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８月11日（土）12日（日）
会 場
８月11日　全体会 ８月12日　分科会・学習講座

広島国際会議場
広島市中区中島1-5（広島平和記念公園内）
JR 広島駅から路線バス、市内電車で25～30分

広島市立大学、広島医療保健専門学校、
専門学校広島工学院大学校
広島市安佐南区大塚東3丁目4-1/2-1　
※JR横川駅、アストラムライン大塚駅から臨時バス（有料）運行
※自動車は広島市立大学、広島医療保健専門学校の駐車場（無料）を利用

全国障害者問題研究会

第46回全国大会
広島2012

大会テーマ

つなげよう　みんなのねがい
たしかめあおう　人間の尊厳
ねづかせよう　発達保障
きずこう　平和でインクルーシブな社会

後援　広島県／広島市／広島県社会福祉協議会／広島市社会福祉協議会／中国新聞社／産経新聞社／朝日新聞広島総局／毎
日新聞広島支局／読売新聞広島総局／ＮＨＫ広島放送局／中国放送／広島テレビ／広島ホームテレビ／テレビ新広島

協賛　日本障害者協議会／障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会／きょうされん／全国肢体障害者団体連絡協議会／全
国手話通訳問題研究会／全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会／全国心臓病の子どもを守る会／全日本視覚障害者協議会／全
日本ろうあ連盟／日本自閉症協会／日本知的障害者福祉協会／日本てんかん協会／人間発達研究所／ひかり協会

全国障害者問題研究会　　　　http://www.nginet.or.jp/
東京都新宿区西早稲田2-15-10 西早稲田関口ビル４F　　〒１６９－００５１
TEL ０３－５２８５－２６０１　FAX ０３－５２８５－２６０３

全障研広島大会準備委員会　　http://zensyouken-h.net/
広島市東区光町2丁目9-24 広島ロードビル302　　〒７３２－００５２
TEL ０８２－５６８－８６１２　FAX ０８２－５６８－８６１３

主　催
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８／11（土） 受付 全体会
（※1） （全国総会）
（特別企画）

保育・なかまのつどい

８／12（日）
受
付 分科会・学習講座 昼食 分科会・学習講座 ※１　ガイダンス＋運営者会議

保育・なかまのつどい

　2012の夏、広島においでください
私たちは、広島大会の「つなげよう　みんなのねがい」というテーマを決め、広島の総力を挙げて準
備にとりくんできました。
障害、福島は、広島といろいろな意味でつながっています。私たちは準備の過程で問題意識を深めて
きていますが、全国大会においては、全国の皆さんと一緒にさらに問題意識を養うことができることを
期待しています。
広島ならではの企画もたくさんありますよ。
真夏の広島は本当に暑いですが、皆さんの積極的な参加を心からお待ちしています。

全障研第46回全国大会（広島）準備委員長　浅井基文（前広島市立大学平和研究所所長）

８月11日（土）　全体会（広島国際会議場）

12：00　　受　付
12：40　　オープニング「生

いのち

命の詩
うた

」（総勢100人の和太鼓）
 
13：00　　開　会
基調報告　常任全国委員会
重点報告
①私のねがい―自立支援法の廃止と平和　秋保喜美子さん
②東日本大震災から1年半―福島からのメッセージ
 
14：00　　記 念 講 演　佐藤光雄さん
「反核・平和運動ひとすじに」
1937年広島市生まれ。疎開で被爆は
免れたが、原爆で身内13名を亡くす。
このことが世界から核兵器をなくす運
動に携わってきた原点になっている。
現在、日本平和委員会代表理事、原水
爆禁止世界大会実行委員会運営委員会
代表。著書『燐が燃えたまちヒロシマ』
（本の泉社）

 
15：00　　休　憩
15：30　　文 化 行 事
　　　　合唱構成劇「つなげよう みんなのねがい」

８月12日（日）　分科会　　　　　　　　　　　　
（広島市立大学、広島医療保健専門学校、専門学校広島工学院大学校）

※９：00受付　分科会　９：30～16：30

12日（日）　学習講座（広島市立大学講堂）

※学習講座は事前予約制です。
※大会参加費に加えて、500円の資料代が必要です。

９：30～12：00（休憩を含む）
①子どもに学んで語りあう
茂木俊彦さん（桜美林大学、全障研顧問）

13：00～14：30　※②と③から１講座を選択
②発達障害の人たちのライ
　フサイクルを通じた発達
保障
別府悦子さん
（中部学院大学）

③Happy
　─西原海 いのちのメッセージ
西原由美さん
（重い障害のある海さんの
母親）

14：50～16：20　※④と⑤から１講座を選択
④人間の尊厳と平和
　―ヒロシマと広島
浅井基文さん
（前広島市立大学平和研究所）

⑤障害者のくらし・人権と
　社会福祉

鈴木 勉さん（佛教大学）

16：10～17：00（分科会運営者会議　広島国際会議場会議運営事務室）
17：00～19：00（全国総会　来年の青森大会への引き継ぎも行います　広島国際会議場会議運営事務室）

大会日程

 
16：00～16：15　全障研全国大会ガイダンス　初めて全国大会に参加する方を対象に、全障研の活動や全国大会

について解説します。

16：20～17：50　特別平和企画①　朗読・被爆体験を聞く　＊全体会と同会場
16：30～18：30　特別平和企画②　慰霊碑と被爆建物めぐり（案内者あり、先着200名）

＊大会参加申込書に記入が必要です。



広島大会の参加申込み方法
締切日までに「予約」でお申込みください。当日参加の場合、準備の都合上、学習講座、保育、なかまのつどい
（障害のある青年成人期の人を対象にした取り組み）、障害のある方のサポートのお申込みはできません。
大会参加費（資料代金含）
（予約申込み）全障研会員5,500円／一般6,000円
　　　　　　　学生・障害者（全障研会員3,500円／一般4,000円）
（当日参加）　7,000円
弁当代金（８月12日の昼食）　800円（お茶付）
学習講座資料代　  500円（大会参加費とは別に必要です。）
大 会 報 告 集　2,000円（12月末に発行されます。税・送料サービス）
保育の費用　８月11日：800円（昼食なし）　12日：1,300円（昼食付き）
＊障害児の保育となかまのつどいは無料です。
＊保育となかまのつどいの調査書は、７月20日以降に準備委員会より郵送されます。

予約申込み締切日　　７月13日（金）　厳守
申込み・お問い合わせ 名鉄観光サービス㈱広島支店

（担当）兼田・森本・本多
〒730-0013　広島市中区八丁堀5-7

ＴＥＬ　082－227－2281（営業時間９時00分～18時、土・日・祝祭日は休み）
ＦＡＸ　082－227－8863（ＦＡＸをご利用の方は、番号間違い、用紙の表裏にご注意ください。送信後に
　　　　　　　　　　　　　　　「送信確認」を行い、お手元に申込書を保管してください。）
①　参加申込書に記入し、郵送またはＦＡＸにて名鉄観光サービス広島支店にお申し込みください。
②　申込書受信（郵送の場合は受け取り）後、弊社より数日中に「受信確認書」をＦＡＸにて返信致します。
　　これは申込内容の確定ではありません。（万一受付確認の返信がない場合には、お問合せ下さい。）
③　７月20日以降に請求書と参加券類を郵送します。請求書到着後、ＡＴＭにて指定銀行口座に「受付番号」と
「申込者名」を入力してお振り込みください。

④　振込期日（請求書に記載）までにご入金（お振り込み）がない場合、ご入金の有無に関わらず、下記の取消
料金が発生します。あらかじめご了承ください。

取消料金 取消・変更は、名鉄観光サービス広島支店に書面にてご連絡ください。取消の基準日は、郵便局の消印日、ま
たはＦＡＸの着信日を有効とします。無連絡の場合は取消料金が100％となります。

30～21日前 20～８日前 ７日～２日前 前　日 当　日
参加費・学習講座費 無　　　　料 申し訳ございませんが、ご返金できません。
保　　 育 　　料 無　　　　料 無　　　　料 無　　　　料 ５０％ １００％
宿　　　　　　泊 無　　　　料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％
オプショナル企画 ２０％ ５０％ ５０％ ５０％ １００％
弁　　　　　　当 無　　　　料 無　　　　料 無　　　　料 ５０％ １００％

国内旅行総合保険加入のおすすめ 安心してご参加いただくために、任意の旅行保険加入をお薦めします。
２日間（１泊２日まで）　※４日間（３泊４日まで）のプランもあります。

保　険　タ　イ　プ Q22（500円） Q23（1,000円）
死 亡 ・ 後 遺 障 害 ５３３万円 ８７１万円
入 院 保 険 金 日 額 ６,０００円 １２,０００円

手 術 保 険 金 支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金
日額の 10倍・20倍又は 40倍となります。  

支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金
日額の 10倍・20倍又は 40倍となります。

通 院 保 険 金 日 額 ４,０００円 ８,０００円
賠 償 責 任（免責 0 円） ３,０００万円 ５,０００万円
携行品損害（免責3,000円） ５万円 ２０万円
救 援 者 費 用 ５０万円 ５０万円

個人情報の取扱いについて
名鉄観光サービス㈱は、「予約参加申込書」内の個人情報について、大会運営のため、参加申込み・受付管理、参加者との連絡、輸送・宿泊施
設等の提供するサービスの手配及び受領等のための手続きに利用させていただく他、必要な範囲内での当該機関及び手配代行者に提供します。
また、全障研広島大会準備委員会に提供いたします。それ以外の目的でご提供いただく個人情報を利用いたしません。



第46回全国大会（広島）分科会一覧　（会場は広島市立大学含む隣接の３会場です＊）
分科会　　番号・名称 主な内容 会場

乳幼児期の実践
１　障害の早期発見と
　　地域療育システム
２　通園事業・通園施設における
　　保育・療育
３　保育所・幼稚園における
　　保育・療育

４　発達のおくれ

５　自閉症・自閉的傾向

６　多動な子・集団参加が困難な子

７　肢体不自由・重症児

学齢期の実践
８　就学・修学と教育条件整備

９　発達的な視点と「アセスメント」

10　通常学校の特別支援教育体制
　　づくり

11　通常学級・通級指導

12　障害児学級

13　特別支援学校制度と
　　学校の再編
14　センター的機能と
　　コーディネーター
15　障害児学校の教育課程と
　　授業づくり

16　後期中等教育・卒後の課題

17　寄宿舎教育・生活教育

18　放課後保障と地域での生活

19　国語とことばの発達

20　算数・数学

21　理科・社会・生活・総合学習

22　交流、共同教育、
　　障害理解学習

青年期、成人期の実践
23　作業所・授産施設の
　　運営と実践

24　障害の重い人の日中活動

25　一般就労

26　生活施設・グループホームの
　　運営と実践

27　地域での生活と支援

28　女性障害者

29　壮年期・高齢期・中途障害



30　青年学級、文化活動

◇ライフステージを貫く実践と課題
31　重症心身障害１　笑顔の獲得などを課

題とする人たちの生活と発達
32　重症心身障害２　人やものに向かう力な

どを課題とする人たちの生活と発達
33　視覚障害のある人たちの
　　生活と発達
34　聴覚障害のある人たちの
　　生活と発達

35　知的障害のある人たちの
　　生活と発達

36　肢体障害のある人たちの
　　生活と発達

37　病弱などの人たちの
　　生活と発達

38　自閉症の人たちの生活と発達

39　LD、ADHD、高機能自閉症等の
　　人たちの生活と発達
40　精神障害のある人の
　　生活と権利

41　障害のある人と音楽

42　障害のある人の健康と
　　スポーツ

43　障害のある人と造形表現活動

44　障害のある人の性と生

45　障害者運動

46　まちづくりとバリアフリー

◇特別分科会
特別１　平和の分科会

特別２　障害者権利条約と制度改革

特別３　親、きょうだい
　　　　家族のつどい
特別４　障害児入所施設の現状と
　　　　今後を考える

特別５　なかまの分科会

＊各分科会会場は当日の「大会要項」でお知らせします。広島市立大学は上履きは不要ですが、広島医療保健専門
学校、広島工学院大学校は上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
履きが必要です。ご持参いただければ幸いです。

分科会レポートの提出方法
全
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
国事務局に

７月６日（金）までに全
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
国事務局に提出してください 「レ

ポート集」

自主出版物の委託方法
「取扱方法」と申込書

７月６日（金）までに所定の申込書で大
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
会準備委員会（広島）



ＦＡＸ ０８２－２２７－８８６３ 名鉄観光サービス㈱広島支店
第46回全国大会（広島）参加申込書　申込日　　月　　日（整理番号　　　　　　）　

名　

前

ふりがな

歳

男
・
女

■障害種別（○印）
視覚・聴覚
肢体不自由
知的障害
その他

■希望するサポート
＊希望に○印を。後日、準
備委員会より個別に連絡さ
せていただきます。

①移動サポート
車いす（電動・手動）
視覚障害
歩行困難による移動
②昼食の食事介助
③トイレの介助
④手話通訳
⑤要約筆記
⑥点字資料
⑦その他
　（　　　　　　　　　）

参
加
券
等
郵
送
先

ふりがな

〒□□□ -□□□□（勤務先名、マンション名まで必ずご記入ください）

ＴＥＬ（自宅・勤務先・携帯）　　　　　　（　　　　　　）

ＦＡＸ（自宅・勤務先）　　　　　　　　　（　　　　　　）

電子メール

日中の連絡先ＴＥＬ（自宅・勤務先・携帯）　　　　　　（　　　　　　）

大会参加費（○印） 参加分科会 学習講座申込 大会報告集
（○印）全障研会員　5,500円

一般　　　　6,000円
＊学生・障害者
　　会員　　3,500円
　　一般　　4,000円

分科会番号（　　　　　） ※講座資料代　500円
※受講する講座に○をつけてください。

①茂木俊彦
②別府悦子　or　③西原由美
④浅井基文　or　⑤鈴木勉

分科会名称

予約
2,000円

大会参加日（○印）
11日（土）　12日（日）

弁当予約 12日、分科会・講座会場への交通機関（○印） 11日、特別平和企画②碑めぐり（○印）

12日（日）800円 臨時バス（横川駅・大塚駅）・自家用車・その他 参加希望（無料）

宿泊申込　申込記号（例①-Ｓ）を記入 バリアフリーの条
件が整っているホ
テル希望（○印）

ツイン同室者名
11日（土）＊第２希望も必ずご記入ください

（第１希望） （第２希望）
有

保育申込　　11日（土）800円（昼食無）　・　12日（日）1,300円（昼食付）　＊１人分の費用　＊障害児は無料です

名
前

男
・
女 歳

障害
有
無

特記事項

名
前

男
・
女 歳

障害
有
無

特記事項

なかまのつどい申込　　11日（土）（昼食無）　・　12日（日）（昼食付）　＊費用は無料です

名
前

男
・
女 歳

特記事項

国内旅行総合保険申込書の送付希望（○印） オプショナル企画申込（○印）　　＊旅行社主催

申込書送付希望する 希望する ディナークルーズ
11,000円

※ご希望者には後日加入申込書を別途お送り致します。

参加費
＋

学習講座費
＋

大会報告集
＋

弁当代
＋

宿泊費

円 円 円 円 円

保育費
＋

旅行保険
＋

オプション企画
＝

総合計

円 円 円 円



●広島市立大学行きバス付きプラン　8月11日の宿泊＋12日朝の片道バス（ホテル→広島市立大学）
8月12日（日）ホテル前（8時20分頃）→広島市立大学（9時頃到着）
・分科会会場へ向かう交通機関は混雑が予想されます。ホテルから直行するバスプランをご用意しました。
・必ずお座りいただけます。定員がありますので、お早めにお申込下さい。
・バスはリフト付きではありません。車いすをご利用の方は名鉄観光広島支店にお問い合わせください。
・①～⑨のホテルの朝食は6時45分からです。
・前泊、後泊をご希望の場合は、1泊お一人1,200円引きとさせていただきます。

（お一人様料金／１泊朝食付・税・サービス料込）
地区 申込記号 部屋タイプと料金 ホテル地図番号・ホテル名（最寄り駅）
紙屋町 ①－Ｓ シングル 13,800円 ①リーガロイヤルホテル広島（広電紙屋町西駅徒歩3分）①－Ｔ ツイン 11,700円

平和
大通り

②－Ｓ シングル 13,800円 ②ＡＮＡクラウンプラザ広島（広電袋町駅徒歩3分）②－Ｔ ツイン 11,700円
③－Ｓ シングル 12,700円 ③ダイワロイネットホテル広島（広電中電前徒歩1分）③－Ｔ ツイン 12,200円
④－Ｓ シングル 10,700円 ④オリエンタルホテル広島（広電胡町徒歩10分）④－Ｔ ツイン 09,700円
⑤－Ｓ シングル 10,700円 ⑤サンルートホテル広島（広電放送会館前駅徒歩3分）⑤－Ｔ ツイン 09,700円
⑥－Ｓ シングル 10,700円 ⑥三井ガーデンホテル広島（広電袋町駅徒歩7分）⑥－Ｔ ツイン 09,700円
⑦－Ｓ シングル 09,700円 ⑦ホテル東急ビズフォート（広電八丁堀駅徒歩7分）⑦－Ｔ ツイン 08,200円
⑧－Ｓ シングル 09,400円 ⑧ホテル法華クラブ広島（広電袋町駅徒歩5分）⑧－Ｔ ツイン 08,200円
⑨－Ｓ シングル 07,700円 ⑨コンフォートホテル広島（広電中電前徒歩2分）⑨－Ｔ ツイン 06,200円

●通常の宿泊プラン（お一人様料金／1泊朝食付・税・サービス料込）
地区 申込記号 部屋タイプと料金 ホテル地図番号・ホテル名（最寄り駅）

広島駅

⑩－Ｓ シングル 13,650円 ⑩ホテルグランヴィア広島（広島駅徒歩1分）⑩－Ｔ ツイン 11,550円
⑪－Ｓ シングル 10,500円 ⑪ホテルセンチュリー21（広島駅徒歩5分）⑪－Ｔ ツイン 08,500円
⑫－Ｓ シングル 10,500円 ⑫ホテルＪＡＬシティ（広島駅徒歩10分）
⑬－Ｓ シングル 07,400円 ⑬ホテルヴィアイン広島（広島駅徒歩1分）⑬－Ｔ ツイン 06,000円

紙屋町 ⑭－Ｓ シングル 08,900円 ⑭メルパルク広島（広電紙屋町西駅徒歩1分）⑭－Ｔ ツイン 07,800円

八丁堀

⑮－Ｓ シングル 09,500円 ⑮ブルーウェーブイン広島（広電胡町駅徒歩5分）⑮－Ｔ ツイン 09,500円
⑯－Ｓ シングル 09,200円 ⑯チサンホテル広島（広電胡町駅徒歩2分）⑯－Ｔ ツイン 08,200円
⑰－Ｓ シングル 08,000円 ⑰ホテルユニゾ広島（広電縮景園前徒歩5分）⑰－Ｔ ツイン 07,000円

●ホテルから分科会会場への交通機関
　「地図・交通アクセス」のページをご参照ください。

宿泊のお申込みについて
●申込書記入欄に申込記号（シングルとツインで記号が異なります）をご記入ください。
●第２希望まで必ずご記入ください。予約受付先着順でのホテル決定となりますので、お早めにお申込みください。
●ツインご希望の方は、同室者名を必ずご記入ください。
●比較的バリアフリー条件が整っているホテルは、①、②、③、④、⑥、⑦、⑩です。
●支部・グループ単位での宿泊、また前泊、後泊を希望される場合は、名鉄観光サービス㈱広島支店へご相談ください。

宿泊施設のお知らせ（決定通知）について
宿泊施設の決定、所在地、連絡先については、7月17日以降に名鉄観光サービス㈱広島支店よりお知らせいたします。




