
 

 

 

 

“One・World ” 

“お正月は鳥取で!!” 祝「あいサポート・とっとりフォーラム」は ２０回 を迎えます!! 

とっとりフォーラムへのご支援ありがとうございます。 

平成から令和へとつなぐ 20 回目はグローカルに多面的に企画しました。福祉の大改革が進められた平成の 30 年間と平行して、多様な社会（家族、コミュニティー

等々）の変化、2025 年、2040 年問題、人口減少、少子高齢化等々、問題が山積みです。これから、社会全体で「支えあう」仕組み、つまり「地域共生型社会」「包

括的な支援体制」等に沿う仕組み、カタチが具体的に動き始めます。一人一人の課題意識、実践が求められるとき、このフォーラムが何かのお役にたてば幸いです。           

キーワードは「つなぐ」（つむぎあう）で“One・World”を！  お正月、とっとりでお待ちしています。 

 

［日  時］ 2020 年１月１１日（土）９時 00 分～１７時４５分 ・ １２日（日）９時 00 分～１５時００分 

［会  場］ 米子市文化ホール ［メインホール and イベントホール］ ［米子市末広町 293 ☎0859-35-4171］ 

       ☛いつもの会場（米子コンベンションセンター）の隣が今回の会場となります。［別紙申込案内地図参照］ 

［申 込］ 事前申込が必要です。別紙参加申込案内をご覧ください。 

［定  員］ 60０名（申込期限１２月 26 日・定員になり次第受付終了となります。） 

［参加費］ （資料代）一般  5,000 円   障がい・学生 1,000 円 

◆ゲストの事情等によりプログラムに変更があり得ることご了承ください。 

  【1 月１１日（土）】 

 

Ｔｉｍｅ 内  容 

8:30～ 受付開始 

8:50～9:00 オープニング 実行委員長あいさつ他 インフォメーション 

9:00～10:00 20 回目のスペシャルゲスト 「ひろ～い宇宙にひかり 輝く 星からのおくりもの」 

「星つむぎ」・・星を介して人と人をつなぎ、共に幸せをつくろう 美しい星空を持つ鳥取（星取県） ～その素晴らしさと力!  

宙先案内人 高橋 真理子 （星空工房 アルリシャ代表理事） 



［裏面］ 

Ｔｉｍｅ 会場：米子市文化ホール・メインホール 会場：米子市文化ホール・イベントホール 

10:00～10:50 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 20 回総集編 ［鳥取と国のあいだで考えた］ 
・・20 回をつないだ人達 
鳥取県障がい福祉を担ったなじみの方の朝一トーク!  
今、国で何につむぎ汗をかいているのか?ひと時を鳥取県民として在
った皆さんによる朝一番[お年玉トーク]です。仕切り役はバリバリと
っとり県民・谷課長にお任せドライブです。 
 (注：事務局のおしつけらしい・・)         
ゲスト  鈴木 建一（厚生労働省・健康局総務課長） 

梶野 友樹（厚生労働省・社会・援護局保護課長） 
日野  力（厚生労働省・政策企画官）    

進行役  谷  俊輔（鳥取県障がい福祉課長） 

コンセントブース open ～２０回特別席 

各事業所、施設の取り組み、採用情報等が得られるコーナーです。 

学生さんなどにとって、福祉の現場がどんなところか、ナマの声が聞

けるチャンスです！（フォーラム期間中開催） 

 

＜事業所・施設の皆様へ＞ 

ブース出展参加の希望を受け付けております。この機会をぜひ、事業

所・施設の PR にご活用ください。［出展無料］ 

 

詳しくは下記までお問合せください。先着８組までとします。 

問合せ・申込先  

☎＆ＦＡＸ 0859-35-0505（担当：あかり広場・渡部真哉） 

  ｍａｉｌ akariswatanabe@yahoo.co.jp 

 

10:50～11:00 休 憩 

11:00～12:00 基調報告 行政説明 
「平成～令和を走る・障害者福祉ここ一番を聞く」    

▶源河 真規子（厚生労働省・障害保健福祉部・障害福祉課長） 

12:00～12:50 休 憩［文化ホールのメインホールでは飲食はできません］  イベントホール及び本館２階和室では飲食可能です。 

12:50～13:45 祝とっとりフォーラム 20 「鳥取県立米子養護学校高等部 特別出演」 ▶けんべい神楽「八岐大蛇（ヤマタノオロチ）」 

石見神楽や荒神神楽を参考に独自のアレンジを加えられた、米子養護学校生徒が演舞する神楽の舞台発表です。生徒たちは「表現活動」と

いう授業の中で日々練習し、その力強い堂々たる演技は感動を届けます。フォーラム 20 周年を祝しての登場です。 

13:45～14:30 「第 20 回・記念講演」～ 国と地域の One・World を (地域共生社会)  

▶鈴木 俊彦（厚生労働省事務次官）  

14:30～14:40 休 憩 

 会場：米子市文化ホール・メインホール 

会場：米子市文化ホール・イベントホール 

14:00～  Cafeteria『forum twenty』開店(20 回記念企画) 

ドリンク無料！各地元の差し入れ歓迎！ 

14:40～15:30 令和の時代の新ソーシャルワークは？  

先駆者の道のりを聞く（展望する）共通テーマ「地域共生社会」 

地域で育み地域再生物語：若きトップリーダー武者振りを聞こう。 

ゲスト  大原 裕介（社会福祉法人ゆうゆう理事長/全国地域生活 

支援ネットワーク代表） 

岡部 浩之（社会福祉法人清心会 常務理事） 

祇園 崇広（社会福祉法人尚仁福祉会理事長） 

コメンテーター 蒲原 基道（日本社会事業大学専門職大学院客員教

授・元厚生労働省事務次官） 

進行役     田中 正博（全国手をつなぐ育成会連合会統括）  

【Ｅ-1】心とココロをつなぐこと 

『福祉が楽しい』という気持ちを持ち続けるためには？『走り始める

こと』を止めないためには？答えは出ないのだろうけど考えてみよう 

ゲスト 林   晃弘（社会福祉法人フラット理事長） 

    西村 洋己（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会） 

    松本ゆかり（社会福祉法人北摂杉の子会ワークライフバラン

ス担当・管理栄養士） 

進行役 野澤 和弘（前毎日新聞論説委員） 

mailto:akariswatanabe@yahoo.co.jp


【1 月１１日（土）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔｉｍｅ 会場：米子市文化ホール・メインホール 会場：米子市文化ホール・イベントホール 

15:30～16:30 [『課題をチャンス』として]～新しい街 新しい福祉～   

中山間地、市街地の首長、社会福祉法人改革の先頭を行く方々による

市政・法人の運営術・真剣勝負どころは今！ 古きをたずね新しきを

つむぐ姿勢は山積みの課題で地域再生へつむぐ手法がひかります。 

ゲスト  伊木 隆司（米子市長） 

中村 勝治（境港市長） 

中村 英明（日南町長） 

広江  晃（社会福祉法人こうほうえん副理事長） 

コメンテーター 山本ひろし（参議院議員） 

進行役     古都 賢一  （全国社会福祉協議会副会長）  

【Ｅ-2】15:30～16:20 

フレッシュトーク（20 回開催記念企画） 

新人職員さん！学生さん！それ以外の方々も、今何を思い感じていま

すか？ 

ゲストの方々と語り合ってみませんか。 

ゲスト （今回のゲストの方々、多数） 

進行役   西村 洋己（岡山県社会福祉協議会） 

 

16:30～17:45 

会場：米子市文化ホール・メインホール 

あいサポートとっとりフォーラム 
祝 衛藤晟一新大臣と新春に語る！！ 障害者芸術とオリパラジャパン 
 

2020 年・オリパラジャパンで世界的潮流へ！！・・夢を実現に向けたエンジン役の皆さんの集結です。その情熱と魂は 

オリパラジャパンで文化を変える！ 

ゲスト  衛藤 晟一（参議院議員・一億総活躍・沖縄北方・少子化担当大臣） 

北岡 賢剛（社会福祉法人グロー理事長） 

久保 厚子（全国手をつなぐ育成会連合会 会長） 

平井 伸治（鳥取県知事） 

進行役  野澤 和弘（前毎日新聞論説委員） 

18:00～20:00 
20th  大交流会  事前申込要 6，000 円   会 場：米子コンベンションセンター２階 国際会議室 

飲食・書籍販売ご案内 

両日とも”あかり広場””もみの木作業所””福祉の店浜っ子”の各事業所のブースにて、飲料（コーヒー等）・軽食（パン・おにぎり等）・みやげもの等の

販売を行います。昼食休憩などにお買い上げください。また、スペース 96 の協力により日本てんかん協会鳥取県支部による書籍販売も行います。ご利用く

ださい。 

１月 11 日(土)  Open9:30～close17:40   １月 12 日(日)  Open9:30～close15:00 

 



 【１月１２日（日）】 

 

Ｔｉｍｅ 内  容 

 会場：米子市文化ホール・メインホール 会場：米子市文化ホール・イベントホール 

9:00～10:00 すべての「虐待」を ゼロに したい!  

▶片桐 公彦 

（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課・虐待防止専門官） 

【Ｅ-3】相談支援体制・何を目指し 専門員に何を求めるか  

▶藤川 雄一 

（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課・相談支援専門官） 

10:00～10:10 休 憩 休 憩 

10:10～11:30 

 

 

 

 

 

 

 

糸賀一雄「生きることが光になる」 

昨年度より『共生社会等に関する基本理念等普及啓発事業』（厚生労

働省主催）が全国各地で開催されています。今一度、糸賀一雄先生

の思想の源流に触れ、先生が見た『光』がこれからの福祉の道行を

照らすものとなることを願います。 

ゲスト 清水 明彦（第２１回糸賀一雄記念賞受賞・西宮市社会福祉

協議会常務理事） 

    丹羽 彩文（社会福祉法人昴 本部事務局経営企画室長） 

進行役 大平眞太郎（滋賀県障害福祉課副参事） 

【Ｅ-4】[精神障害者の福祉最前線]「ピアサポ－ターの現状と課題」 

やっと日本もすべての障害分野で「ピア」の重要性が認知され、中で

も精神障害者分野では活動が拡がっています。より専門的な情報を集

め“旬”な話題をお聞き下さい。 

ゲスト 森定 薫（医療法人十字会 倉吉市障がい者地域生活支援センターはっぴいピアカウン 

セラー・相談支援専門員） 

彼谷哲志（一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構・運営委

員、特定非営利活動法人あすなろ・相談支援専門員） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ  吉野 智（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課・障害福祉専門官）       

進行役   廣江 仁（社会福祉法人養和会理事長） 

11:30～12:30 

「OKUDA One World 」～熱い鼓動は何でもやれるような気

持ちにさせられる 

今年も ソーシャルエンジン 熱血、奥田さんの話が聞けます。  

▶奥田 知志 

（（認定特非）抱樸理事長/（一社）生活困窮者自立支援全国ネット

ワーク代表理事） 

【Ｅ-5】［てんかん講座］ 発作を止めたい!!    

てんかんと共に生きる仲間の切なる願いです。現在の医療最前線で頑張ってい

ただいているてんかん専門医の先生から専門分野において解りやすくお話を

していただきます。 

ゲスト 吉岡 伸一（鳥取大学医学部保健学科教授） 

前垣 義弘（鳥取大学医学部脳神経小児科教授） 

    近藤 慎二（山陰労災病院脳神経外科部長） 

進 行 足羽 泉枝（日本てんかん協会鳥取県支部代表）   

[私たちはこんな事に悩み こんなサポートを求めています] 

島本 真規（日本てんかん協会 当事者組織理事） 

12:30～13:00 休 憩［文化ホールのメインホールでの飲食はできません］  イベントホールでは飲食可能です。 

13:00～14:00 ［ＥＸＥ指定席］「今を読む・核心を語る」対談 

毎年のアンケートでも好評のファイナルステージ「とても解りやすく説得力がある。さすが・・」という具合に、時事情報・社会保障・日

本の未来等グローカルに深く真剣に語る必聴の対談。2020 年をどう生きるか考えてみよう。   

石破  茂 （衆議院議員）  野澤 和弘 （前毎日新聞社論説委員）        

14:00～15:00 ［鳥取労働局特別企画］「本気でホンネ」 

パネリスト  朝日雅也（埼玉県立大学副学長）その他 調整中 


