平成 26 年度
第１回会合

事業報告

日時 平成２６年４月１７日(木) 午後１時３０分～
場所

かがわ総合リハビリテーションセンター 福祉センター 第１会議室

◎全国の動き
障害者政策委員会（12 回）
日時 平成 26 年４月 28 日（月）13:30～16:30
場所 中央合同庁舎４号館 220 会議室
議事
１． 第２次障害者基本計画の実施状況について
２．障害者差別解消法に基づく基本方針について
３．関係団体からのヒアリング
◎第５回定期総会について
日時 平成２６年５月２２日(木) 午後１時３０分～
場所 リハビリセンター ＡＶ会議室
・平成２５年度事業報告
・平成２５年度会計報告
・平成２５年度監査報告
・平成２６年度事業計画（案）
・平成２６年度収支予算（案）
・平成２６年度役員改選
◎ホームページの作成について
第２回会合

日時 平成２６年６月２３日(月) 午後１時３０分～
場所

かがわ総合リハビリテーションセンター 福祉センター 第１研修室

◎障害者差別解消法について
◎ホームページの作成について
アドレス http://k-shogaiforum.jimdo.com/
◎次回の勉強会
８月１１日（月）第２研修室
９月２５日（木）
第３回会合 日時 平成２６年８月１１日(月) 午後１時３０分～
場所

かがわ総合リハビリテーションセンター 福祉センター 第２研修室

◎障害者差別解消法について
◎ホームページの作成について
アドレス http://k-shogaiforum.jimdo.com/
◎次回の勉強会
９月２４日（水）ＡＶ会議室
第４回会合 日時 平成２６年９月２４日(水) 午後１時３０分～
場所
◎全国の動き

かがわ総合リハビリテーションセンター 福祉センター 第２研修室

障害者政策委員会（13 回）
日時 平成 26 年９月１日（月）14:00～16:30
場所 中央合同庁舎 4 号館 620 会議室
議事
１． 委員紹介
２． 委員長選出
３． 障害者差別解消法に基づく「基本方針」の策定について
障害者政策委員会（14 回）
日時 平成 26 年９月 22 日（月）13:30～16:45
場所 中央合同庁舎 4 号館 220 会議室
議事
１．障害者差別解消法に基づく基本方針について事業者等からのヒアリング
障害者政策委員会（15 回）
日時 平成 26 年９月 29 日（月）13:30～16:55
場所 中央合同庁舎 4 号館 220 会議室
議事
１． 障害者差別解消法に基づく基本方針について事業者等からのヒアリング
◎平成２６年度の香川県や市に対する要望について
◎条例の作成について
◎次回の定例会
１０月１６日（木）
第５回会合 日時 平成２６年１０月１６日(木) 午後１時３０分～
場所

かがわ総合リハビリテーションセンター 福祉センター ＡＶ研修室

◎全国の動き
日時：平成２６年１０月１４日（火）12：30～14：40
場所：参議院議員会館 B107 会議室（東京都千代田区永田町 2-1-1）
主催：日本障害フォーラム（JDF）
セミナー・学習会：国連障害者権利条約障害者権利委員会報告会
障害者政策委員会（16 回）
日時 平成 26 年 10 月 20 日（月）13:30～16:00
場所 中央合同庁舎 4 号館 220 会議室
議事
１．障害者差別解消法に基づく基本方針（素案）について
障害者政策委員会（17 回）
日時 平成 26 年 10 月 27 日（月）13:30～16:00
場所 中央合同庁舎 4 号館 220 会議室
議事
１．障害者差別解消法に基づく基本方針（素案）について
◎平成２６年度の香川県や市に対する要望について
◎条例の作成について
◎次回の定例会

１１月２０日（木）
◎全国の動き
障害者政策委員会（18 回）
日時 平成 26 年 11 月 10 日（月）13:30～16:00
場所 中央合同庁舎 4 号館 220 会議室
議事
１．障害者差別解消法に基づく基本方針（案）について
第６回会合 日時 平成２６年１２月１８日(木) 午後１時３０分～
場所

自立ケアシステム事務所(リハビリテーション東側 TEL 087―866―6317)

◎全国の動き
日時：2014 年 12 月 4 日（木）10 時 30 分～16 時 30 分
場所：有楽町朝日ホール（東京都千代田区有楽町 2-5-1 有楽町マリオン 12 階）
主催：日本障害フォーラム（JDF）
セミナー・学習会：JDF 十周年記念全国フォーラム
権利条約の批准と私たちの社会～私たち抜きに私たちのことを決めないで～
◎平成２６年度の香川県や市に対する要望書提出・回答について
・１１月１１日 坂出市
・１１月１９日 東かがわ市
・１２月２４日 三豊市

・１１月１１日 観音寺市

・１１月１９日 丸亀市

・１１月２５日 さぬき市

・１２月１７日

善通寺市

・１２月２６日 高松市

・１月１６日 香川県・香川県議会
回答
・１２月１１日 東かがわ市

・１月７日 観音寺市

・１月２１日 高松市

・１月２８日 三豊市
・１月３０日 善通寺市
・３月９日

・２月１８日 丸亀市

・２月１９日 香川県

さぬき市

◎条例の作成について
◎２７年度地域フォーラムについて
第７回会合 日時 平成２７年１月２２日(木) 午後１時３０分～
場所

自立ケアシステム事務所(リハビリテーション東側 TEL 087―866―6317)

◎条例の作成について
◎２７年度地域フォーラムについて
・高松市
日時 平成２７年８月３０日(日) 午後１時～４時
場所 香川県社会福祉総合センター１階 コミュニティホール
講師 ＪＤＦ条約小委員会事務局

崔

栄繁（さい

たかのり）

第８回会合 日時 平成２７年３月１９日(木) 午後１時３０分～
場所

自立ケアシステム事務所(リハビリテーション東側 TEL 087―866―6317)

◎条例の作成について

