
 

平成 28 年度 第１回横浜市障害者就労支援推進会議 議事録 

日時 平成 28 年７月１日（金） ９時 30 分～12 時 

場所 KRC ビル 大会議室 

出席者 松為委員、石川委員、倉澤委員、坂本委員、田中委員、長谷委員、平野委員、望月委員、山田委

員、吉宮委員 

【オブザーバー】坂本氏、村山氏 

欠席者 【オブザーバー】星野氏 

開催形態  公開 

議題 １ 議題 

（１）障害者就労支援センターについて              

・障害者就労支援センターにおける自己点検及び有識者ヒアリングの実施について 

・障害者就労支援センターのあり方検討について 

（２）障害者就労啓発事業について                

  ・障害者雇用のための企業交流会、出前講座の開催について   

・障害者雇用好事例データベースについて        

  ・今後の企業啓発事業について（意見交換） 

・施設職員を対象とした就業体験の実施について 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

２ 報告   

（１）障害者共同受注・優先調達推進事業について         

・よこはま障害者共同受注総合センターの実績について  

・障害者就労施設等からの優先調達における平成 27 年度実績の報告及び 28 年度方針の策定

について  

（２）平成 28 年度予算概要について 

決定事項 推薦により、松為委員を委員長として、選出。 

議題 １ 議題 

（１）障害者就労支援センターについて 

・障害者就労支援センターにおける自己点検及び有識者ヒアリングの実施について 

【事務局】就労支援センター（以下、センター）の自己点検及び有識者ヒアリングについては、

市内９か所のセンターの方向性を揃えて、支援が一定水準に保たれること、及び支援の向上を目

的に、25 年度から実施している。具体的な流れとしては、まずは、市の点検基準に基づき各セ

ンターが自己点検を行う。そして、点検結果を基に、市が各センターにヒアリングをして評価を

行う。最後に、各センターにヒアリング結果を報告する。ヒアリング及び評価は市内９か所の全

センターで毎年実施するのではなく、毎年２、３センターずつ行っている。今年度は上大岡就労

支援センター、日吉就労支援センターの２センターで実施する。今年度で市内９か所の全センタ



ーを一巡することになる。ヒアリング及び評価は、市だけでなく、専門的・客観的な意見をもら

うため、有識者の方にも同行してもらっている。有識者を本会の委員から３名選出したい。３名

は、学識経験者、労働分野、障害者団体から松為委員、坂本委員、石川委員にお願いしたい。 

（異議なし） 

【委員長】みなさんよろしいか。 

【全会一致】 

【事務局】ヒアリング実施は 11～12 月、年明けに結果をまとめる予定。 

 

・障害者就労支援センターのあり方検討について 

【事務局】昨年度からあり方検討をしている。各関係機関の会議でもあり方検討の報告をしてい

る。就労支援センターは市内９か所にあり、障害のある方の就労相談、定着に向けた相談をして

いる。あり方検討を行った経過は、障害者の増加、特に精神障害者の増加の現状があり、企業も

障害者雇用の機運が高まっていること、また、就労支援センターと重複する支援をする就労移行

支援事業所が増えていること、差別解消法が施行された。平成 30 年には精神の雇用が義務化さ

れること、こういった流れの中でセンターが何をすべきか検討している。地域活動ホームや生活

支援センターなどから課題を聞き取り、方向性を３つに定めた。方向性に基づき、検討を行う。 

方向性１は就労支援の手法や内容の充実、どこに住んでいても支援が受けられること。就労支援

は、９か所のセンターでバラつきが有り、サービスの標準化を行うことを検討する。相談支援は、

専門性をもった一次相談を行う。就労に関するどんな相談でも受けよう、ということ。企業への

支援は、雇用率が上昇し、障害者雇用はやったことがないからどうしたらいいか、という数が増

えている。相談にどう対応したらいいか。検討したい。 

方向性２は、就労支援ネットワークの構築。関係機関との連携の仕組み作りをやりたい。就労移

行支援事業所、特別支援学校との役割の分担が不明確。地域の関係機関との連携も大事。 

方向性３は、職員の人材育成。テーマとしては支援の質の向上。精神障害で働きたい方が増えて

いる。過去に精神・発達障害等の支援を行ってこなかったセンターもある。知識の整理、習得に

向けて研修を行うことを目指す。研修は法人ごとでバラバラだったので、９センター共同で研修

することを検討している。内容の詳細を今年度つめたい。 

資料１－３は今年度のセンターでの取組のスケジュール。具体的な取組を定める。あり方検討は

年６回開催する。センター連絡会は年４→６回に増えた。あり方検討会は方向性１～３を各月で

分けている。スケジュールに基づいて検討していきたい。並行して就労移行支援事業所、特別支

援学校との連絡会議を開く。特別支援学校は３年目。就労移行支援事業所は今年１月に初めて実

施した。年２回連絡会議を開いて、役割分担を話し、必要があればルールづくりをする。今年度

からは、医療機関との連携を検討する。（就労支援機関としては）医療の話がよく分からないと

いう声がある。医療からも就労については分からないとの声がある。情報共有して、有効な連携

を図ろう、ということをセンターから進める。病院のどこか、医者なのか、ワーカーなのか、ど

こと連携するか、今年度の取組は具体的には決まっていないので、委員のみなさんからも意見が



欲しい。 

推進会議では今年度の取組みを報告する。 

【長谷委員】これだけの議題をあり方検討で話しているが、定例会議だけでは課題検討が追い付

かないため、あり方検討の事務局会議を開催している。４センター長が集まり、事務局的役割を

しながら効率的に議論をすすめている。就労支援センターが発足したのが平成３年、東部が１号、

そこから 25 年経過した。法人の考え方、手法、成り立ち、色々な技法が独自進化したが、法人

の垣根を越えてやっていこう、というのが今回のあり方検討の意義だ。就労支援センターの質の

向上、就労移行支援事業所や特別支援学校との連携、企業との連携の中で就労支援を行わないと

いけない。難しい課題に挑戦している。いろいろな形で意見もらえれば。 

【田中委員】どういう支援を実施しているのか。 

【長谷委員】就労支援センターでは、求職支援、定着支援、企業支援などを行なっているが、利

用者に対しては、まずニーズを伺い、どのような支援を必要としているのかを聞き取り、そこで

就労支援に入るのか、または別の生活面の支援を必要としているのか、準備を高めるのかなど、

アセスメントをとっていきながら支援を進めていく。その中で福祉的事業の利用や医療の利用が

必要であればつなぐ支援も行う。また在職中で上手く仕事ができないとか、人間関係の悩み、ま

た企業側の相談も受け定着支援を図っている。 

【田中委員】適性の判断もしているのか。 

【長谷委員】各センターが用いる様々な手法によって、適性の把握はそれぞれ行なっている。 

【委員長】どんな適性判断をしているのか。 

【田中委員】若い人で事務仕事やパソコンの仕事をしたい人が増えている。本人のやりたい気持

ちだけでは仕事にはならない。就労支援センターはどう見極めているのか、適性の判断によって

は本人を説得できるのか。 

【長谷委員】適性の把握の中で、事務、パソコンのスキルを含めて、相談ではお伝えしているが、

就労移行支援事業所との連携体制を作り、就労準備性を高めて就労に向けていく場合もあるし横

浜市職場実習事業を活用するという方法もある。 

【委員長】この仕事が向いている、という判断を厳密にしている支援機関としてない支援機関が

ある。 

【山田委員】健常者も同じで、営業向き、生産向き、事務向きがある。障害の種別は聞くが、そ

れだけではその人が何ができるのか分からない。自社で障害者雇用をした際は、何ができるか聞

いてから丁寧にマッチングしたので、良かった。パソコンが好き、手先が器用、モノづくりが好

き、ずっと同じことができる、飽きっぽいが創造性ある、など、色々ある。やってほしい仕事に

対して人をあてたいと企業は思う。支援側はそうではないのかもしれないが、仕事に対して明確

にこの人はこれができる、と分かりやすく言ってくれるといい。 

【委員長】アセスメントやっているところといないところがある。多様性がある。可能な業務を

切出しするところとしないところもあるのでは。 

【坂本委員】会社訪問して企業を見て、どういう仕事ができるか、検討してもらい、支援機関か



ら人を出してもらうことを検討している。支援機関で特性を見てもらわないと、合う人が出せな

い。支援機関が同行して、どういう仕事ができるのか、見てもらって初めてできる。どういう方

がいて、どういう仕事ができるか、どういう能力があるか、支援機関で見てもらった方がいい。

企業で取りたい、と言われた場合にはなるべく同行している。企業の意向もあるので。 

【委員長】ハローワークも同行するのか？ 

【坂本委員】そういう場合もある。仕事があるので、障害者を紹介してください、では上手くい

かない場合がある。なるべく支援機関に同行して一緒にやっている。雇用が初めての企業では分

からないことも多い。どういう人がいて、どういう特性があり、どういう仕事が向いているか、

見極めておいて欲しい。 

【石川委員】フォローがあれば、候補者があがってくる。発達障害、自閉症は、そのまま言って

も仕事ができない可能性がある。目で分かる視覚的なものがあるだけで可能性が増えていく。こ

の仕事はできないではなく、ある一定までフォローをしてくれたらできるなど、そういうところ

を理解してほしい。持っている障害特性が発揮できるようになっていけたら。 

【委員長】選び方としては、訓練に関して就労移行支援事業所に渡すとか、就労移行支援事業所

とどう連携するのか。就労支援センターとつながりはあるのか、それとも紹介だけか。 

【平野委員】就労支援センターから依頼されることもある。関係機関から紹介の方がいい。就労

移行支援事業所を経由してから就職したほうがよい、と紹介してもらう。 

【長谷委員】就労移行支援事業所との兼ね合いは、どう連携するかは課題。センターから就労移

行支援事業所へどうつなぐか、また、就労移行支援事業所から企業へ就労されるプロセスで、セ

ンターとどの段階で、どういう形で連携を開始するか課題を整理している。就労移行支援事業所

は数が伸びてきている。就労移行支援事業所の連絡会で共有できるとよいと考えている。 

【委員長】精神との連携のあり方について要望あれば。 

【吉宮委員】就労の中で医療の側面がそこまで大きい、少ない、という意見が両方ある。医療の

側面だと、障害特性を見ている。そこに理解、対処することがあればいいのかな、という考えが

ある。就労支援センターに理解してもらう。医療では、他機関に引き継いであとはよろしく、と

いうことが多いが、少し同時進行で追いかけていいと思う。就労支援センターは企業の視点で、

医療は当事者の視点で、両側面から支援できれば、定着が高まる。 

【委員長】就労支援センターでも精神を分かっている人と分かっていない人では様子が違う。 

【吉宮委員】精神障害の人には、認知のゆがみなどがあるのではっきり伝えることがいい場合と

そうでない場合がある。 

【委員長】支援を併行させるのはどこまでできるのか。 

【吉宮委員】医療機関による。医療機関も就労支援センターと並行して定着支援した方がいいと

は思うが、デイケアは報酬が発生しない。全てボランティアだ。 

【委員長】精神障害者は医療的なバックアップを頼りたい。これから精神、発達を知っている職

員を育成しないといけない。定着の問題がいつもでる。 

【望月委員】就労支援センターとの連携については、アセスメントは期待することではある。ス



ピード感持って支援を展開したい。一方で、働くための手だてについての情報が本人に十分届い

ていない現状がある。どのようにしたら働けるのか、生活支援センターで情報提供することには

限界がある。まず、就労に向けて手前の情報提供をしてもらえると助かる。「どこまで準備性が

あるか」というアセスメントも重要であるが、本人の特性に応じた情報提供をしてもらえれば。

地域でのネットワークに関して、９か所あるセンターの自立支援協議会への参画の仕方、役割を

伺いたい。 

【事務局】当該区や隣接区の協議会に参加しているが、18 区あるので、バラバラ。部会の参加

の仕方も、本会だけか、相談部会とか、バラバラ。就労支援部会を立ち上げている区は少ない。

これから要検討。 

【委員長】自立支援協議会には行った方がいい。幅広く情報を得られる。情報共有、センターが

問題になるのは、アセスメントのための情報の様式を決めてない？  

【長谷委員】例えば、特別支援学校との連携の中では、連携のためのガイドラインを定め、情報

提供書を活用していく動きがある。また就労移行支援事業所とも今後活用しよう、という話があ

る。これを応用して機関連携する方法が考えられると思う。 

【委員長】今後、全国の特別支援学校はカルテ形式で義務化される。様式は統一しないと。 

【倉澤委員】就労支援センターに当事者として求めるものは、就労の手助け、定着のための支援、

人材育成。精神障害に対する知識や薬の特性に対する知識があるといい。 

【委員長】３つの方向性、きっちり進めてください。 

 

（２）障害者就労啓発事業について               

 ・障害者雇用のための企業交流会、出前講座の開催について  

【事務局】啓発は支援機関向け企業向けといくつか分かれている。企業交流会、事例データベー

ス、出前講座が企業向け。今年度は県と企業交流会を開催する。企業交流会は、これまでは川崎

市と一緒に企業向けセミナーを実施してきた。今年度、県が企業交流会を開催することになり、

これとも重複しているところがあるので、行政機関が協力してやっていこうと、共催でやってい

く。障害者雇用をしたことがない企業が対象。雇用されている企業がどう雇用したのか、事例を

知る。県としては、７か所実施するが、日程の９月、11 月のみ横浜市が共催する。先輩企業の

話やグループワークなど、実践的なものを予定している。１回目は雇用を考えたことがない、障

害も分からない企業向けに講座内容を検討している。11 月は雇用した経験を持っていても、雇

用率を割っている企業向けにあと１歩を踏み出してもらう。具体的な内容は県と調整して記者発

表等で周知する。 

出前講座は企業交流会とは形式を変え、経済団体に市職員が出向いて、雇用の啓発、簡単な説明

会を実施する。27 年度から市内５か所で出前講座を開催している。雇用をしている企業に協力

してもらっている。出前講座参加企業は、センターや特別支援学校とつながりができたり、雇用

や実習につながったりしたこともある。 

 



・障害者雇用好事例データベースについて   

【事務局】25 年からスタートし、市ホームページで公開している。対象はこれから障害者を雇

用する企業に参考にしてもらうデータを公開している。今 35 社掲載しており、随時増やす。昨

年の第三回の推進会議で提出した資料に誤りがあったので今回訂正した。 

   

・今後の企業啓発事業について（意見交換） 

【委員長】昨年度までの委員は聞いているが、川崎市と共催していた時と形態は変わっている。

出前講座は今回からか？出前講座は社長のトップダウンが期待できる。両方から啓発を進めるや

り方で、高齢・障害・求職者雇用支援機構でもこのやり方だ。 

【田中委員】企業は法定雇用率を達成しないといけない。雇用するということは、給料などの人

件費や事務所を借りる家賃などお金がかかる。障害者も健常者と同じ仕事を行うことは可能だ

が、仕事ができるようになるまでに時間がかかる。ただ、その間も給料や様々な費用が発生する。

雇用しなさい、と言うだけでなく、企業向けの支援が必要だ。親会社が上場している企業でも大

変だ。弊社は親会社には恵まれており、経営は任せてもらっているが、赤字を出すなと言われて

いる。グループ会社からの仕事はあるが、そうではない企業もある。企業体力がないとできない。

支援を考えないと障害者雇用や定着は進まない。横須賀市は雇用１名に対して助成金が出るが、

横浜市はない。支援策を検討してほしい。 

【委員長】助成金は利用しているのか？ 

【田中委員】利用している。しかし、定着の問題がある。新規雇用に対しては助成金が出される

が、定着が進むほど助成金は打ち切られてしまう。 

【山田委員】障害者雇用は、導入以上に定着が大事だ。定着している企業に対してもっと助成す

るべきでは。企業側にではなくとも、本人に跳ね返るようになるといい。自社では、１人しか雇

用していない。障害者を戦略的に入れようとしたわけではなく、流れで。社風が良くなると言わ

れて、悩んでいたところだったので。お金ではない恩恵は受けている、見えない恩恵がある。障

害者雇用で、人件費を安く済ませ儲ける、という発想はない。雇用する人数が多いと管理者コス

トが大変。管理する側が疲れてしまう。続けて雇い入れなかったのは、管理者の問題があったか

らだ。ただ、障害者施設へ外注はしている。 

 

・施設職員を対象とした就業体験の実施について 

【事務局】就業体験とは、障害者雇用企業で障害のある社員が任されている仕事や職場環境、企

業の育成方法を施設職員が実際に体験をし、学んで頂く企画。今年度も６月 14 日から実施して

いる。職員の意識改革に着目した企画。例年との違いは主に３点。１点目は定員が 40 人から 53

人に、受け入れ企業数を 19 社から 21 社に拡充。２点目は対象施設にＡ型事業所を追加し、各事

業所からの参加者を最大１名とした。３点目は振り返り会を開催する。後のフォローアップが必

要で、各事業所で抱える課題を共有してもらうため、内容はグループワークを検討している。参

加状況は、これまで就労移行支援事業所が６～７割だったが、Ｂ型事業所の割合が増えた。１～



３年目までの経験年数の浅い職員が多い。 

 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

【事務局】横浜市役所での、知的障害のある人を対象とした非常勤嘱託員の募集が本日から開始。

雇用開始は来年度の４月１日から。募集案内を市内の障害者就労支援機関や区役所の総合案内、

行政サービスコーナー等に置いてある。関心のある方に情報提供をお願いしたい。 

【事務局】横浜市役所では、精神障害のある方の雇用を目指して、25 年度から健康福祉局障害

企画課においてモデル的にアルバイトとして雇用し、検証を行っている。25 年度までの雇用概

要は資料のとおり。25 年度は週４日、20 時間を半年間、26 年度は週５日、30 時間を１年間、27

年度は週５日、30 時間を１年間、年度途中にもう一人雇用して半年間の雇用として、複数雇用

を実施。28 年度は７月１日からこれまで雇用実績のない発達障害者を雇用する。特に今年度は

医療機関との連携を意識している。昨年度は複数雇用をしていたが、二人とも年度途中で退職と

なった。一人が途中で体調を崩し欠勤となり、もう一人は一人不在の分をカバーしようと自身に

負荷がかかってしまい、結果的に退職となってしまった。退職後にわかったことだが、医療機関

から仕事はこうしたほうがいいと、当時話はあったみたいだが、医療機関との情報交換ができて

いなかった。本人の雇用が上手くいくように支援したい。医療機関との連携事例で上手くいった

ことがあれば、意見が欲しい。 

【委員長】就業体験はもう何年も続いている。立ち上げた時の話だが、養護学校と企業はつなが

っていたが、福祉と企業はつながっていなかったので、できた。施設職員が企業で体験実習する

のは他では聞かない。福祉側に意義があるのか、確認する必要がある。 

【望月委員】必要なことであると思う。こういうことがないとアセスメントが偏る。 

【委員長】支援機関は企業に出さないといけないと思っており、出口を見ながらアセスメントを

行っている。 

中途でやめた方は、送り出す側は定期的なフォローアップができないのか。 

【吉宮委員】外来だけの病院とのつながりは情報がもれることが多い。ワーカーと該当する方が

相談されていたら連携があるが、そうでなければ不確実。 

【委員長】事前に医療機関に申し出してなかったのか。医療的バックアップがあると自分たちが

安心する。病院にこちらからモーションをかけないと。 

【吉宮委員】クリニックと病院は異なる。クリニックは常に診察しているので、電話がつながら

ない。ワーカーがいるとスムーズ。ワーカーのいる病院や主治医以外の誰かがいるところに通所

していると連携が取りやすい。 

【委員長】支援機関が自分の応援団を確保しないとつぶれる。 

【石川委員】精神障害の場合は本人が動くので本人と支援機関のみの関係になってしまう。知的

障害の場合は親が動く。うまく使う方はいる。 

【吉宮委員】精神障害は家族関係について、働いている方はうまく関係とっている方が多いので、

ご両親が出てこない。 



【委員長】発達障害は親が出る。 

【石川委員】ほぼ親がでる。出す側が情報くれないと前回言っていた。こういうケースは全て言

ってくださいと言って、うまくいくと言って進める方がいい。 

【委員長】病院は情報出しづらいのか。 

【吉宮委員】使えないというより、分からないという方が多いのでは。産業医の精神科医とクリ

ニックの精神科医は就労の捉え方の違いがある。街の精神科医は分からない。 

【委員長】統一したアセスメントシートがいる。受け手側がどんな情報が必要か分かる。 

【山田委員】企業同士の話でも精神障害の雇用の課題は共通して出てくる。雇用のトラウマがあ

る会社も多い。企業は 10 年いてほしいがまずたどり着かない。精神障害の方は知能は高いので、

期待するが、突然ぱっと来なくなる。企業としてはそれでは困ってしまう。知的障害、発達障害

は受入れやすい。精神障害は苦戦する。難しい情報ほど共有した方がいい。あまり期待して仕事

を任せ過ぎると、任せた仕事が途中で止まってしまう。ＳＥとか。ＳＯＳを発信してもらえると

よい。 

【委員長】精神はトラウマがあるので、どうクリアするか。 

【望月委員】生活支援では症状にプロセスがあるのは分かっている。例えば、頑張りたい、頑張

りすぎる、その結果、つぶれてしまうようなことがある等。自分のことが分かり、周囲に発信で

きるか。クライシスにつながる側面をどう周りと共有できるか。本人が安心して話せる環境や関

係づくりづくりが必要。 

【委員長】合理的配慮は企業に責任が求められる。当事者自身がセルフコントロールの訓練をし

てほしい。企業が苦労するだけだから。 

【山田委員】信号を発してもらえれば。そうでないと分からない。時間かければ経験で分かるが、

分かる前に終わってしまう。 

【吉宮委員】デイケアでＳＯＳ出す訓練はしている。変わっていく可能性がある。 

【田中委員】病院には本人の同意がないと情報を出してもらえない。本人が出さないと分からな

い。 

【吉宮委員】３者で同席して話すと話が通りやすい。 

【委員長】出さないと、不利益でなく、出さないと本人が困る。配慮してもらいたいなら、自分

の状況を開示しないとだめ。開示しないと配慮する必要なし。そういう教育をしてもらいたい。 

【田中委員】弊社では、月に１回、指導員が面談する。精神は波があるケースが多い。指導員が

それを受けて、鬱になることが過去に何件かある。そこで線引きをして、会社内部の相談は受け

るが、それ以外は支援機関の支援員にする、とした。 

【委員長】精神は自分で自分の応援団つくらないといけない。医療は常にバックアップしないと。 

【吉宮委員】精神障害は認知面の問題を言われている。医療機関でも分かりづらい。それを理解

すると企業側でも分かりやすい。感じ方の特徴のようなものがある。 

 

（２）報告   



 ア 障害者共同受注・優先調達推進事業について         

・よこはま障害者共同受注総合センターの実績について  

【事務局】障害者の社会参加や工賃の向上を目的に昨年の４月に開設し、運営は市の社会福祉協

議会に委託している。事業所登録状況について、登録事業所は開設から 219 か所で比較的小規模

の事業所が多い。27 年度の登録事業所数の目標は 130 か所なので、大幅に目標を超えた。受注

センターとしては、これら事業所の作業内容、作業能力を把握することを昨年度重視。今後、研

修を通じた技術的支援、自主製品の販路拡大等を通じて受注発注を支援していく受注調整状況に

ついて、27 年度は、237 件の問い合わせがあった。全体として、市役所内部からの依頼が多く、

内容としては印刷関係が多い。イベント啓発物（自主製品）等の発注も年度継続してあったケー

スもある。清掃関係は他の作業と比べると 1 件あたりの単価が高めである。資料「民間企業等」

の中には社協も含んでいる。受注不可となったケースは、印刷が主で、多くが専門的な機器によ

る技術を要するケース。その他、金額・納期等の折り合いがつかないなどがある。印刷事業所と

の意見交換の中では、職員の負担が多くなる、印刷に携われる利用者、作業が限られる、費用や

スペース等の問題があった。今後は、各事業所の受注スキルを理解し、印刷にからむ仕事の発掘

もしていきたい。今年度目標としては、特に販路拡大のための企業訪問、成立件数を増やしてい

きたい。また、年４回の研修を通じて、業種別ごとの質の均一化や質の向上を図っていく。 

受注センターの周知については、愛称は「わーくる」で、マスコットキャラクター「じゅチュー

くん」を公募で作成。今後、周知に努めていく。 

 

・障害者就労施設等からの優先調達における平成 27 年度実績の報告及び 28 年度方針の策定につ

いて  

【事務局】国の法律から地方公共団体は毎年調達方針を策定して、実績を公表しなさいと 25 年

から施行された。 

今年度の調達目標は、調達実績額は２億円以上となるよう努める、としている。昨年は４月に方

針を策定していたが、26 年度実績額が 27 年度目標を超えていたため、目標と実績に矛盾がない

よう、今年は今日（７月１日）から策定した。27 年度の調達実績額は約 1億 9千万円。 

27 年度までは市全体の調達実績額を公表していたが、28 年度の実績は区局ごとの実績も公表す

るようにする。区局にとっては、プレッシャーになるので、より一層調達額が増えるのではと思

っている。 

【平野委員】わーくるで受ける仕事内容について、企業から注文いただいた内容を１か所でなく

分業（封入は別のところ等）する例はあるのか。 

【事務局】横浜市では再委託ができない為契約自体を分けるなど、そういった調整は行っている。

受注センターは契約の主体になれないので、各事業所と行っている。 

イ 平成 28 年度予算概要について     

【事務局】健康福祉局の予算案では、少子高齢化、生活困窮の問題が非常に大きくなってきてい

る。障害者の就労支援として、予算規模は前年度と大きく変わっていない。障害者就労支援セン



ターが主。中期計画の重点的施策の位置づけ。人材育成を進める。あり方検討につながる。受注

センターの運営など。これも中期。就労啓発事業。企業啓発事業、セミナーに加えて、出前講座、

企業向けパンフレットを作ることを検討している。 

席上配布した資料、障害者総合支援法が改正され、30 年の施行になっている。        

就労定着に向けた新たなサービス。就労定着支援の政策。具体的にはこれから。就労移行支援事

業所から企業に加えて、定着をどうしていくかとなってくる。働く障害者、就労定着支援事業所

との間で、事業のやり取りが発生する。そこに対して、報酬が発生すると思われる。発達障害者

支援法も改正。発達障害の方の就労定着の支援。国全体で就労定着に取り組むという流れにある

と思われる。 

 

４ その他意見交換 

【委員長】国民会議でも法改正は問題になった。企業定着も課題。企業に２号ジョブコーチをど

う増やすか。自分たちのところでどう定着していくか。横浜市障害者就業・生活支援センターに

定着支援専門員を置く。定着支援センターなど外から支えると同時に、企業が中でどう支えてい

くか。就労と生活の両方の問題が関わってくる。最後は人材育成につながってくる。 

【坂本オブザーバー】 

特別支援学校から、おおむね神奈川県卒業生の 30 パーセントが就労している。毎年 110 名から

120 名が企業就労している。定着が重くなってきている。学卒者が表だって語られない。どこま

での支援が定着支援か、本人が思っている支援ニーズと企業がほしい支援ニーズがわからない

と。 

【委員長】支援センター、横浜市障害者就業・生活支援センターの役割は重要。生活支援を支え

ていかないと。ネットワークを周りでつくっていかないと、自分たちでは持ちこたえられない。 

 

 


