
みんなねっとフォ―ラム２０１５ ＩＮ香川大会 

   主催 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 

      香川県精神障害者家族連合会 

  「 精神障がい者が共に暮らせる地域づくり 」 

   ～当事者と家族が安心して地域で生きられる～ 

日時：平成２８年 2月 18日（木）、2月 19日（金） 

場所：ホテルサンルート瀬戸大橋  

１日目 ２月１８日（木） 

１０：００～１２：５０ 受付 

１０：３０～１１：００ 祝舞 藤間勘清都 

１３：００～１３：２０ 開会のことば 

主催者挨拶 香川県精神障害者家族連合会会長 河﨑春海 

      公益社団法人 

      全国精神保健福祉会連合会理事長 本條義和 

      通称（みんなねっと） 

来賓祝辞  香川県知事 

      宇多津町長 

      日本精神科病院協会香川県支部支部長 

      香川県精神神経科診療所協会会長 

      公益社団法人 香川県看護協会会長 

     （特社）日本精神科看護協会香川県支部支部長 

１３：２０～ 

 

 

 

 

１５：００～ 

 

１６：００～ 

 

 

 

１７：３０ 

１８：００～ 

記念講演 

演題「 精神障がい者が、地域でその人らしく生活するために 」                    

 講師 ～岡山県におけるＡＣＴ実践より～ 

   ‘ＡＣＴ‐Ｚｅｒｏ岡山’ 藤田 大輔医師 

 

活動報告 

みんなねっと理事長 本條 義和 氏 

行政報告 

 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部  精神・障害保健課  

課長補佐 占部 亮 氏  

 

終了 

懇親会   ホテルサンルート瀬戸大橋  

 さぬき国分寺太鼓 



 ２日目 2月 19日（金） 

９：００～ 当日参加受付   

９：３０～９：５０ 

 

 

 

四国ブロック各県家連事業・活動報告 

香川県代表・愛媛県代表・高知県代表・徳島県代表 

     （各県家連代表・４分以内） 

 

９：５０～ 

 

 

 

第１分科会 「家族の力と役割」 

コーディネーター 四国学院大学教授 西谷 清美 

               

話題提供者 

 ①「家族のニーズ」  

  吉村 美登利 （香川県精神障害者家族連合会副会長） 

②「家族による家族のためのピア訪問支援」 

  西村 三希子  （徳島県精神障害者家族会連合会会長 ）                                             

 ③「家族会関係：高齢化・重度化や「親亡き後」に備えるため、家族 

   連合会の要望」 

  河﨑 春海 （香川県精神障害者家族連合会会長 ）                                            

第２分科会 「支え、支えられる、当事者の力」 

コーディネーター香川県立保健医療大学 看護学科長  國方 弘子 

 

話題提供者 

 ①「仲間同士で助け合うことが一番のわたしの喜び」 

 香川県：体験発表者 （地域活動支援センターわかたけ（ピアスタッフ）） 

 ② 「 一歩前へ 」 

 愛媛県：体験発表者 （ピアスタッフ、ピアサポーター） 

 ③ 「 自分たちの活動について 」 

高知県：体験発表  （ピアスタッフ） 

 

 ④ 笑いヨガ体験 （ 参加者とともに笑いヨーガ） 

１１：２０～１１：５０ 

 

分科会報告 コーディネーターより 

１１：５０～１２：００ 次期開催県挨拶 （愛媛県家連） 

１２：００ 

 

閉会のことば 



みんなねっとフォーラム２０１５ⅰｎ香川大会 

      主催 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 

                香川県精神障害者家族連合会 

  「 精神障がい者が共に暮らせる地域づくり 」     

  ～当事者と家族が安心して地域で生活するために～ 

開催趣旨 近年において精神障がい者に対する国の施策は大きく変わりつつあります。 

 ２０１４年１月「障害者権利条約の批准」、２０１６年度施行「障害者差別解消法」、２ 

０１４年度施行「精神保健福祉法の一部改正」、２０１８年度施行「障害者雇用促進法によ 

る精神障がい者の雇用義務化」等です。しかし、未だに進まない社会的長期入院問題、根 

強い偏見差別、交通運賃割引などの障害種別間格差など、精神保健福祉をとりまく課題は、 

現在も多く残されています。 

 現状では地域に於いても、重度や高齢等の対応困難な障がい者が増えています。また、 

「親亡き後」もほとんどの障がい者と家族は、これまで通り地域で安心して生活すること 

を望んでいます。それを実現させるには、障がい者や家族が「緊急時に連絡・相談」でき、 

「必要に応じた対応が即座に受けられる」“効率的地域生活支援体制”が必要と考えられま 

す。 

 本フォ―ラムのＡＣＴを先駆的に取り組んでいる岡山の実践報告や、各県の取組等から、 

障がい者が地域で安心して生活できるよう、四国ブロック家族大会で共に学びましょう。 

○日  時  平成２８年 2月 18日（木）～2月 19日（金） 

○会  場  ホテルサンルート瀬戸大橋  香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁８１－１ 

       電話 ０８７７－４９－２３１１ 

○共  催  徳島県精神障害者家族連合会 

       愛媛精神障害者福祉会連合会 

       高知県精神障害者家族会連合会 

○後  援  香川県・宇多津町・日本精神科病院協会・香川県精神神経科診療所協会 

（公社）香川県看護協会・（特社）日本精神科看護協会香川県支部 

  （予定） 香川県精神保健福祉協会 

香川県社会福祉協議会 

       香川県共同募金会 

       四国新聞社 

       瀬戸内海放送 

○香川大会担当 

 〒７６２－００２１ 香川県坂出市西庄町７６６－２（事務局） 社会福祉法人若竹会 

林 京子  電話０８７７－４５－６７４６ ＦＡＸ ０８７７－４５－６８４０ 



      みんなねっとフォ―ラム２０１５ⅰＮ香川大会 

         広 告 協 賛 依 頼 要 項    

１．大会名 

  みんなねっとフォ―ラム２０１５香川大会 

２．主催 

  公益社団法人全国精神保健福祉連合会 

  香川県精神障害者家族連合会 

３．共催 

  徳島県精神障害者家族会連合会 

  愛媛精神障害者福祉会連合会 

  高知県精神障害者家族会連合会 

４．主管 

  香川県精神障害者家族連合会／みんなねっとフォ―ラム２０１５ⅰＮ香川大会（四国

ブロック大会）実行委員会 

５．後援 

  香川県・宇多津町・日本精神科病院協会香川県支部・香川県精神神経科診療所協会・ 

（公社）香川県看護協会・（特社）日本精神科看護協会香川県支部・香川県精神保健祉

協会・香川県社会福祉協議会・香川県共同募金会・四国新聞社・ＫＳＢ瀬戸内海放送 

６．開催期日 

 平成２８年２月１８日（木）１３時００分～平成２８年２月１９日（金）１２時００分 

７．趣旨・目的 

  私たち精神障がい者の家族の願いは、障がいを持つ、我が子が将来に亘り、この社会で、自分らしく、

生活できることです。誰もが、自分の選んだ場所で、自分らしく普通に暮らせる社会の実現に、希望を

持って生活していますが、現状では、地域おいても、 

 重度や高齢者の対応困難な障がい者が増えています。 

  今後、地域で安心して安全に生活するには、「緊急時に、連絡・相談」でき、「必要に応じた対応が即

座に受けられる」“効率的地域生活支援体制”が必要と考えます。今一度、原点に立ち向かって、「親亡

き後」を考え、新たな地域生活支援体制について語り合い、「みんなねっとフォ―ラム２０１５ⅰＮ香川

大会」を開催する。 

８．対象者 

 徳島県、愛媛県、高知県、香川県、精神障がい者家族、精神障がい者、関係機関 

９．内容 

 記念講演、活動報告、行政報告 

 四国ブロック各県家連事業・活動報告、第１分科会、第２分科会、分科会報告 

１０．開催場所  

 ホテルサンルート瀬戸大橋、香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁８１－１ 



１１．行事開始年度及び沿革 

  四国四県持ち回り 平成２６年度は徳島県 

１２．連絡先 

  〒７６２－００２１ 香川県坂出市西庄町７６６－２ 

  みんなねっとフォ―ラム２０１５ⅰＮ香川大会 実行委員会事務局：林 京子 

  ℡ ０８７７－４５－６７４６ Fax ０８７７－４５－６８４０ 

１３．広告表現 ： ★Ａ４版活版印刷（白・黒） 

１４．印刷部数 約５００部    

１５．配布先 大会関係機関／大会実行委員／大会係員／補助員／その他 

１６．広告料     （横）  （縦） 

   ① １ ページ （16.4㎝×  24.8 ㎝）・・・ ５０，０００円 

   ② １／２ぺージ（16.4Cｍ ×12.4 ㎝ ）・・・２５，０００円 

   ③ １／５ページ（16.4Cｍ ×4.96 ㎝ ）・・・１０，０００円 

１７．広告配列は、当方に一任させてください。 

１８．★申込方法 申込用紙に、ご記入下さい。 

   ＊広告原稿は、原寸で制作をお願いします。 

   ＊広告原稿として写真・特種書体・文章などレイアウト・デザイン原稿 

    でいただく場合は、モノクロ（白・黒）で作成された原稿にてお願いします。 

   また、データ―があれば、メールにて送付いただければ幸いです。 

   制作条件等、ご不明な点があれば、下記、メールまたは、下記事務局までお問い合

わせください。 

   広告印刷担当 

  （株）アイモス 営業部 部長 林 利行 

  Ｅ-mail：hayashi@imos.jp 

  電話：087-882-3456  FAX：087-882-0453     

１９．申込み期日 平成２８年１月１０日（日）までに、広告原稿と共に、下記までお申 

   し込み下さい。          

２０．広告料・協賛金納入方法 

   （現金）送付いただくか、直接協賛依頼担当者にお渡しください。 

   （振込）下記口座にお振込みください。 

       振込手数料は、広告料から差し引いてお振込みください。 

       ★金融機関 郵便局 店番 ６３８ 

       ★預金種目 普通預金 

       ★口座番号 １７８０３０１ 

       ★口座名義 香川県精神障害者家族連合会  

             会長 河﨑 春海 



＜香川大会担当＞ 

香川県精神障害者家族連合会 

（事務局）社会福祉法人若竹会 林 京子 

〒７６２－００２１ 

香川県坂出市西庄町７６６－２ 

電話：０８７７－４５－６７４６ ＦＡＸ：０８７７－４５－６８４０ 

Ｅ-mail iroha＠mail４.kbn.ne.jp 

 

 

 

 


