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2017年9月15日（金） ・16日（土）
会場：札幌コンベンションセンター。札幌市産業振興センター

参加申込締切： 7月14日（金）

~ 

鬱主催：きょうされん

鬱お問い合わせ：きょうされん第 40回全国大会 m北海道実行委員会事務局

〒065-0033 札幌市束区北 33条東 14丁目 5-1 きょうされん北海道支部事務局内

TEL:011-743-3009 FAX:011-731-0211 http,//kyosacen-hokkaido.jimdo.com/ 



大会テーマ

「あたりまえに慟き えらべるくらしを
～ともにあゆもう たしかな道を いま、北＊の大地から～」

大会スローガンを、きょうされんの結集軸（テーマ）である「あたりまえに働き えらべるくらしを」とし

たのは、 40周年という節目にあたり、あらためてわたしたちがめざす目標と理念を確認したいという思

いからでした。そして、サブスローガンの「ともにあゆもう たしかな道を いま、北＊の大地から」とし

たのは、この北の大地・北海道から、これからも決してぶれずに、次の結成 50周年に向かって、しっか

りと団結して歩んでゆける大会にしたい、という願いからです。＊は、北極星が、ぶれない結集軸として

光り輝く星なので、スローガンをカバーする北海道らしいアクセント（遊び心）としてご理解ください。

実行委員長

北村典幸

北海道はご存じのように、大人気の観光スポットと大自然が山ほどあり、食材の宝庫でもあります。きょ

うされんの結成 40周年記念の想い出として、参加者のみなさんにいつまでも記憶にとどめていただける

ような大会にしたいと思います。たくさんのみなさんのご参加をお待ちしております。
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受付

オープニング「ようこそPこんにちは（イランカラプテ）！

時計台の街へJ大合唱

文化企画

アイヌ舞踊’‘イランカラプテ＂からはじめよう

開会全体会

基調報告

ステージ企画

「共同作業所づくり運動， 50年ものがたリJ
分科会• 特別分科会，利用者フォーラム

分科会，特別分科会，利用者フォーラム終了

歓迎交流会

終了予定

1. 働く 障害のある人たちのデイーセント・ワーク

2 暮らし・居住 地域社会で生活する平等の権利とは

3. 相談・支援 枠をこえた相談・打つて出る支援

4 地域・協同 障害者権利条約を地域のすみずみに

5. 政策・運動 障害者権利条約批准をみんなのものにするために

6. 国際交流 世界共通！？働き方、生き方

7. アート ofライフ 表現活動の可能性

8. 高齢期 ゆたかに老いる

9. 意思決定とその支援 私たちぬきに私たちのことを決めないで

10. 利用者交流分科会一① きようされんつて何？

11. 利用者交流分科会一② あなたの夢やねがいをおしえて！

12. 利用者交流分科会一③ 何にお金を使ってる？

13. 利用者交流分科会一④ 世の中や世界を知ろう I

14. 利用者交流分科会一⑤ こちらは人づきあい相談所

北海道の広さと美味をお楽しみください
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15. 入門講座

なかまの観光受付

分科会• 特別分科会・ 利用者フォーラム

分科会量特別分科会量利用者フォーラム終了

休けい

閉会全体会
グッズデザインコンクール表彰式

大会アピール

第 41回全国大会 in京都への引継式

終了

16. 特別分科会 I(1日目のみ）

生きたかった～相模原障害者殺傷事件から 1年の今を検証する～

17. 特別分科会 II(2日目のみ）

憲法 25条と障害者の生活保障

18. 特別分科会Ill(2日目のみ）

映画で感じる発達障害の豊かな世界

※全国障害者問題研究会北海道支部との共催企画

19. 利用者フォーラム(1日目のみ）

北の大地でイランカラプテ！踊ろう l創ろう！

一 (1)アイヌ古式舞踊・ムックリ演奏

-(2)アイヌ文様刺繍

-(3)アイヌ文様切リ絵

20. 利用者フォーラム(2日目のみ）

音楽を創ろう（ドラムサークル）

A ロマンチック小樽 B てつばんスイーツと迫カジャンプ台 C ひろびろ北海道と産直グ ルメ

［作業所・施設利用者J6,000円（大会レポート報告集が必要な方は 7,500円。）

［その他の参加者]12,000円（大会レポート報告集代 1,500円は含まれています。）

お申し込み• お問い合わせ

名鉄観光サービス株式会社 札幌支店「きょうされん第 40回全国大会 in北海道J係 担当：北崎• 吉川・田中（佳）

〒060-0003 北海道札幌市中央区北 3条西 3丁目 NREG北三条ピル 1階

TEL(011)241-4986 FAX(011)241-0154 総合旅行業務取扱管理者：吉川 剛志 ［営業時間］平日 9:00→ 17: 00 土・日・祝日は休み
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2016年7月26日未明、 19人が刺殺され27人が負傷した、神奈川県相模原市の障害者支援

施設「津久井やまゆり園」で起きた殺儒事件。戦後最惣の凶悪事件であったにもかかわらず、

公的には事件の真相や深層はいっこうに明らかにされていません。

ただ検討されているのは、再発防止策や精神科病院における入院制度のあり方など、本質

的な解決とはほと還い筋違いな机上の制度論ばかりで、事件の背景にある優生思想や、その

土台を形成するこの国の政治風土には、抜本的なメスを入れようとはしていないのです。

また、被害者の氏名が未公表であることは、彼らの人生そのものが社会的に抹消された

ともいえます。わが国は障害者権利条約を批准し、障害者差別解消法を制定していますが、

こうした状況はわが国の社会にはびこる差別・偏見を示すものではないでしょうか。令回の

匿名化（＝公民としての存在の抹殺）の貴任は、社会全体にあると考えられます。

このシンポジウムでは、さまざまな角度から、精神科医、福祉事業者、法学者、マスコミそ

して障害のある当事者の立揚から、率直な意見を交わします。

鵬ジソボジスト敬称醗）

香山 リ カ

精神科医

上野武治

社会福祉法人
さっぽろひかり福祉会理事長・
北海道大学名誉教授

井上 英 夫

金沢大学名誉教授・
佛教大学客員教授

佐藤

北海道新聞社記者

ほか障害のある当事者、家族の指定発言を予定

鵬コ"""ディネーター（敬称酪）

藤井克徳 きょうされん専務理事・
NPO法人日本障害者協議会代表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ● ．ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2012年に成立した社会保障制度改革推進法のもとで、生活保護基準が毎年のよ

うに引き下げられ、これに抗して2015年10月、束京・日比谷で「10.28生活保護ア

クションin日比谷」 (25条大集会）が開催されました。引き下げの取り消し等を求め

る訴訟は全国にひろがり、すでに800人が原告として立ち上がっています。

とくに障害のある当事者にとって、生活保護問題は深刻ですが、この悶題に留ま

らず、生活保障全般をめぐる課頴について意見を論じ合い、憲法25条（生存権）の

価値についてもあらためて評価を述べ合います。

三浦 誠一 北連海合会道生会活長と健康を守る 奈良坂保子
身体障害のある当事者・
原告

尾藤 廣喜 全生活国会保護議代問題表幹対策事・弁護士 赤松 英知 きょうされん常務理事

伊藤 勇人 支NP援Oす法る人会精•神原障告害者を

霞ニ 井上 英夫 金沢大学名誉教授・佛教大学客員教授

近年、発達障害として括られる高機能自閉症、アス

ペルガー症候群、 ADHD(注意欠陥多動性障害）、 L

D (学習障害）の傾向を有する人たちは、昔であれば

「特定のことに熱中するちょっと変わった人」であ

り、「読み書きあるいは計算は苦手だけれど旺盛な

生活力をもっている人」でした。これらの人たちの多

くは、生きづらさを抱えていますが、その一方、豊か

な世界と可能性を有しています。このことを映画の主

人公をとおして感じ、学ぶ試みです。

参考文献：二通諭菩「映画で営ぶ特別支援教育」 (2011年）および

「特別支援教育時代の光り輝く映画たち』(2015年）

通
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二
ぎ如 札幌学院大学教授・全国障害者問題研究会
p削 北海道支部運営委員長



【大会会場】

札幌コンベンションセンター
〒003-0006

札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

TEL: 011-817-1010 

FAX : 01 1-820-4300 

大会会場アクセス
●公共交通機関ご利用の湯合
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きょうされん第40回全国大会in北海道公開シンポジウム・公開講座［参加申込書

所属団体•機関等

連絡先住所

電話番号

参加者氏名 9月15日（金） 9月16日（土） 9月16日（土）

ほっかい みちひこ 車いすの 手話 公開シンポジウム 公開シンポジウム 全国障害者問題研究会

（例）北海 道彦 種類 通訳 「生きたかった 「憲法25条と障害のある 北海道支部共催企画

～相模原障害者殺傷事件 人の生活保障J 「映画で感じる発達障害の

から1年の今を検証する-J 豊かな世界」

□手動 □必要 □参 加 D参 加 □参 加

□電動 □不要 D不参加 D不参加 □不参加

□手動 □必要 D参 加 □参 加 □参 加

LJ電動 D不要 □不参加 D不参加 □不参加

送付先

〒065-0033 札幌市東区北 33条東 14丁目 5-l (社福）さっぽろひかり福祉会内

きょうされん北海道支部事務局
TEL 011-743-3009 / FAX 011-731-021 l 

※各該当欄に必要事項をこ記入ください。

※申込人数が 2名を超える場合は、

このベージ（用紙）をコピーしてお使いください。

※FAXか郵送にてお申込みください。

※参加申込書の控えはコピーしておいてください。




