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   平成 27 年 8 月 発行        

公益社団法人 大分県精神保健福祉会 

               〒870-0938 大分市今津留 1-18-28   

（TEL）097-551-2080 （FAX）097-551-2091 

暑中暑中暑中暑中お見舞い申し上げますお見舞い申し上げますお見舞い申し上げますお見舞い申し上げます    

◎今年度の定期総会が 5 月 20 日（水）、当会事務局において

開催され、「平成 26 年度事業報告、収支決算、監査報告」及び

「平成27年度事業計画、収支予算」等がすべて承認され、また

「任期満了による役員の選任」が行われ、前期の役員全員が

引き続きそのまま再任されております。  

◎また総会では 「交通運賃「交通運賃「交通運賃「交通運賃割引割引割引割引に関するに関するに関するに関する請願署名運動請願署名運動請願署名運動請願署名運動」」」」    

について、〈みんなねっと〉の取組み方針などを確認した上で

あらためて県連として取り組むことになっております。 

（署名活動は来年 4 月まで行い、5 月の通常国会に提出予定） 

 

◎今年度の事業が本格的に始まります今年度の事業が本格的に始まります今年度の事業が本格的に始まります今年度の事業が本格的に始まります    

これらの事業を通して家族や当事者、地域や県民に貢献でき

る活動をしていきたいと考えます。ご協力をお願いします。    

◆◆◆◆    基本基本基本基本方針方針方針方針    ：：：：    〈〈〈〈    定款第定款第定款第定款第 3333 条条条条    目的目的目的目的    〉〉〉〉    

 「この法人は、精神保健福祉の普及啓発を行うとともに、

精神障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進と

県民の精神保健福祉の向上に寄与することを目的とする」 

◆◆◆◆    主要行事主要行事主要行事主要行事計画計画計画計画    

〔研修会・大会〕〔研修会・大会〕〔研修会・大会〕〔研修会・大会〕    

・心の病を考える地域学習会 （県内 6 ブロックにて開催） 

・第 8 回みんなねっと福岡大会（9/28～29 福岡国際会議場） 

     （*九州ブロック大会を兼ねて開催） 

・第 9 回家族ピアサポート相談研修会（10/24 総合福祉会館） 

・福祉サービス職員・指導員研修会 （3/4～5  豊泉荘） 

〔〔〔〔大分大分大分大分どげえ会・スポーツ大会どげえ会・スポーツ大会どげえ会・スポーツ大会どげえ会・スポーツ大会の支援の支援の支援の支援〕〕〕〕    

・大分どげえ会役員会 （4/10 県連事務局） 

・九州地区バレーボール大会（4/25 佐賀県総合体育館） 

  （前年度県内優勝チーム）「臼津オレンジデイズ」出場 

・どげえ会バレーボール大会 （5/30 総合福祉会館） 

・どげえ会親善ソフトボール大会 （10/10 大洲運動公園） 

〔社会参加推進協議会〔社会参加推進協議会〔社会参加推進協議会〔社会参加推進協議会のののの行事行事行事行事への参画への参画への参画への参画〕〕〕〕    

・秋の交歓会・ふれあい広場（10/10～11 平和市民公園） 

・ときめき作品展 （11/5～9 オアシス アトリウムプラザ） 

・障害者週間・福祉大会、ときめき音楽祭（12/6 日田市）  

心に障害のある人が増えています。県内でも 3 万人を超える

人たちが通院や入退院を繰り返しています。この苦境から抜け

出すためには「病気に対する正しい知識と理解」が必要です。

当事者を支える家族の方や地域の皆さんと「病気の回復と社会

復帰の道」を探していきたいと思います。多くの皆様の参加を

お待ちしています。一緒に考えていきましょう。    

◎日◎日◎日◎日    時：時：時：時：    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年８８８８月月月月２５２５２５２５日（日（日（日（火火火火））））    9999：：：：33330000～～～～11112222：：：：30303030    

◎会◎会◎会◎会    場：場：場：場：    国東国東国東国東市市市市    武蔵保健福祉センター武蔵保健福祉センター武蔵保健福祉センター武蔵保健福祉センター    

〈1〉 開会式 （主催者挨拶 ・ 来賓挨拶）  

〈2〉 〔体験発表〕  「わが子の病気と向き合って」 

           別府さつき会会長 佐藤 紘造 氏 

〈3〉 〔講演〕  「ありのままの自分を生きる 

～言葉を変えれば人生が変わる～」 

（講師） ヒーリング フォレスト ～癒しの森～ 代表            

            社会福祉士  明石 二郎 氏 

★≪個別相談≫（希望者） （10：30～12：00）  

平成２７年度の「心の病を考える地域学習会」「心の病を考える地域学習会」「心の病を考える地域学習会」「心の病を考える地域学習会」の実施概要

が次のように決まりました。各ブロックの家族会を中心に内容を

充実させ、福祉サービス施設との連携・協力のもと、地域の多く

の皆さんにも参加して 

いただき、一緒になって 

「「「「精神保健福祉の普及精神保健福祉の普及精神保健福祉の普及精神保健福祉の普及    

啓発と向上啓発と向上啓発と向上啓発と向上」」」」に取り組んで 

いきましょう。（内容は順次 

HP でもお知らせします） 

 

◎中央ブロック◎中央ブロック◎中央ブロック◎中央ブロック    （（（（8888////25252525            国国国国    東東東東））））    

◎◎◎◎久大久大久大久大ブロックブロックブロックブロック    （（（（10/210/210/210/26666        玖玖玖玖    珠珠珠珠））））    

◎◎◎◎大分大分大分大分ブロックブロックブロックブロック    （（（（11/1311/1311/1311/13        大大大大    分分分分））））    

◎県北◎県北◎県北◎県北ブロックブロックブロックブロック    （（（（11112/52/52/52/5            中中中中    津津津津））））    

◎豊肥◎豊肥◎豊肥◎豊肥ブロックブロックブロックブロック    （（（（1/201/201/201/20    豊後大野豊後大野豊後大野豊後大野））））    

◎県南ブロック◎県南ブロック◎県南ブロック◎県南ブロック    （（（（2/192/192/192/19            佐佐佐佐    伯伯伯伯））））    

◎県議会へ◎県議会へ◎県議会へ◎県議会への要望の一環として、の要望の一環として、の要望の一環として、の要望の一環として、8/178/178/178/17（月）（月）（月）（月）11111111 時より自民党時より自民党時より自民党時より自民党    

大分県大分県大分県大分県支部支部支部支部へ下記へ下記へ下記へ下記 3333 項目の要望項目の要望項目の要望項目の要望と実現要請をと実現要請をと実現要請をと実現要請を行いました。行いました。行いました。行いました。    

① 夜間・休日を含む精神科救急医療体制の整備について 

・当番医制や輪番制 ・24 時間 365 日対応の相談窓口設置 

・精神科救急に対応できる県立の受入れ施設の設置 

② バス、タクシー等の公共交通運賃の割引適用について 

③ 医療費負担の軽減について （他障害同等に） 

  ・精神保健福祉手帳 1 級所持者の「精神科入院費」も助成 

・手帳 2 級所持者の 3 割自己負担分の軽減・助成 

（自立支援医療費の精神通院 1 割以外は 3 割負担） 



 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度の第８回みんなねっと全国大会は、九州ブロック大会を 

兼ねて福岡市で開催されます。大分県連からも多くの皆さんに 

参加していただくようお願いいたします。 

 

（（（（日日日日    時時時時））））    平成平成平成平成 22227777 年年年年 9999 月月月月 28282828 日日日日((((月月月月))))～～～～29292929 日（日（日（日（火火火火））））        

（会（会（会（会    場）場）場）場）    福岡国際会議場福岡国際会議場福岡国際会議場福岡国際会議場    （（（（懇親会懇親会懇親会懇親会：：：：ホテルオークラ福岡ホテルオークラ福岡ホテルオークラ福岡ホテルオークラ福岡））））    

◎◎◎◎基調講演基調講演基調講演基調講演 「「「「戦後７０年と障害者権利条約戦後７０年と障害者権利条約戦後７０年と障害者権利条約戦後７０年と障害者権利条約」」」」            藤井克徳藤井克徳藤井克徳藤井克徳    氏氏氏氏 

                  （日本障害フォーラム幹事会議長） 

◎◎◎◎記念講演記念講演記念講演記念講演    「「「「精神病となっても希望をもって生きられる精神病となっても希望をもって生きられる精神病となっても希望をもって生きられる精神病となっても希望をもって生きられる」」」」    門屋充郎門屋充郎門屋充郎門屋充郎    氏氏氏氏    

            （十勝精神障がい者支援センター理事長） 

  

★２日目の第４分科会「働く喜びを広めよう」に、大分県連    

の藤波会長が話題提供者として発表します。 

 

  

 

 

第１０回県障がい者スポーツ大会の一環として、「大分どげえ会 

バレーボール大会」は 5/30(土)、３セットマッチの新ルールのもと 

開催され、臼津オレンジデイズが昨年に続き見事優勝、来年の 

九州地区・福岡大会への出場権を獲得しました。 

  （優勝）臼津オレンジデイズ  （準優勝）府内ストーンズ 

 (３位) 佐伯ブルーオーシャンズ、大分ファイターズ、豊肥カブス 

      

 

 

 

 

 

 

   髙橋障害福祉課長髙橋障害福祉課長髙橋障害福祉課長髙橋障害福祉課長ののののごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶                                    

 

 

（第２２回）福祉サービス指導員研修会は 3 月 6 日（金）・7 日（土）

別府市豊泉荘において 90 名が参加して開催されました。 

〔1 日目〕  ｢障害者虐待防止法と障害者の権利擁護の取り組み｣           

（講師） 大分県障害福祉課地域生活支援班 宮脇 進 氏 

障害者支援施設 「聖心園」施設長 高橋智秀 氏 

（午後） 《 5 部会による部会別研修 》   

〔2 日目〕  ｢成年後見制度とその利用について｣                    

（講師） 大分あおば法律事務所 弁護士 田中利武 氏 

 

第8回みんなねっと定期総会は6月25日東京で開催され、 

「交通運賃割引全国運動推進特別決議」「交通運賃割引全国運動推進特別決議」「交通運賃割引全国運動推進特別決議」「交通運賃割引全国運動推進特別決議」（国会請願（国会請願（国会請願（国会請願

全国署名運動）全国署名運動）全国署名運動）全国署名運動）がががが採択・承認されました。採択・承認されました。採択・承認されました。採択・承認されました。翌 26 日午前中

は全国県連会議が開かれ、会議終了後「交通運賃割引中央

行動」として政府・政党などの国会議員事務所や交通運輸会

社等を手分けして訪問し理解と協力を要請しました。 

【【【【交通運賃交通運賃交通運賃交通運賃割引の全国割引の全国割引の全国割引の全国運動運動運動運動がスタートがスタートがスタートがスタート】】】】    

身体障害者や知的障害者に適用されている交通運賃の割

引が精神障害者には適用されておりません。精神障害者を

障害福祉サービスの対象から除外することは、身体・知的・

精神の三障害一元化の障害者福祉政策の基本理念に反し、

また憲法第 14 条「法の下の平等」や国連障害者権利条約第

4 条の理念や趣旨に反しています。 

このため〔みんなねっと〕では昨年からプロジェクトチーム

を立ち上げ、これまでＪＲ６社、日本民営鉄道協会、日本バス

協会、全国ハイヤー・タクシー連合会、全日本航空事業連合

会、日本旅客船協会、高速道路３社などの交通事業者と国土

交通大臣、厚生労働大臣、総務大臣などに要望書を提出して

きました。そしてこの要望実現のため「全国請願署名運動」に

取組むことが決定されました。この署名運動は来年４月まで

を目標に行い、5 月の通常国会に提出を予定しています。 

    【【【【全国全国全国全国運動運動運動運動推進特別決議推進特別決議推進特別決議推進特別決議のののの要旨要旨要旨要旨】】】】    

１．この「請願署名運動」は、家族会の枠を超え障害者団体や

医療・福祉関係団体など、あゆる団体に理解と協力の要請

を行い、「100 万人署名運動」として成功させる。 

（署名目標は各都道府県の人口比 1％以上） 

２．また、署名運動と並行して 

1） 国会議員への理解と協力を働きかけていく 

2） 交通運輸会社への協力を働きかけていく 

３．全国の総務省地方管区行政評価局へ「交通運賃格差是

正のあっせん申請」を行う 

４．全国統一行動の設定など    

≪国会請願署名のお願い≪国会請願署名のお願い≪国会請願署名のお願い≪国会請願署名のお願い≫≫≫≫    

大分大分大分大分県連では〔みんなねっとの特別決議県連では〔みんなねっとの特別決議県連では〔みんなねっとの特別決議県連では〔みんなねっとの特別決議〕〕〕〕に基づいてに基づいてに基づいてに基づいて全力全力全力全力

でででで署名署名署名署名運動運動運動運動を展開してを展開してを展開してを展開していきいきいきいきます。ます。ます。ます。是非とも是非とも是非とも是非とも皆様の絶大なご協皆様の絶大なご協皆様の絶大なご協皆様の絶大なご協

力力力力とご尽力とご尽力とご尽力とご尽力をお願いいたしますをお願いいたしますをお願いいたしますをお願いいたします。。。。    

 

 

≪≪≪≪全国の家族と家族会をつなぐ機関誌全国の家族と家族会をつなぐ機関誌全国の家族と家族会をつなぐ機関誌全国の家族と家族会をつなぐ機関誌≫≫≫≫        

            ≪≪≪≪最新の精神保健医療福祉の情報誌最新の精神保健医療福祉の情報誌最新の精神保健医療福祉の情報誌最新の精神保健医療福祉の情報誌≫≫≫≫    

「月刊みんなねっと」 購読 (賛助会員加入)しませんか！ 

・個人 3,500 円  ・団体 3,000 円×人数（2 名以上） 

   〈郵便局振込先〉 

〔みんなねっと〕 （全国精神保健福祉会連合会） 

〔口座番号〕 00130－0－338317  

    *７月以降のお申込みで、入会月より送付を希望される方は 

  〔月300 円×翌年３月までの月数〕をお振込み下さい。 

                                


