追記・第５号議案は議案書のとおり承認と

なりました。

第1号議案から第5議案を審議可決した後、

第6号議案、新役員による初理事会を行ない二

役と相談役を決定しました。

新役員名簿を別紙に掲載します。
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【平成２５年度活動についての報告】
１．市委託事業

２．自主事業

（１）第９回おぴったまつり

開催日：平成２５年８月１０日（土）１１：００～１６：００

場 所：おぴった広場（公園及び駐車場） ○ミニＳＬ駐車場にて運転

来場者：３,６００人

アトラクション：昭和オールスターズ、テスク＆祭人、ＰＬ旭川ＭＢＡ、チームぴぁど

らごん＆なんじゃ祭本舗：レイアロハ・フラ・スタジオ旭川、旭川実業高校、ユニバーサ

ル御神輿、クリスタル・オブ・ジョイ、旭川北の大地、アムール・サハラ

（２）広報部報告

「障連協にゅーす」２９号～３１号の発行

ホームページの更新 アドレス：http://shourenkyo.org/

（３）館内利用

体育館イベント 主なイベント：

○動物愛護週間「市民フォーラム」

○特別支援合同学習

○おもちゃ博

○バーサーロペット・ジャパン歩くスキー大会

など５０回

館内作品展示 主 な 展 示 会：

○車イスバスケ写真展

○スポーツフェスタ写真展

など５回（５団体）

平成２５年度 館内作品展示

事業名 実施日 実施場所 参加人数

旭川市障害者水泳教室 平成25年5月
8日・15日・22日・29日

おぴった１階
水浴訓練室（プール）

40名

旭川市障害者スポーツフェスタ 平成25年 6月23日(日） おぴった２階 体育館 212名

旭川市吹き矢教室 平成25年8月25日(日) おぴった２階 体育館 16名

旭川市障害者水泳教室 平成25年10月
9日・16日・23日・30日

おぴった１階

水浴訓練室（プール）
54名

旭川市障害者スポーツ記録大会 平成25年11月4日（日） おぴった体育館・プール 304名

ボッチャボーリング教室 平成26年 1月12日(日) おぴった２階 体育館 21名

旭川ゴロ卓球教室 平成26年 2月9日（日） おぴった２階 体育館 13名

展示期間 団 体 名 展示内容 展示目的

4月2日～4月16日 旭川リバース 写真
旭川カップ開催のための車イスバスケット
写真展

6月22日～6月23日 旭川障害者連絡協議会 パネル
旭川市障害者スポーツ事業を
広く知ってもらうため

9月13日～10月11日 市民生活課消費生活センター パネル 消費者啓発移動パネル展
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３．要望事項

（１）差別禁止法の制定を旭川市議会として決議を要望

（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）旭川市に高等養護学校設立への活動支援

４．施設管理とサービス向上

（１）利用向上委員会及利用者懇談会を定期的

に実施

（２）「みんなの声」の投書の中で実現可能な要望は直ちに実行する

（３）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

を良好な状態に保ち職員のコスト削減意識を持たせる

（４）役職員の職場研修の実施

５．防犯、防災

（１）防犯対応

①夜間・休日、イオンディライトサービスにより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を実施

（２）防災対策

①センター消防計画書及び防火対象物点検を行う

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）

６．協働行動

（１）「旭川市社会福祉審議会委員」 （６）「旭川市防災会議委嘱委員」

（２）「旭川市障害者自立支援審査会委員」（７）「旭川市共同募金委員会評議員」

（３）「旭川市社会福祉協議会評議員」 （８）「旭川市生活交通確保対策協議会」

（４）「旭川市福祉有償運送運営協議会」 （９）「旭川市成年後見支援センター運営委員会」

（５）「旭川市特別支援教育推進委員会委員」

（ ３ ）

５月７・１４・２１・２８日 旭川市障害者水泳教室 水浴訓練室 ※終了いたしました

６月２２日（日） 旭川市障害者スポーツフェスタ 全 館 －－〃－－

８月 ９日（土） 第10回『おぴったまつり』 全 館

８月２４日（日） スポーツ吹き矢教室 体育館

１０月８・１５・２２・２９日 旭川市障害者水泳教室 水浴訓練室

１０月2６日（日） 旭川市『障害者スポーツ記録大会』 全 館 卓球、盲人卓球、水泳、ボッチャ等

１２月 ７日（日） 旭川市『障害者週間』記念事業 全 館

２6年２月 ８日（日） フロアホッケー教室 体育館

２6年３月 ８日（日） ゴロ卓球バレー教室 体育館

平成２６年度障連協事業の日程 （ 順 不 同 ）
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新政権下で安倍総理は「誰にでもチャンスがある、そんな国作りを目指したい」と言ってお

りました。

障害者の立場であれ社会に根ざした生活が確立できるように活動や提言をもって、障害者の権

利保障や福祉施策の充実を求め、今後も障害者団体の結束を図り活動を強める努力が必要です。

また、地域福祉の充実に向けた地域との連帯活動を活発にすると共に、行政・関係機関・団体

等とのネットワークを充実して、障害者の人達へのより良い情報発信が出来ればと考えます。

また、継続して旭川市障碍者福祉センターの指定管理者の選定を受ける中で、利用者へのサー

ビスの提供・充実を図る努力を続けながら、旭川市障害者福祉センターを拠点にした、障害者

の活躍出来る場の確保と発展を目標に施設の安全管理と利用者サービスの向上に努め今年度の

事業計画とします。

（ ４ ）

＊有料使用施設 平成25年度 （利用人数）

会議室

１

会議室

２

会議室

３

和室

研修室
陶芸室 調理室

映像

音響

スタジオ

水浴
訓練室
（団体）

水浴
訓練室
（個人）

体育館
（団体）

体育館
（個人）

合計

障害者 11,433 1,850 3,998 3,797 25 782 2,553 7,377 14,307 10,902 66 57,090

一般 8,609 568 2,287 696 16 274 419 11,658 8,955 11,668 136 45,286

合計 20,042 2,418 6,285 4,493 41 1,056 2,972 19,035 23,262 22,570 202 102,376

＊無料使用施設 平成25年度 （利用人数）

機能回復

訓練室
教養娯楽室

情報

コーナー
周回廊 合計

障害者 5,831 373 609 5,949 12,762

一般 4,261 202 389 21,289 26,141

合計 10,092 575 998 27,238 38,903

＊無料使用施設 平成24年度 （利用人数）

機能回復

訓練室
教養娯楽室

情報

コーナー
周回廊 合計

障害者 5,508 62 511 6,284 12,365

一般 4,550 363 390 22,339 27,642

合計 10,058 425 901 28,623 40,007

＊有料使用施設 平成24年度 （利用人数）

会議室

１

会議室

２

会議室

３

和室

研修室
陶芸室 調理室

映像

音響

スタジオ

水浴
訓練室
（団体）

水浴
訓練室
（個人）

体育館
（団体）

体育館
（個人）

合計

障害者 9,745 2,086 4,250 3,850 52 796 2,096 7,556 15,590 10,592 22 56,635

一般 3,149 585 1,003 542 18 418 297 11,473 7,774 13,657 126 39,042

合計 12,894 2,671 5,253 4,392 70 1,214 2,393 19,029 23,364 24,249 148 95,677

年間利用者数：１３５，６８４人
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１．旭川市委託事業

（１）旭川市障害者スポーツ事業の実施と情報の提供

（２）旭川市障害者週間記念事業の実施

（３）旭川市障害者福祉センターシャトルバス管理運営事業の実施

（４）旭川市障害者福祉バス管理運営事業の実施

２．自主事業計画

（１）広報誌「障連協にゅーす」年4回の発行とホームページの更新

（２）障害者スポーツやイベントの拡大や応援

（３）地域住民との交流を図るため「おぴったまつり」の実施

（４）地域との文化・スポーツ交流の促進

（５）障害者地域共同事業所・障害者地域活動支援センターの製品即売の協力

（６）清掃事業などを通じての障害者雇用対策

３．要望事項

（１）差別禁止法の制定を旭川市議会として決議を要望

（２）旭川市自立支援協議会の支援

（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）旭川市に高等養護学校設立への活動支援

４．旭川市障害者福祉センター管理運営事業の施設管理とサービス向上

（１）利用向上委員会及び利用者懇談会を実施する

（２）「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

（３）館内に市民や団体から寄せられる展示物・宣伝物を利用者へ情報提供

（４）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

（５）役職員の職場研修の実施

（６）防犯対応

①夜間・休日、イオンデイライトサービスにより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

（７）防災対策

①当該センター消防計画書及び防火対象物点検を行う。

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）

（ ５ ）

５．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評議員」

（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）「旭川市成年後見支援センター運営委員会」
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消費税が８％になって４か
月！家計の状況はどうでしょ
う。
私はガソリンを給油するとき
１回３,０００円ずつという入

れ方をしているので、３月は総量１５８ℓ、１
ℓ１５７円が１回、１５０円が７回、消費税が
約１,０３０円、６月は１２８ℓ、１５７円が２
回、１６０円が１回、１５９円が４回、消費税
が１,５５４円でした。

障害年金の支給額は２０１３年６月は

１６３,８５０円、１２月から１６２,１８３円、
２０１４年４月からは１６１,０００円だんだん
減ってきていますよねぇ。消費税は福祉にしか
使いません！！って言いきった人がいたんです
けどねぇ。難病患者への助成対象は拡大したの
はいいのだけど負担が増える重症患者も。言っ
てることとやってることが違うと思うのは私だ
け？？来年は１０％にしたいとはしゃいでいる
方もいるようだけど好き勝手させちゃいけませ
んよ！もう！！！

アカシア会 川村和恵

平成２６年度旭川市障害者スポーツフェスタ
６月２２日（日）午前９:３０～午後３:００ 全参加者数１４３名、ボランティア他８６名

ようやく天候も回復して汗ばむ陽気の中、各競技が行われました。報道取材は北海道新聞社と旭
川ケーブルテレビ㈱の取材がありました。旭川市長代理の岡田雅勝旭川副市長より大会長あいさつ
がありました。続いて髙津修大会運営委員長のあいさつがあり、三井幸雄旭川市議会議長様より来
賓祝辞を頂きました。
前回より参加賞を賞品に変更して競技に出来るだけ参加してもらうようにしました。新種目の競技
はご寄付頂いたスカット得点を含めて全部で7種目行いました。今年も多くのボランティアさんにご
協力頂き、招集係や競技前のデモンストレーション係及び競技介助係や用具係、スターター、賞品
受渡係、放送係等にお手伝いして頂きました。午前中はスカット得点・ビンゴボッチャ、パン屋さ
んへ行こう（パン取り競争）、玉入れを行ないました。昼休みにはフロアーカーリング、スカット
得点、ご寄付頂いたフロアーホッケーのデモンストレーションを行ないました。午後からは絵札合
わせ・ラッキーレース、チームリレー・幸運はどちらに、綱引きを行ないました。最後にボランティ
アさんによるラン＆タグパワー（綱引き）を行ないました。
事故や怪我がなく無事に終了出来たことをボランティアさん始め、多くの方々のご協力に感謝いた
します。

理事長 髙津 修 旭川リハビリ友の会 副理事長 稲垣 則子 (一社)旭川身体障害者福祉協会

副理事長 鈴木 勲 (一社)旭川ろうあ協会 副理事長 速水 修 旭川障害者スポーツ協会

理 事 浅野 眞一 旭川肢体不自由児者父母の会 理 事 麻生 道弘 旭川視力障害者福祉協会

理 事 大山 嘉孝 事務局長 理 事 河村 和子 旭川精神障害者家族連合会

理 事 北野 和彦 施設管理所長 理 事 工藤 フサ (一社)旭川翔輝会 北海道難病連旭川支部

理 事 清水 慶子 旭川自閉症児者親の会 理 事 堤 久男 旭川小規模障害福祉事業所連絡協議会

理 事 中村 幹子 旭川中途難失聴者協会 理 事 長谷川 優司

理 事 藤中 洋子 旭川アカシア会 理 事 源 紀一 (一社)旭川手をつなぐ育成会

理 事 村瀨 稔幸 旭川盲人福祉協会 理 事 村田 昌俊 ドンマイの会

理 事 矢島 勇作 旭川車イスの会 理 事 芳野 輝政 旭川身体障害者肢体福祉協会

理 事 渡邉 史朗 監 事 濱田 勝夫

監 事 深田 清三

第７期 役員一覧(敬称略)

ちょっと
井戸端



障連協にゅーす 第32号 「第13回定期総会特集号」

ＮＰＯ法人 障連協にゅーす 第32号

■発行日／2014年7月20日
■編 集／ＮＰＯ法人 旭川障害者連絡協議会
■発行者／理事長 髙 津 修

■住 所／旭川市宮前通東4155番地30
障害者福祉センター ｢おぴった」 ３Ｆ

■電話・ＦＡＸ／0166-31-2226

■印刷：就労継続支援Ｂ型事業所｢かがやき工房｣ 〒070-0035 旭川市５条通５丁目１６９０-１ TEL・FAX 29-1294

▼５月２９日（木）の北海道新聞に難
病患者「助成平等に」と言う見出しで
５６疾患から３００疾患に対象拡大さ
れることは歓迎しつつも、これまで医

療費の全額が公費負担だった重症患者にも負担
が発生。極めて重い患者にも月千円で来年１月

施行とのこと、何か今までより良い方向になっ
ている様に見えるが重症の患者にも負担とは、
何かしら不安を感じます。また「高等養護学校
２０１６年度に３学級確実」と６月４日（水）
の北海道新聞に掲載され、これからも手を抜か
ず要望を可能にして行きましょう。 （Ｒ・Ｍ）

（ ８ ）

前売券はお得!!「おぴった」にて取り扱いをしております！

1,000円で1,050円分お買い物が出来ます。

お問い合せ先 障連協事務局 31-2226

平成２６年８月９日（土）

１１：００～１６：００
（雨天決行）

場所：旭川市宮前通東４１５５番地３０

旭川市障害者福祉センターおぴった

おぴった広場

・ 展示販売予定 ：市内福祉事業所等の製品

やきとり、やきそば、から揚げ

たこ焼き、綿あめ、ジュース、ビール他

・アトラクション：旭川北の大地、チームぴぁどらごん＆なんじゃ祭本舗、テスク＆祭人

・絆～夢乱舞～・いちもくナビ

(ＹＯＳＡＫＯＩ)クリスタル・オブ・ジョイ(ゴスペル)

レイ・アロハ・フラ・スタジオ旭川(フラダンス)

ブーケ・フルーリ（シャンソン）

ＰＬ旭川ＭＢＡ(バトントワリング)旭川実業高等学校和太鼓

三親会(手話歌)昭和オールスターズ(バンド演奏)

・同 時 開 催：「公共建築の日」フェスティバル２０１４in北彩都

(旭川地方合同庁舎１階アトリウムホール) 主催：北海道開発局

・主 催：ＮＰＯ法人・旭川障害者連絡協議会
・後 援：北海道財務局旭川財務事務所・旭川市・旭川市旭川市教育委員会

第１０回おぴったまつりのご案内

障害者とともに集う…

～きずなと希望～
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