
日時

場所

2016年1月30日（土）・31日（日）

秋葉原コンベンションホール
JR秋葉原駅・電気街口徒歩1分

東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2F

定員 300名

申し込み
締切 平成28年1月27日（水）

参加費
両日参加：15,000円 1日のみ参加：8,000円

（学割：1日のみ 両日参加いずれも 5,000円）

10:00より受付

AJU 号外 2016年1月25日発行/毎月25日発行（昭和54年8月1日第三種承認）



ふわりんクルージョン2016 in Akihabara～地域密着で輝く命～ プログラム

10:30 開会のあいさつ
10:30-12:00 セッション① 小規模多機能自治と地域包括支援システム

伊賀市社会福祉協議会 事務局長 平井俊圭氏
NPO法人おっちラボ 代表理事 矢田明子氏
ケアプロ株式会社 代表取締役社長 川添高志氏

コーディネーター ＩＩＨＯＥ [人と組織と地球のための国際研究所]代表 川北秀人氏

12:00-13:00 講演Ⅰ 地域自立生活支援の意義と展開～少子高齢化時代の日本をあきらめない～
厚生労働省企画官（前社会・援護局生活困窮者自立支援室長） 熊木正人氏
13:00-14:00 "休憩・昼食ランチョン上映会“
14:00-15:00 セッション② 親の願い・・・医療・福祉・教育が連携した小児在宅支援の推進を

チャイルドデイケアほわわ利用者親兼姫と王子の医ケアの会 吉沢綾香氏
天使のつばさ オヤジの会 歩く重症心身障がい児の父 小林正幸氏

コーディネーター 東京学芸大学 特別支援科学講座 教授 加瀬 進氏
15:00-15:10 10分間休憩
15:10-１７：１０ 特別シンポジウム“医療的ケアの必要な子どもの未来を拓きます！！

～子ども未来会議と自民党の提言と～"
自民党衆議院議員 木村弥生氏
民主党衆議院議員 荒井さとし氏
埼玉医科大学総合医療センター小児科 教授 田村正徳氏
株式会社 三菱総合研究所 人間生活研究本部 高森裕子氏
医療法人財団はるたか会 理事長 前田浩利氏

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
17:10-17:20 10分間休憩
17:20-18:50 セッション ③ 小児版地域包括支援を前向きに進めるために・・・

文部科学省高等教育局医学教育課企画官
（前厚生労働省医政局在宅医療推進室長） 佐々木昌弘氏
医療法人財団はるたか会 NPO法人あおぞらネット 統括看護管理者 梶原厚子氏
公益財団法人チャイルドケモサポート基金 副理事長 田村太郎氏
上智大学総合人間科学部社会福祉学科 教授 大塚晃氏
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 NPO法人起業支援ネット 副代表理事 鈴木直也氏
18:50       まとめ・翌日にむけて
19:00 終了

9:30-11:20 セッション④“生活困窮者自立支援法自立相談支援事業従事者養成研修の中心メンバーが
むそうの発達障害者研修を受けてみました！

～生活困窮者って支援の不足した発達障がい者の成れの果て?～"
全国社会福祉協議会 事務局長 渋谷篤男氏
社会活動家/法政大学 教授 湯浅誠氏
有限会社 ＳＮＯＷ ＤＲＥＡＭ 代表 山口久美氏
一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト 代表理事 渡辺ゆりか氏

コーディネーター 日本福祉大学 教授 原田正樹氏
11:20-11:30 10分間休憩
11:30-12:30 講演Ⅱ ～地域密着で働く理想形が濱野まり子さんの働き方にはある！～

ディスカバーリンクせとうち 尾道デニムプロジェクト チームリーダー 濱野まり子氏
聞き手 田原市障害者総合相談センター センター長 新井在慶氏
助言者 NPO法人ハックの家 施設長 竹下敦子氏

12:30-13:00 お弁当をもって分科会の部屋へ移動・休憩
13:00-16:00 分科会

16:00-16:20 ホールへ移動・休憩
16:20-17:20 各分科会の報告・まとめ 社会福祉法人むそう・NPO法人ふわり 理事長 戸枝陽基
17:20-17:30 閉会の挨拶
17:30 終了

分科会① 積水ハウス・
グループホームやデイサービス
をオーナー建て貸し方式で

分科会②
小児在宅の支援拠点が全国に
広がっていくぞ！

分科会③
発達障がい者が自分らしく
暮らしをデザインするには

分科会④
地域密着のまちづくり

梶谷知史氏（積水ハウス株式会社）
山村由美子氏（積水ハウス株式会社）
中村孝彦氏（積水ハウス株式会社）
今井正人氏（積水ハウス株式会社）
荒井隆一氏（社会福祉法人ロザリオの聖
母会）
岡本久子氏（NPO法人くるみ理事長 日
本地域共生協議会代表）

島津智之氏（認定NPO法人NEXTEP理
事長）
山崎あゆ美氏（認定NPO法人うりずん
看護師）
渡邉琢也氏（社会福祉法人むそう）
高島友和氏（日本財団）
鈴木直也氏（NPO法人起業支援ネット
副代表理事）

湯浅誠氏（社会活動家/法政大学教授）
山口久美氏（有限会社SNOW DREAM代表)
渡辺ゆりか氏(一般社団法人草の根ささえ
あいプロジェクト)
原田正樹氏（日本福祉大学教授)
小林信篤氏（社会福祉法人横浜やまびこの
里 障害福祉事業部長）

濱野まり子氏（ディスカバーリンクせと
うち 尾道デニムプロジェクト)
新井在慶氏(田原市障害者総合相談
センターセンター長）
竹下敦子氏（NPO法人ハックの家施設
長）

・・・・１日目 １/３０ （土）・・・・・・・・

・・・・２日目 １/３１ （日）・・・・・・・・



「人口減少」「財政破綻」「過疎」「孤独死」
全部まとめてハッピーに変えてやる！

住民が主体的に街作りをしたくなる仕組み

そ・れ・が「小規模多機能自治」

今まで行政が担ってきた役割を地域に還元しながら、
住民のやる気をアップし、絆を深めます

その仕組みの秘密を。公開します。

「社会保障の明るい未来」は、ある。

厚生労働省の若手頭脳集団がっ!

少子高齢化が進むと仮定される国において、
何を大事にすれば、すべての人の尊厳を護れ

るのかをまとめたということで。

知りたいじゃない？存分に語って頂きます。

新たな社会課題に果敢に挑む

子どもの未来を開く議員団です！

新しいタイプの医療依存度の高い子ども。
その暮らしを支える社会保障制度の未整備。

自由民主党：医療的ケア児の支援の在り方を
考えるワーキングチームで事務局長をされ、
ご自身も看護師の木村弥生代議士。

超党派の勉強会を立ち上げて、この問題を大
きく動かした立役者、民主党：荒井聡代議士。

お二人と、この問題のエキスパート達が、今
後を展望、より良い未来を考えます。

「新しいタイプの」医療ケアが必要な

子どもってどんな生活をしている？

起き上がらず、知的障がいの重い
重症心身障がい児

走れるし、知的障がいないかもよ？な
高度医療依存児

家族の立場で。思いの丈を皆さんに！

発達障がい者が生活困窮しちゃう？

ニートって、未来予測が苦手な特性・・・

生活困窮の支援者養成に関わる面々、むそうの発
達障がい7日間研修に参加、頭を抱えてう～ん。

目にうっすら後悔の涙メンバーも･･･どうした？
発達障がいと生活困窮、切ってもきれない訳。

分科会①
積水ハウス・グループホームやデイサービスをオーナー建て貸し方式で ～事例報告と何なら建設相談会しちゃいます？～
分科会②
小児在宅の支援拠点が全国に広がっていくぞ！ ～日本財団：難病の子ども支援プロジェクトがどんどん成果を上げてるぜ～
分科会③
発達障がい者が自分らしく暮らしをデザインするには ～セッション④延長戦：生活困窮になる前が大事なのさ～
分科会④
地域密着のまちづくり～講演Ⅱ延長戦：豊かなまちづくりの肝ってなんだろう・・・？みんなで一緒に考えよう！～

1/30 (土) 1日目

1/31 (日)2日目

地域包括ケアシステムに子どもを入れよう！

こうすれば、子ども達も包まれる？

スペシャルニーズのある子どもを相談支援事業者
が発見。はてさて、どうする？どうなる？

支える社会資源をどう作ったらいいのか語ろう。

本事業は日本財団より助成を受けて実施しています。

濱野まり子さん笑顔中毒続出!?

夢中になっている人は街を元気にする

ＮＨＫ「Ｕｰ２９：人生デザイン」で紹介された尾
道デニムプロジェクトで働く濱野さん。

街の様々な職業の人にはいてもらったデニムをオ
ンリーワンユースドで販売。笑顔の秘訣を。



氏名 所属団体
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自宅 or 職場 電話番号

〒 - FAX

Emaiｌ

＊ご希望の内容に○をつけてください。分科会は、分科会番号を記載ください。

参
加
内
容

両日参加 (15,000円) ・ 1日参加 (8,000円) ⇒ 1/30 or 1/31
学割 (5,000円)⇒ 両日参加 ・ 1日参加 ( 1/30 or 1/31 )

①～④の番号を入れてください。分科会番号は裏面プログラム2日目をご確認ください。

＊1/31 分科会 第１希望 ( ) ・第２希望 ( )・第３希望 ( )

1/30(土) ランチ 有 ・ 無 1人 1,500円

1/31(日) ランチ 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

合計 円

参 加 申 込

以下内容をメール(fuwari@musou.or.jp )またはこのままFAX(0569-22-4073)にてお申込みください

【お問い合わせ】
＊今後の情報・変更など ＮＰＯ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 日本地域共生協議会(JCCI)事務局

ＴＥＬ：0569-89-6237 ＦＡＸ：0569-22-4073 Email： fuwari@musou.or.jp

会場のご案内

秋葉原コンベンションホールアクセスマップ JR秋葉原駅周辺地図

JR秋葉原駅

（電気街口）・・・徒歩1分
東京メトロ銀座線 末広町駅

（1番出口）・・・徒歩3分
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅

（3番出口）・・・徒歩4分
つくばエクスプレス 秋葉原駅

（A1出口）・・・徒歩3分

会場 ： 秋葉原コンベンションホール
住所 ： 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2F

http://fuwari.tv/
mailto:fuwari@musou.or.jp

