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定期総会特集号
２０１7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 2017年５月２７日(土) 午後1時30分～午後3時００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29年5月27日午後1時30分定刻に特定

非営利活動法人旭川障害者連絡協議会第16回定

期総会が、おぴった２階の第１会議室にて開催

されました。

最初に法人を代表して髙津修理事長が開催に

あたっての挨拶を行いました。

その後、来賓としてお招きした岡田政勝旭川

副市長、笠木かおる旭川市議会議長、社会福祉

協議会天野裕次常務理事よりそれぞれご祝辞を

頂きました。

各来賓の方々がご挨拶が終わり会場を退席後、

総会の次第に沿って議事の進行が行われました。

はじめに議長及び議事録署名人の選出の議にあ

たり意見を求めたところ、事務局指名の一任を

受けたため、議長は旭障連の堤久男氏が指名さ

れ、議事録署名人には育成会の吉田裕子氏とド

ンマイの会の青山弥生氏の二名が指名され各議

案の審議に入りました。

第1号議案≪平成28年度の事業活動報告≫に

ついては、各事業関連の理事（各部部長）より

報告がなされ、第2号議案≪平成28年度の活動

計算書報告≫について事務局が説明を行いまし

た。

また、第3号議案≪平成28年度活動計算書の

監査報告≫については、法人の監査人丸山監事

による監査結果報告を行いました。

議長は第1号議案から第3号議案を通して審議

をした結果、リハビリ友の会の今井氏より障害

者週間記念事業の報告についての表記の変更意

見と、ろうあ協会の大内氏より要望事項の結果

についての質問などが出されましたが、提示し

た議案書のとおり賛成を受け通過しました。

第4号議案≪平成29年度の事業活動予定（案）

≫及び第5号議案≪平成29年度の活動計算書

(案）≫については、事務局から一括で説明が行

なわれました。

平成29年度の事業活動計算書（案）の一部計

算訂正を行いました。

第4号議案≪平成29年度の事業活動予定（案）

≫及び第5号議案≪平成29年度の活動計算書

(案）≫について議長が他の意見が無いことを確

認して賛否を諮った結果、修正を含めた結果の

議案通りの提案をもって賛成多数を受けこの度

の総会をまとめました。

最後に議長が退任の挨拶を行い15時に閉会の

運びにとなりました。

定期総会議案記事を次に掲載します。
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【平成２８年度活動についての報告】
１．市委託事業

２．自主事業

（１）第１１回「おぴったまつり」

・事業部より

委員会：４月２２日、５月１３日・１９日、６月３０日、７月２０日・２２日・２３日・

２６日・２８日・３０日

委 員：工藤フサ（部長）、稲垣則子、藤中洋子、浅野眞一、宿村真奈美、堤久男

開催日：平成２８年 ８月 ６日（土） １１：００～１５：００

場 所：おぴった広場（駐車場）と２階（体育館）

来場者：1,5００人

アトラクション：アシュファ、きずな～夢乱舞～、人権擁護委員会、フレンドハウス

白鳥雅子、ブーケ・フルーリ、かがやき工房 ＫＫＢ４８

（２）広報部報告

「障連協にゅーす」３８号～４０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：

○全道倫理要領シンポジウム

○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４５回

平成２８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2８年 5月
11日・18日・25日・6月1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フェスタ 平成2８年 6月2６日（日） おぴった２階 体育館 198名

軽レクリエーションスポーツ教室 平成2８年 8月2８日（日） おぴった２階 体育館 ２４名

旭川市障害者水泳教室 平成2８年10月
5日・12日・19日・26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2８年11月 6日（日） おぴった体育館・プール 310名

フロアーホッケー教室 平成2９年 2月 5日（日） おぴった２階 体育館 14名

旭川ゴロ卓球バレー教室

スカットボール教室
平成2９年 ３月 25日（日） おぴった２階 体育館 16名

展示期間 団 体 名 展示内容 展示目的

6月24日～６月 25日 旭川障害者連絡協議会 写真展示
旭川市障害者スポーツフェスタ及び一般
の来館者に向けての写真展

1２月 ２日～1２月９日 旭川障害者連絡協議会 パネル展示 旭川市障害者記念事業の周知活動
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３．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

（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）利用向上委員会及び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

を良好な状況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

（２）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）

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 ）

平成２９年度障連協事業の日程 （ 順 不 同 ）

日 程 行 事 名 場 所 備 考

５月１０・１７・２４・３１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２５日（日） 旭川市障害者スポーツフェスタ 全 館 －－〃－－

7月２９日（土） 第１２回おぴったまつり 駐車場 他

８月２７日（日） 軽レクリエーションスポーツ教室 体育館

１０月４・１１・１８・２５日 旭川市障害者水泳教室 水浴訓練室

１１月 ５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 ３日（日） 旭川市『障害者週間』記念事業 全 館

３０年 ２月 ４日（日） フロアホッケー教室 体育館

２９年 ３月２４日（日） ゴロ卓球バレーとスカットボール教室 体育館
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昨年は北海道にも新幹線が開通となり、交通の便あるいは北海道にもたらす経済効果など大きな影響が

あることに期待したいところです。北海道全体にプラスとなる効果が出て過疎地域の問題や地域間格差を

埋めることが出来れば良いのですが。

主要な都市の交通網は確保されていきますが、その反面人口の少ない地域においては交通手段が縮小さ

れ、地域住民に重くのしかかっています。

移動困難な障害者にとっても深い問題であると言えます。社会に出て活躍したいと考える多くの障害者

の足かせにならないように願いたいものです。

今後も旭川障害者連絡協議会は障害者の人達が活動・社会参加出来る場の確保と指定管理者として、旭

川市障害者福祉センターの施設の安全管理・利用者サービスの向上に向け以下を今年度の事業計画としま

す。

（ ４ ）

＊有料使用施設 平成2８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 12,885 2,239 4,518 3,454 6 813 2,833 7,726 5,079 13,549 3 53,105

一般 7,346 3,204 4,210 1,712 30 448 319 10,960 2,488 8,529 53 39,299

合計 20,231 5,443 8,728 5,166 36 1,261 3,152 18,686 7,567 22,078 56 92,404

＊無料使用施設 平成2８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 5,357 353 1,077 6,295 13,082

一般 6,743 377 291 21,974 29,385

合計 12,100 730 1,368 28,269 42,467

年間利用者数：１３４，８７１人

＊有料使用施設 平成2７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 10,719 1,736 4,716 3,326 12 696 2,430 7,635 5,040 12,771 16 49,097

一般 6,977 633 3,512 1,052 15 592 1,586 11,157 2,649 10,381 54 38,608

合計 17,696 2,369 8,228 4,378 27 1,288 4,016 18,792 7,689 23,152 70 87,705

＊無料使用施設 平成27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 5,399 364 1,013 6,535 13,311

一般 5,727 217 396 23,919 30,259

合計 11,126 581 1,409 30,454 43,570
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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」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）旭川市自立支援協議会の支援

（２）成年後見制度の支援

（３）障害者雇用・生活支援センターの支援

（４）公共施設等の清掃や公園管理への参入

（５）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。

（６）地場産品販売施設計画への加入

（７）情報・コミュニケーション法（仮称）制定を目指し要望

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、綜合警備保障株式会社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）「旭川市障害者総合支援法市町村支援審査会委員」

（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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平成２９年度旭川市障害者スポーツフェスタ

平成２９年６月２５日（日）午前９：３０分～午後４時１０分全参加数１３２名、ボランティ

ア他６２名

スポーツフェスタは、あいにく小雨模様でした。おぴった２Ｆの体育館では各競技が行わ

れました。

旭川市長代理の稲田俊幸旭川市福祉保険部部長より大会長あいさつがありました。つづい

て髙津修大会運営委員長のあいさつがあり、旭川市議会議長代理の杉山允孝旭川市議会副議

長様より来賓祝辞を頂きました。当日はＳＴＶのＴＶ取材がありました。

館内ではこの日を待っていた参加者と高校生・学生ボランティアの方の協力で時折大きな

拍手を湧き起こしながら、競技は順調に進められました。今年はベッドタイプの車椅子の重

度身体障害者の方の参加があり、これが障害者スポーツフェスタの本当の姿だと感動しまし

た。また競技を終えて賞品を受け取った男の子が、片方は手を引かれながら周囲の拍手に答

えて、もう一方の手で握

り拳を手に突き上げて笑っ

ていたのは圧巻でした。

このフェスタの開始から

終りまですべてを受け持っ

てくれた学生ボランティ

アの方々には感謝の気持

ちで一杯です。

北海道健康マイレージあさひかわ

・健康づくり事業に参加してポイントをためよう！
・抽選で協賛企業からの特典をプレゼント！

健康マイレージあさひかわのお問合せ先
旭川市保健所 健康推進課 健康推進係（電話）25-6315
（旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎 3階）

今年から北海道障がい者スポーツ大会、旭川市障害者スポーツ事業に参加する事によってポ
イントが貰えます。ポイントシールをポイントカードに貼り、旭川市保健所 健康推進課
健康推進係に応募します。抽選により特典を進呈します。（応募締切平成３０年３月３１日）

該当大会等（抜粋）
・Ｈ29.5.10～31（水）旭川市障害者スポーツ教室（水泳教室・5月・おぴった）済み
・Ｈ29.6.25 （日）旭川市障害者スポーツフェスタ（おぴった）済み
・Ｈ29.7.9 （日）第55回北海道障がい者スポーツ大会（苫小牧市）済み
・Ｈ29.8.20 （日）第18回北海道ボッチャ選手権大会（野幌）
・Ｈ29.8.27 （日）旭川市障害者スポーツ教室（軽レクリエーションスポーツ教室・

おぴった）
・Ｈ29.9.24 （日）第28回北海道障がい者水泳大会（札幌市）
・Ｈ29.10.1 （日）第29回北海道障がい者卓球大会（札幌市）
・Ｈ29.10.1 （日）第23回北海道障害者フライング・ディスク大会（札幌市）
・Ｈ29.10.4～25（水）旭川市障害者スポーツ教室（水泳教室・10月・おぴった）
・Ｈ29.11.5 （日）旭川市障害者スポーツ記録大会（おぴった）
・Ｈ30.2.4 （日）旭川市障害者スポーツ教室（フロアホッケー教室・おぴった）
・Ｈ30.2 第37回北海道障がい者冬季スポーツ大会（平成30年2月予定）
・Ｈ30.3.24 （土）旭川市障害者スポーツ教室（ゴロ卓球バレー・スカットボール教

室・おぴった）
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（ ８ ）

▼この障連協にゅーすの編集
会議に、今年初めて加わらせ
ていただきました。まだ右も
左もわからず、あたふたとし

たことですが、広報委員の皆さまの協
力でなんとか発行にこぎ着けました。
今後とも障連協にゅーすをよろしくお
願いいたします。 （Ｈ.Ｏ）
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