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３年ぶりの顔合わせ 定期総会開催しました 
５月２８日，障連協では，第 21回通常総会を開催致 

しました。今回は３年ぶりに招集しての総会になります 

が、感染状況がまだまだ平常時にはほど遠く、広い体育館を会場として、感染対策をしっかり取りながらの

開催となりました。総会は，総数６０名中，４０名の出席と委任状１３名により成立し、小規模事業所連絡

協議会の篠田さんを議長に議案審議となりました。第１号議案～第６号議案は全て承認されました。内容は、

次に掲載のとおりです。コロナ禍ではありましたが，会員みなさまのおかげで円滑に終了することが出来ま

した。各団体，会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。 

祝 開設２０周年 
１歩ずつ前に進めよう 

理事長 松 山  伸 

暑い夏を迎え、皆さんいかがお過ごしでしょう 
か。日頃から会員の皆様には障連協の運営、活動 
に際しまして、ご尽力をいただき心から感謝申し 
上げます。 
先の５月２８日の総会及び理事会におきまして、 

理事長に再任致しました。３期目を迎えますが引 
き続き皆様のご協力をお願いいたします。 
「おぴった」は、長いもので今年度で２０周年 

を迎えます。先輩たちの障害者福祉に対する熱意 
と固い連携が実を結んだ結果です。あれから２０ 
年。「おぴった」を拠点に障害者団体が一つにな 
る環境があります。次の段階にそろそろステップ 
アップして行く時期かもしれません。 

  しかし、この３年間、コロナのために事業が中 
止となり空白の期間となりました。 
今回の総会では、やっと会員が集まって開催す 

ることが出来ました。久しぶりに多くの会員が集 
まり、互いに刺激を受け活気にあふれ元気が沸い 
てくるのを感じます。 
３年間、様々なことに自粛が求められてきまし 

た。家に閉じこもりがちになり、サークル活動な 
どの参加者が減少するなど社会的孤立傾向が強ま 
っているそうです。私たちも例外ではありません。 
コロナ後の組織強化のために会員が顔を合わせ 

る機会を増やすよう事業を推進し一歩ずつ前に進 
めて参ります。 
今年度もどうぞよろしくお願いします。 
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「おぴった号に描く！プロジェクト」完成！ 

世界に１台 楽しくなったシャトルバス 

６月２７日、おぴった正面玄関前で、おぴった

号の引き渡しセレモニーが行われました。 

旭川手をつなぐ育成会が企画し、市の協力を得て

実現したものです。バスの点検にあわせて、大き

なキャンバスに３６人の障がいを持つ子供たち

を中心に、バスの全面に楽しくてかわいい絵が模様され、

カラフルで、華やかで世界で１台のバスになりました。 

シャトルバスは、休館日を除いて毎日市内中心部を走ってい

ます。障がいへの理解が深まると共に、きっと、多くの市民に

楽しさと幸せを運んでくれると思います。みんなありがとう。

体育館での総会の様子



●令和３年度事業報告（抜粋）

１ 市委託事業関係 

２ 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  

ァ「みんなの声」投書による改善 

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。 

ィ早期点検、計画的メンテナンス等による保守点検コストの削減 

早期点検、計画的にメンテナンス等については随時行い、それに伴うコストについても 

十分意識を持ち行っている。 

（２）防犯・防災 

ァ 夜間・休日機械警備を継続実施。 

ィ 日中、職員による定時点検確認作業  

ゥ 当該センター消防計画書の作成及び防火対象物の点検 

ェ 消防訓練等の実施（年２回） 

事業名 実施日 実施場所等 参加人数 

水泳教室（５月開講） ５月１２日 おぴった水浴訓練室

（プール） 

５月開講分はコロナの

ため１０月に移行 

６人 

水泳教室（１０月開講） 

１０月６日・１３日・

１４日・２０日・２１

日・２７日・２８日 

のべ 

２６人 

軽レクリエーションスポーツ教室 １１月１４日 おぴった体育館 ３２人 

レク・ボッチャ教室 ２月１３日 おぴった体育館 ２５人 

ゴロ卓球バレー・ 

スカットボール教室 
３月２０日 おぴった体育館 １８人 

障害者スポーツ記録大会 
１１月～２月   

水泳サークル毎に実施 

おぴった水浴訓練室

（プール） 
５１人 

障害者スポーツフェスタ 中止 

各種障害者スポーツ 

全道大会の案内 

各種目の大会はコロナ

のため中止でした 

障害者週間記念事業 

１２月５日 記念事業 

１１月２５日～１２月９日 

事業所展示販売 

６事業所が参加 

･講演：池崎大輔選手 
(東京パラリンピック銅メダリスト） 
･パネルディスカッション： 

池崎選手と障害者スポーツ選手 
･事業所販売など 

約３００人 

○令和３年度も主要事業は中止

令和３年度の事業は，年明けからの新型コロナ感染状況の減少傾向を受け，感染対策を徹底した上で

経済活動を再開する考え方が社会的な流れとなり，当法人としても市の方針に従い，事業内容を人を集め

て開催する従来の形を検討し実施してきました。しかし、新型コロナの長期間の緊急事態宣言による「おぴ

った」休館のため、昨年度に続き事業の中止や縮小が相次ぎました。 

また，施設の利用状況についても，約７０日間の長期間にわたる休館や利用控えにより，利用者が半減し

ています。利用料金の減少は、法人経営の大きな打撃となっています。 



（３）施設利用状況（前年度比較） 
 

 

３ 自主事業 

（１） 広報事業 

障連協ニュース発行及びホームページの公開 

（２） 清掃事業 

旭川市競争入札参加資格者に登録 入札指名あり 

４ 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的に行っている。 

５ 協働行動 

（１）旭川市社会福祉審議会委員 （７）旭川市共同募金委員会評議員 

（２）旭川市障害者自立支援審査会 （８）旭川市生活交通確保対策協議会 

（３）旭川市社会福祉協議会評議員 （９）旭川成年後見支援センター運営委員会 

（４）旭川市福祉有償運送運営協議会 （10）旭川福祉のまちづくり懇談会 

（５）旭川市特別支援教育推進委員会 

（６）旭川市防災会議委嘱委員 



 

                                                                                                            令和 ３ 年度         活動に係わる活動計算書    決算報告 
              

収  入  の  部 
 

支 出 の 部 

会費収入 149000  勘定科目/事業名 障害者連絡協議会 施設管理委託事業 バス運行補助事業 福祉バス事業 スポーツフェスタ スポーツ教室 記録大会 周知業務 障害者週間 合 計 

事業収入(旭川市委託事業）  人件費（給与・保険料等） 17,083,055 30,694,953 7,690,806 2,303,260      61,824,454 

指定管理運営委託事業 125,127,276  消耗品費 461,459 981,355 9,191 18,674  7,317 3,206  105,035 1,586,237 

センター利用料金 4,987,206  修繕費  3,384,950 .       3,384,950 

シャトルバス運行事業 7,895,000  委託料等 507,758 39,665,700        40,173,458 

          

福祉バス運行事業 6,596,590  通信費 237,294 505,826  12,057 4,582 6,774 2,864 15,783 7,419 792,599 

スポーツフェスタ事業 107,880  ﾘｰｽ料 316,169 1,890,294       60,000 2,266,463 

スポーツ教室事業 340,000  水道光熱費  43,238,359        43,238,359 

水泳記録大会事業 164,540  事務費 277,076 6,804,480 23,050 17,850     66,730 7,189,186 

スポーツ関連周知業務 150,130  支払報酬/報償費 150,000    9,091 127,274   103,640 390,005 

障害者週間記念事業 554,000  車両費 9,177  639,860 444,441      1,093,478 

事業収入（ その他事業） 10,344,148  その他経費（雑損失含む） 303,992  139,290 266,296 4,091 14,700  0 10,455 1,238,963 

（自販機収入） 315,903            

 3,226,238             

 小 計  159,957,911  小 計 19,345,980 127,165,917 8,502,197 3,062,578 17,764 156,065 6,070 15,783 353,279 158,625,633 

仮受消費税 14,869,991  仮払消費税 307,051 9,741,067 77,891 69,087 1,776 14,075 606 1,577 35,318 10,248,448 

各事業障連協事務委託費 9,454,475  障連協事務委託費 326,886 6,360,000 0 2,000,000 90,116 183,935 158,470 134,347 200,721 9,454,475 

前年度繰越 9,139,260  支払消費税          4,621,543 

収 入 合 計 193,421,637 
 

支 出 合 計 19,979,917 143,266,984 8,580,088 5,131,665 109,656 354,075 165,146 151,707 589,318 182,950,099 

           次年度繰越 10,471,538

             

        令和 ４ 年度 活動に係わる活動計算書 予算      

             

収 入 の 部     
支 出 の 部

    

会費収入 152000  勘定科目/事業名 障害者連絡協議会 施設管理委託事業 バス運行補助事業 福祉バス事業 スポーツフェスタ スポーツ教室 記録大会 周知業務 障害者週間 合 計

事業収入(旭川市委託事業）   人件費（給与・保険料等） 19,187,000 31,050,000 6,710,000 4,361,000      61,308,000 

指定管理運営委託事業 128,844,545  消耗品費 100,000 1,500,000 50,000 89,000 20,000 28,180 15,000 10,170 116,000 1,928,350 

センター利用料金 7,000,000  修繕費  3,200,000 .       3,200,000 

シャトルバス運行事業 7,895,000  委託料等 500,000 42,000,000        42,500,000 

福祉バス運行事業 6,700,000  通信費 300,000 500,000  50,000      850,000 

スポーツフェスタ事業 310,260  ﾘｰｽ料 350,000 1,950,000        2,300,000 

スポーツ教室事業 340,000  水道光熱費  46,000,000        46,000,000 

水泳記録大会事業 267,400  事務費 100,000 7,500,000 70,000 66,000 45,000 8,000 47,400 33,000 8,000 7,877,400 

スポーツ関連周知業務 278,170  支払報酬/報償費 150,000    100,000 190,000 80,000 100,000 138,000 758,000 

障害者週間記念事業 554,000  車両費 40,000  1,065,000 1,430,000      2,535,000 

事業収入（ その他事業） 10,000,000  その他経費（雑損失含む） 890,000   200,000 7,500 10,500 5,000 10,000 90,000 1,213,000 

（自販機収入） 400,000  予備費（前年度補填分含む） 1,244,737 1,418,426        2,663,163 

その他の収入 100,000  研修費          180,000 
 小 計  162,841,375  小 計 22,861,737 135,118,426 7,895,000 6,196,000 172,500 236,680 147,400 153,170 352,000 173,312,913 

仮受消費税 16,263,917  仮払消費税 224,100 8,300,000 93,000 91,000 7,800 3,618 5,300 4,317 25,353 8,754,488 

各事業障連協事務委託費 7,992,080  障連協事務委託費 0 6,800,000 0 504,000 137,760 103,320 120,000 125,000 202,000 7,992,080 

前年度繰越 10,471,538  支払消費税          7,509,429 

収 入 合 計 197,568,910 
 

支 出 合 計 23,085,837 150,218,426 7,988,000 6,791,000 318,060 343,618 272,700 282,487 579,353 197,568,910 



○ コロナ後の新たな活動のために 
令和４年度は、日常生活が大きく変化して３年目を迎えます。会員相互の交流もまだまだ難しい状況が続いて

いますが、感染対策を徹底し事業実施を例年の水準に近づけて行きたいと思います。障連協一体となって前に

進みましょう。 

また、市内の町内会など多くの団体が、高齢化、役員のなり手がいない、新規加入者が入らないなどの課題が

顕在化しています。加盟団体においても同様の課題を抱える団体は少なくないものと思いま す。障連協では、団

体の支援のあり方について検討を進めて参ります。 

まだまだ気の抜けない感染対策と夏の暑い日が続きますが，新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息す

ることを願い，皆様の元気な笑顔が見られますよう共に頑張っていきましょう。ご協力お願いいたします。 

● 令和４年度事業計画(抜粋) 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が、５月から９月の間に断続的に発令され、「お

ぴった」の休館が約７０日間にも及びました。結果として、実施できた事業は「障害者週間記念事業」、「スポーツ教室」

のみとなり、新年交例会はじめその他のほとんどの事業は中止となってしまいました。 

２年ぶりで開催した「記念事業」は、各団体が力を合わせ、一丸となった取組で組織に活気と元気を与えてくれ

ました。事業を推進することは組織の結束を生み次に進む新たな活力となります。長引く感染状況の中であっても、

少しでも障連協、各団体が前進していくよう、知恵を出し合いながら、事業を推進する必要があります。 

皆さんの知識と知恵を結集し，一丸となって活動を再開する年にしていきたいと思います。 
 

  令和4年度 旭川障害者連絡協議会 事業日程 
 

 

・市の障害者スポーツ関連事業委託費が３０％減になるため､従来の内容を変更して実施。  

・市の各団体・事業所へのアンケート結果  (令和２年度実施）  

ア 大会に競技性よりも「障害の有無に関わらない交流の機会」、「運動の機会」を期待する回答が多かったこと  

イ 一方で､水泳などは日頃の練習の成果を大会で発揮したい希望が多かったこと。  

・予算的にこれまでの「交流を主とするフェスタ」と「競技性を重視した記録大会」の両方の開催は困難であることから､市のアンケート結果を

踏まえ市と協議し次の内容とした。 

 

 

      

事 業  名  実施予定日 場所（予定） 備考 

 

 

 

 

旭川市障害者

スポーツ教室  

 

 

水泳教室 

５ 月開催 
５月１１日 

～６月１日 

 
 

水浴訓練室 

 
 

各全４回 毎週水曜日 

１０月開催 
１０月５日 

～２６日 

軽レクレーション教室 ８月２８日 
 

 
 

体育館 

各種軽レクスポーツ 

レク・ボッチャ教室 ２月１２日 レク・ボッチャ 

 

ゴロ卓球・スカットボール教室 ３月１９日 スカットボール他 

 

旭川市障害者スポーツミニフェスタ 
 

１０月２日 

 

体育館

会議室１ 

午前中に終了縮小して実施

体育館種目のみ 

実行委員会形式 

 

旭川市障害者水泳記録大会 
 

１１月６日 

 
水浴訓練室 

午前中に終了縮小して実施

水泳競技のみ 

水泳団体実行委員会形式 

旭川市障害者スポーツ関連周知事業 ８月～３月 各種障害者スポーツ全道大会等の情報発信 

 

旭川市「障害者週間」記念事業 
１２月３日 

～９日 

 

体育館他 
１２月４日記念事業

実行委員会形式 

      

※ 各事業の具体的内容は，各部会で協議する。   
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今期の役員の皆様です よろしくお願いします！ 

－ 荒川 繁雄様・髙津 修様・鈴木 勲様－ 

今期で退任の相談役の皆様  長い間ありがとうございました 

任期満了に伴う役員改選案が、総会において承認されました。顔ぶれは次のとおりです。役員の変

更のあった団体は５団体、個人会員では１人、あとの方は再任となっています。 

今回、障連協設立当初からご尽力頂いた相談役の３名の方々が、ご高齢のため退任されました。個

人会員で１０年以上理事として努めて頂いた渡邉史朗さんが退任されます。ありがとうございました。 

法人第１１期 役員名簿 
  任期： 令和 ４年 ５月２８日から令和 ６年 総会まで 

役 職 名 氏 名 団 体 名  

理 事 長 松山 伸 個人会員（所属：旭川身体障害者福祉協会） 再任 

副理事長 速水 修 旭川障害者スポーツ協会 再任 

〃 大内  祥一 （一社）旭川ろうあ協会 再任 

〃 青山  弥生 （一社）旭川手をつなぐ育成会 新任 

理 事 神田  典行 （一社）旭川身体障害者福祉協会 再任 

〃 浅野  眞一 旭川肢体不自由児者父母の会 再任 

〃 川村  和恵 旭川アカシア会 新任 

〃 中村  秀也 北海道難病連旭川支部 新任 

〃 矢島  勇作 旭川車イスの会 再任 

〃 加藤  健二 旭川盲人福祉協会 再任 

〃 中村  幹子 旭川中途難失聴者協会 再任 

〃 武田  久子 旭川精神障害者家族連合会 再任 

〃 篠田  真和 旭川小規模障害福祉事業所連絡協議会 新任 

〃 中林  利正 （一社）旭川翔輝会 新任 

〃 大塚  明子 旭川リハビリ友の会 再任 

〃 巻下  理奈 ドンマイの会 再任 

〃 増井  智子 旭川自閉症児者親の会 再任 

〃 大山  嘉孝 個人会員（所属：旭川車イスの会） 再任 

〃 北野  和彦 個人会員（所属：旭川市障害者福祉センター長) 再任 

〃 岡田  美幸 個人会員 新任 

〃 長谷川  優司 個人会員 再任 

監 事 深田  清三 個人会員（所属：旭川車イスの会） 再任 

〃 丸山  周三 個人会員（所属：旭川身体障害者福祉協会） 再任 

相 談 役 青木  利子 個人会員（所属：旭川アカシア会） 再任 

【編集後記】 ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 
暑い夏を迎え，会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの感染状況が少しずつ縮小して、少し

ずつ社会が手探りしながら活動し始めています。でも今年の夏は、まだ手放しで開放的夏とはならないようです。
暑いけどマスクどうしよう。感染対策は大丈夫か。国の対策は経済優先の前のめりで、ストレスに夏の暑さが追い
打ちをかけるかのようです。健康に十分気を付けて，夏を乗り切りましょう。 
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