
平成 28 年度 第２回横浜市障害者就労支援推進会議 次第 
 

日 時 平成 28 年 10 月 21 日(金)  

９:30～11:30  

場 所 松村ビル別館 502 会議室  

 
≪次 第≫ 

１ 開会、趣旨説明                       9:30～9:35（5 分） 

 
２ 議事  

（１）議題 

   障害者就労支援センターについて              9:35～10:05（30 分） 

・障害者就労支援センターのあり方検討について 

 

（２）報告   

 ア 障害者就労啓発事業について               10:05～10:40（35 分） 

 ・施設職員を対象とした就業体験の実施について 

・障害者雇用のための企業交流会の開催について   

・「働きたい！あなたのシンポジウム」の開催について 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

 

休憩 10:40～10:50（10 分） 

 

 イ 障害者共同受注・優先調達推進事業について        10：50～11:00（10 分） 

・よこはま障害者共同受注総合センターの進捗状況について  

 

３ その他意見交換                      11:00～11：30（30 分） 

 
４ 閉会 

 
次回開催予定 
平成 29 年２月 17 日（金）9:30～12:00  場所：未定  



平成 28 年度 横浜市障害者就労支援推進会議委員 

 

（順不同・敬称略） 

氏  名 所  属 分  野 
昨年度から

の留任 

松
まつ

為
い

 信
のぶ

雄
お

 文京学院大学 客員教授 学識経験者 ☆ 

石川
いしかわ

 祐子
ゆ う こ

 横浜市心身障害児者を守る会連盟  障害者団体 ☆ 

倉澤
くらさわ

 直巳
な お み

 ホシザキ湘南株式会社 当事者 ☆ 

坂本
さかもと

 哲也
て つ や

 横浜公共職業安定所 労働 ☆ 

田中
た な か

 洋子
よ う こ

 株式会社ココット 代表取締役 企業  

長谷
ながたに

 茂
しげ

幸
ゆき

 横浜西部就労支援センター センター長 就労支援機関  

平野
ひ ら の

 道器
ど う き

 ピアサポート株式会社 代表取締役社長 就労支援機関  

望月
もちづき

 明広
あきひろ

 横浜市神奈川区生活支援センター 福祉  

山田
や ま だ

 進
のぶ

弘
ひろ

 株式会社山装 代表取締役 企業 ☆ 

吉宮
よしみや

 毅
たけし

 公益財団法人積善会 日向台病院 医療（精神） ☆ 

 計 10 名 

オブザーバー 

星野
ほ し の

 知
とも

治
はる

 
神奈川労働局  

職業安定部職業対策課 地方障害者雇用担当官 
労働 

村山
むらやま

 小百合
さ ゆ り

 横浜市教育委員会事務局 特別支援教育課 教育 

 坂本
さかもと

 征之
まさゆき

 横浜市立日野中央高等特別支援学校 進路支援担当 教育 

 

事務局 

齋藤
さいとう

 聖
きよし

 横浜市健康福祉局障害福祉部長  

山田
や ま だ

 洋
ひろし

 横浜市健康福祉局障害企画課長 

江原
え は ら

 顕
けん

 横浜市健康福祉局障害企画課就労支援係長 

 



横浜市障害者就労支援センターのあり方検討について 

―具体的な取組検討 中間報告― 

 

就労支援センター事業については、昨年度から、社会情勢や障害者雇用の状況の変化に対応するため、

就労支援センターのあり方検討を行っていますが、今年度の取組について中間報告をいたします。 

 

＜就労支援センターのあり方検討 各年度スケジュール＞ 

年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

検討内容  

（地域の関係

機関との連携

のあり方につ

いて） 

＜あり方検討＞ 

課題出し→方向

性打出し○大、取組

項目打出し○中 

具体的な取組

○小打出し 

運営マニュア

ル・ガイドライ

ン改訂 

推進 

 

要綱 
改正 

（日吉開設） 
 

改正 

（加算運営費廃止、

体制強化等） 

改正 

（実習事業） 
  

点検基準 策定    改訂  

ヒアリング 

対象 
東部・南部 北部・西部 戸塚・中部・精神 上大岡・日吉   

 

＜28 年度 各取組スケジュール（詳細）＞ 

 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

あり方検討会 

（具体的な取組検

討） 

          

就労支援センター 

連絡会 

          

 
就労移行支援事

業所との連携 

          

 
特別支援学校と

の連携 

          

 

医療機関との連

携（精神障害者の

就労支援） 

          

【参考】 

就労支援推進会議 

          

 

●第 3 回 

（8／5） 

●第 2 回 

（6／10） 

●第 1 回 

（7／1） 

●第 2 回 

（10／21） 

●第 3 回 

（2／17） 

●第 4 回 

（10／7） 

●第 6 回 

（2／10） 

第３期障害者プラン（前期） 

今年度の取組

について報告 

具体的な取組

検討中間報告 

具体的な取組検討

年間報告（予定） 

就労支援推進会議資料 
平成 28 年 10 月 21 日 
健康福祉局障害企画課 

●第 5 回 

（12／9） 

●第 3 回 

（9／9） 

●第 2 回 

（7／8） 

●第 4 回 

（11／11） 

●第 6 回 

（3／10） 

●第 5 回 

（1／13） 

方向性①検討 方向性①検討 方向性②検討 方向性③検討 まとめ 

●第 1 回連絡会議 

（9／1） 

●第 2 回連絡会議 

（未定） 

●第 1 回連絡会議 

（9／29） 
●学校から質問・意

見募集（7／29〆） 

●第 2 回連絡会議 

（2／23） 

●就労支援センター内事例共有 

●連携案の検討 

●就労支援センター

内アンケート実施 
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横浜市障害者就労支援センター 具体的な取組検討 中間報告

専門性を持った一次相談※の
実施

就労支援サービスの標準化

企業の様々な支援ニーズへの
対応

関係機関（障害以外の分野も含む）・
企業との連携の仕組みづくり

就労支援機関として必要な知
識の整理

共通した研修（キャリア別研修、他

機関との連携研修等）の実施

個別支援

相談支援

企業支援

関係機関との連携

支援に必要な知識

共通した研修の実施

地域での支援に必要なネット
ワークの形成、発信

地域での連携

※一次相談支援機関とは・・・
地域の相談支援専門機関としてどんな相談でも受け止め、支援を考える機関

期待される役割・機能

どこに住んでいても安定した
支援が受けられることを目指
し、地域差の解消を進める。

方向性①
就労支援手法・内容の
充実

地域の関係機関との柔軟・密
接な連携を図るため、地域連
携・社会資源を活用していく。

方向性②
地域における

就労支援ネットワークの構

多様化・高度化するニーズへ
対応するため、支援の質を向
上していく。

方向性③
職員の人材育成

就労支援推進会議資料
平成28年10月21日

横浜市健康福祉局障害企画課

●企業からの相談は国の専門機関が発行する資料を活用
して、雇入相談・雇用管理相談等に丁寧に応じる

○従来から実施している特別支援学校との連絡会議を継続
実施する
○今年度から実施している就労移行支援事業所との連絡会
議については今後の開催方法を検討する

○区自立支援協議会への参加等、地域での連携の現状を
把握し、今後の連携方法を検討する

○初任者研修、障害種別研修や他機関と連携した研修を
次年度以降実施する

28年度
具体的な取組検討

27年度
課題出し、方向性・取組項目打出し

●支援の流れを相談→登録→就労支援とする
●相談から登録までの待機期間について標準を設ける
●就労支援にあたって、アセスメントのツール（評価方法）
は統一化しない。（アセスメントは就職の可否や職能を判
定するものではない）

○「登録」「登録までの待機期間」「登録終了」についての基
準は今後検討する

●支援機関につながっていない人からの相談は、特に積
極的に受ける
●本人の意向、能力、環境に合わせた支援をし、自立性を
促す支援を行う
●就労支援センターのみで抱え込まず適切な機関へつな
ぐ
●他機関へつなぐ際はカンファレンスを行う等丁寧な連携
を行う

○各就労支援センターの若手職員を中心に「横浜市就労支
援センターのための基礎知識ガイドブック」を次年度以降作
成する

●→検討における決定事項
○→28～29年度検討事項
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施設職員を対象とした障害者雇用企業における就業体験の実施について（報告） 

 

１ アンケート結果集計【全 21 企業・52 名参加】 

(1) 今回の就業体験はいかがでしたか（良かった 48、普通 2、物足りなかった 2） 

 

(2) 良かったと思う理由は何ですか（一部抜粋） 

・実際の現場で当事者がどのように働き、周囲がどのように接しているのか参考になりました。 

・実際に働く当事者の方から、仕事を教えていただけたことが良かったです。 

・働く方々の集中力・持続力・スピードに圧倒され、お一人お一人が自分の分担を責任もって 

取り組まれているのが印象的でした。 

・簡単と思われる軽作業も精度やスピードを求められると実はとても難しく大変であることが 

分かりました。 

・障害のある社員のみで職場環境や業務の改善に取り組むプロセスを拝見する事ができ、大変貴重

でした。お客様への気遣いが前提の厳しい職場ですが、各々の強みを存分に生かして仕事し「働

く・暮らす・遊ぶ」という人生のサイクルを充実させている点に感銘を受けました。 

・実際の企業の方の視点で、雇用に対する考えを知ることが出来ました。 

・３月までは生活介護の事業所に所属していたため、実際に「働く障害者」のイメージが湧かず何

を支援すればよいのか、就労に必要なスキルが分かって良かったです。 

・見習うべき所、支援する側の目標感もはっきりしてきた様に思います。 

 

(3) 今後の就労支援に活かせることはどんなことですか。（一部抜粋） 

・基本的なビジネスマナー、日誌や報告書の書き方、反省方法の獲得を目指していきたいです。 

・自己肯定感を高める取り組み（余裕のある一日の目標設定を自ら行い、達成感を積み重ねる） 

強み（得意）、弱み（苦手）、どんなに努力しても難しいことを正確に把握して整理すること、 

苦手を軽減し、強みを生かす努力を支援者・本人共にしていくことが活かせると思います。 

・ＤＭ作成作業の中で、書類のつみ方やつむ量で、体の使い方や体力の消耗具合が変わることに気

が付きました。作業環境の調整の際に、活かしていくことが出来ると思います。 

・仕事をするのは集中力・持続力が必要で、その力をつけるのは体力も必要だと思いました。 

決まった時間、目の前の仕事にどれだけ集中できるかを意識させていきたいです。 

・仕事の切り出し方について、障害特性に応じて考えることが大切であり、その方に合った仕事を 

見極める際に活かしていきたいです。 

・就労を継続する事や意欲を引き出すために、支援者の熱意が大切だと思いました。 

・実際の現場で行っている業務と、当事業所で行っている作業が、かなり一致していた為、利用者

が日々行っている作業は就労する為に、役立つと自信をもって伝えることが出来ると感じました。 

・求められるスキルや、働く上での意識について、就職先の現場の生の声はどうか具体的に伝える

ことで、利用者さんの意識を高められると思います。 

 

就労支援推進会議資料 
平成 28 年 10 月 21 日 
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(4) 貴事業所で利用者の一般企業への就職を検討する際、課題とされることは何ですか（一部抜粋）

［利用者側]・体調管理（薬の副作用や生活リズムの乱れを克服して、就労を継続すること） 

・感情のセルフコントロール

・ビジネスマナー（挨拶、報告、連絡、相談）、コミュニケーション能力

・積極性、協調性、自己理解、他者理解、障害受容

・利用者が意欲的に仕事に取り組むことが出来るかどうか

［施設側]  ・就労継続支援 B 型ということで、就労支援を行う人員や環境が揃っていない。 

・業務内容を把握しどのようなスキルや能力が求められるのか、適性を含めたアセスメント

・ご本人のニーズに合う求人を探し、マッチングすること（認識のずれがご本人/企業共にあ

ることがあります）

・スタッフが経験したことがない職種が多く、職域開拓が難しいこと。雇用前の利用者の体

験先、実習先がなかなか開拓できないこと。

２ 振り返り会の実施について【43 名参加】 

(1) 日時

平成 28 年７月 25 日(月)  15:30～17:00 健康福祉局障害福祉部大会議室

(2) 目的

自分の体験をアウトプット他者の体験談をインプットして、お互いの就労支援の意識を高め合う

各事業所へのフィードバックを意識づける、また課題感をお互いに共有すること

(3) 内容

グループワーク（全 8 グループ）にて以下の項目を共有し、全体発表を行いました。

① 就業体験内容、体験に参加しての感想、自分の事業所に生かせること

② 一般企業への就職に向けて大事なこと

(4) グループワークを通じて出た意見（一部抜粋）

  仕事上の工夫

・職員が見ていなくても手を抜かない、都度指示だしせずとも皆自発的に動いている点に驚いた

・本人の特性を見極めて、作業指示を出すことが必要

・日々の目標設定をすることで、「なんとなく仕事をしている」という意識の切り替えができる

本人への支援

・体調管理、時間管理、生活面の管理が一般企業への就職に向けて必要

・本人の意識及びご家族の意識も重要

コミュニケーション

・自分の状態をはっきり言える事、伝えられる事、困ったことやわからない事が言える、ありのま

ま話せる点が信頼に結び付く

・ビジネスマナー（挨拶・報告・連絡・相談）や身だしなみ

支援者としての大事な視点

・出来ない事のみで就労が難しいと判断するのではなく、本人の強みを見つけて就労支援に活かす

・業務内容によってはＢ型事業所でも就職できることが分かった
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障害者雇用のための企業交流会「はじめの一歩」【横浜①】 

実施結果（平成 28 年 9 月 28 日実施） 

１ 参加人数 

当日参加者数 22 社 24 名（事前申込者数 27 社 30 名） 

２ アンケート集計結果（一部抜粋） 回収 23／24 名

（１）本日のイベントは何を通じてお知りになりましたか。

（２）本日のプログラムに対するご意見・ご感想、改善のアイデアなど、ご自由にお書きください。

・雇用を進めるにあたって何から始めればよいかが具体的に分かってよかったです。

・グループのディスカッションはとても良かったです。生の声を聞けました。

・導入実績などを聞くことができて、今後の参考になります。

・事前に想定したよりも具体的な話が聞けてよかったです。

・成功事例を伺えたところがよかった。成功企業では様々な工夫があり、試行錯誤もあったことを知っ

たことも有益であった。

・行政側のサポート内容について、もう少し説明をしていただけたらと思いました。

・はじめて障害者雇用についての説明を受けました。実際に雇用されている企業様の具体的な取り組み

を伺えてよかったです。 

・初めての雇用ではないので、参加するプログラムとは違った。とはいえ、事例に触れることが出来有

用であった。

・実際に雇用している企業の方々から直接お話を伺う機会をいただけて大変勉強、参考になりました。 

（３）今回の企業交流会に参加されたことで、障害者雇用に今後どのように取り組まれたいですか。

（４）障害者雇用に関して、課題だと考えていることは何ですか。ご自由にお書きください。

・仕事の切り出し

・社員のより一層の理解、周囲の社員の支援体制

・実際に雇用することで初めて解ること（失敗も含め）が多々あり、先入観のみで捉えないことが重要

であると改めて感じました。

県のホームページ
4%

ダイレクトメール
57%

ちらし
13%

紹介
22%

その他
4%

これまでよりも更

に力を入れる

47%

これまでと同程度
20%

わからない
13%

その他

（検討を始めます）

20%

就労支援推進会議資料
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健康福祉局障害企画課
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障害者雇⽤ 企業交流会

横浜①

障害者雇⽤のための 企業交流会

はじめの⼀歩
主に障害者雇用が初めての企業の皆さまを対象に、企業交流会を開催

します。すでに障害者雇用を進めている「先輩企業」の事例紹介や質問

⽇時・場所

会を通して、普段はなかなか聞けない事柄を自由に聞くことができます。
まずはお気軽にご参加ください。

横浜市都筑区総合庁舎 ６Ｆ ⼤会議室
13:30〜17:00 2016年 9⽉28⽇（⽔）

（横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 市営地下鉄「センター南」駅 徒歩6分）

（開場13:00）

プログラム

13:30 〜 開会
13:35 〜 先輩企業の事例紹介

定員
30名
（先着順）

14:05 〜 障害者雇⽤の諸制度・助成⾦について

13:35 先輩企業の事例紹介
（株）エコー 管理本部 次⻑ 濱⽥ 聡⽒

（先着順）

ハローワーク
（独）⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構 神奈川⽀部

14:50 〜 ブース質問会「先輩企業に聞く！」
先輩企業については、裏面をご覧ください。

16:30 〜 交流会

（独）⾼齢 障害 求職者雇⽤⽀援機構 神奈川⽀部

【主催】 神奈川県

【共催】 横浜市 神奈川労働局 ハローワーク横浜 ハローワーク港北 ハローワーク戸塚

ハローワーク川崎
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ブース質問会の「先輩企業」

（株）エコ （横浜市瀬⾕区） アスロ ド物流（株）（横浜市鶴⾒区）

※「先輩企業」については現時点での予定です。
変更になる場合がありますのでご了承ください。

（株）エコー（横浜市瀬⾕区）
・業種：卸売業
・従業員数：130名程度
・雇用障害種別：精神

（社福）横浜市社会事業協会（横浜市泉区）

アスロード物流（株）（横浜市鶴⾒区）
・業種：輸送業
・従業員数：30名程度
・雇用障害種別：知的、精神

（株）シンメイ（横浜市緑区）

（株）栄港建設（横浜市港北区）
・業種：建設業

・業種：社会福祉（福祉施設運営）
・従業員数：270名程度
・雇用障害種別：身体、知的、精神

・業種：製造業
・従業員数：70名程度
・雇用障害種別：知的

「はじめの⼀歩」横浜③のご案内
・日時：11月10日（木曜）13:30～

問い合わせ先

・従業員数：30名程度
・雇用障害種別：精神

日時 11月10日（木曜）13:30
・場所：かながわ県民センター ホール
「障害者雇用の経験はあるけど、うまく進んでいない」
という企業のみなさまにはこちらもおすすめです。
（詳細は後日掲載するＨＰをご覧ください）

神奈川県 産業労働局 労働部 雇⽤対策課 障害者就業⽀援グループ
電話：045-210-5871 ＦＡＸ：045-201-6952

申込⽅法

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534513/p1057378.html

神奈川県 産業労働局 雇用対策課 障害者就業支援グル プ 行 ［FAX 045 201 6952］

ホームページからフォームメールまたは下欄ファクス申込⽤紙で
お申し込みください。

【9/28】障害者雇用のための企業交流会「はじめの一歩」（横浜）
参加申込書

１．企業名【必須】 ２．氏名【必須】

神奈川県 産業労働局 雇用対策課 障害者就業支援グループ 行 ［FAX：045-201-6952］

３．連絡先（電話または電子メール）【必須】

４．障害者雇用を進める上での課題・悩み、先輩企業に聞いてみたいことなど【任意】

※ ご記入いただいた個人情報等を、障害者雇用のための企業交流会以外の目的で利用することはありません。
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障害者雇⽤ 企業交流会

横須賀三浦・横浜②

障害者雇⽤のための 企業交流会

はじめの⼀歩
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、従業員50人以上の企業

を対象に、障害のある方を２％以上雇用することとしています。を対象に、障害のある方を２％以上雇用することとしています。
一方、中小企業の皆様からは「どうやって障害者雇用を進めたらいいか分か

らない」といった声も聞こえてきます。
そこで、県では、先輩企業の体験談を聞きながら、参加企業間のつながり

も作れる企業交流会を開催します。
障害者雇用を進める「はじめの 歩」として ぜひご参加ください！障害者雇用を進める「はじめの一歩」として、ぜひご参加ください！

⽇時・場所

横須賀市⽴総合福祉会館2016年 10⽉25⽇（⽕）横須賀市⽴総合福祉会館
13:30〜17:15 （開場13:00）

2016年 10⽉25⽇（⽕）

プログラム
13:30 〜 開会
13:35 〜 先輩企業の事例紹介

・日本水産観光（株） 取締役社長 小澤 長幸氏

・（有）マルニ商店 横須賀事業所 所長 西松 大介氏

15:40 〜 グループワーク
自社において、どのような仕事が障害者の方にできそうかを考えます。

16:40 〜 交流会

14:40 〜 先輩企業に聞く！（質問会）

【主催】 神奈川県

【共催】 横須賀市 神奈川労働局 ハローワーク横浜南 ハローワーク横須賀

よこすか障害者就業・生活支援センター

16:40 交流会
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会場案内
横須賀市⽴総合福祉会館 ５階 視聴覚研修室

【所在地】横須賀市本町2-1

【交通機関】京浜急行汐入駅から徒歩6分・ＪＲ横須賀駅から徒歩8分

定員・参加費
定員：30名（先着順） 参加費：無料

神奈川県 産業労働局 労働部 雇⽤対策課 障害者就業⽀援グループ
電話：045-210-5871 ＦＡＸ：045-201-6952

問い合わせ先

申込⽅法
ホームページからフォームメールまたは下欄ファクス申込⽤紙で
お申し込みください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534513/p1063112.html

【10/25】障害者雇用のための企業交流会「はじめの一歩」（横須賀三浦・横浜②）
参加申込書

神奈川県 産業労働局 雇用対策課 障害者就業支援グループ 行 ［FAX：045-201-6952］

参加申込書

１．企業名【必須】 ２．氏名【必須】

３．連絡先（電話または電子メール）【必須】

４．障害者雇用を進める上での課題・悩み、先輩企業に聞いてみたいことなど【任意】

※ ご記入いただいた個人情報等を、障害者雇用のための企業交流会以外の目的で利用することはありません。
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障害者雇用のための

はじめの一歩
主に障害者雇用が初めての企業の皆さまを対象に、企業交流会を開催

します。すでに障害者雇用を進めている「先輩企業」の事例紹介や質問

日時・場所

横浜市技能文化会館 ８Ｆ 802
2016年11月10日（木）

プログラム
13:30 〜 開会

会を通して、普段はなかなか聞けない事柄を自由に聞くことができます。
まずはお気軽にご参加ください。

・JR根岸線「関内駅」南口から徒歩5分

・市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」出口

（横浜市中区万代町２-４-７）

【主催】 神奈川県

【共催】 横浜市 神奈川労働局 ハローワーク

ハローワーク川崎

13:30 〜 開会

14:30 〜 ブース質問会「先輩企業に聞く！」
先輩企業については、裏面をご

16:10 〜 交流会

14:00 〜 障害者差別解消法・合理的配慮

13:35 〜 先輩企業の事例紹介
（株）シティコミュニケーションズ

ハローワーク横浜

のための企業交流会

はじめの一歩

横浜③

主に障害者雇用が初めての企業の皆さまを対象に、企業交流会を開催
します。すでに障害者雇用を進めている「先輩企業」の事例紹介や質問

802大研修室
13:30〜17:00（開場13:00）（木）

会を通して、普段はなかなか聞けない事柄を自由に聞くことができます。
まずはお気軽にご参加ください。

分

出口2から徒歩3分
定員
30名
（先着順）

参加費

無料

ハローワーク横浜 ハローワーク港北 ハローワーク戸塚

先輩企業に聞く！」
をご覧ください。

障害者差別解消法・合理的配慮について
シティコミュニケーションズ ⼈事部課⻑ 下風 能太郎 氏

（先着順）
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ブース質問会の「先輩企業」

神奈川三菱ふそう⾃動⾞販売（株）
（横浜市鶴⾒区）
・業種：機械器具卸売業
・従業員数：330名程度
・障害種別：身体、精神

（株）シティコミュニケーションズ
（横浜市神奈川区）
・業種：娯楽業
・従業員数：300名程度
・障害種別：身体、知的、精神、発達

社会福祉法人同塵会

神奈川県 産業労働局 労働部 雇用対策課
電話：045-210-5871ＦＡＸ：

問い合わせ先

申込方法

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534513/p1069299.html

神奈川県 産業労働局 雇用対策課 障害者就業支援

ホームページからフォームメールまたは下欄
お申し込みください。

社会福祉法人同塵会
（横浜市港南区）
・業種：介護事業
・従業員数：1,230名程度
・障害種別：身体、知的、精神、発達

【11/10】障害者雇用のための企業交流会
参加申込書

１．企業名【必須】

３．連絡先（電話または電子メール）【必須】

４．障害者雇用を進める上での課題・悩み、先輩企業に

神奈川県 産業労働局 雇用対策課 障害者就業支援

※ ご記入いただいた個人情報等を、障害者雇用のための

ＮＫＫスイッチズ（株）
（川崎市高津区）
・業種：電気機械器具製造業
・従業員数：340名程度
・障害種別：発達

※「先輩企業」については現時点での予定です。
変更になる場合がありますのでご了承ください。

横浜市⽴⼤学附属病院
（横浜市⾦沢区）
・業種：医療
・従業員数： 1,650名程度
・障害種別：知的

株式会社保険⾒直し本舗

雇用対策課 障害者就業支援グループ
：045-201-6952

/cnt/f534513/p1069299.html

障害者就業支援グループ 行 ［FAX：045-201-6952］

または下欄ファクス申込用紙で

株式会社保険⾒直し本舗
（東京都渋谷区）
・業種：保険代理店業務
・従業員数： 1,220名程度
・障害種別：知的、精神

企業交流会「はじめの一歩」（横浜③）
参加申込書

２．氏名【必須】

に聞いてみたいことなど【任意】

障害者就業支援グループ 行 ［FAX：045-201-6952］

のための企業交流会以外の目的で利用することはありません。
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 第 13 回 「働きたい！」あなたのシンポジウム について （案） 

名 称：第 13回『働きたい！』あなたのシンポジウム 

テーマ：障害のある人の就労（障害者の就労啓発） 

趣 旨：・働く当事者・企業・支援者等の生の声を伝え、障害のある方に「働く」ことの理解を 

深め、「働きたい」と思えるような意識づけを行う。 

 ・企業がどのように障害者雇用を考えているか、採用したい・共に働きたい人物像 

などを発信してもらう。 

・地域の社会資源と連携し、より多くの障害のある方に届くよう啓発を行う。 

・その地域に関連する機関から事例を紹介することで、地域で暮らす障害のある方に就労をよ

り身近に感じてもらう。 

・働く本人を支える地域のネットワークについて紹介する。 

対 象：本人、保護者を中心に、教員、支援機関、企業等幅広く参加対象（定員:500名） 

    （開催について記者発表を行うため、報道関係者も取材に来場される可能性あり） 

日 時：平成 29年１月 21日（土） 12:30（開場） 13:30～16:40（予定） 

場 所：戸塚区民文化センター さくらプラザ４階 ホール （横浜市戸塚区戸塚町 16－17） 500名定員 

主 催：横浜市  後 援：神奈川労働局（案）、神奈川県（案） 

第１部 講演～企業からのメッセージ～  50 分 

 趣旨：障害者雇用の実際やその取組について紹介する 

 内容：障害者雇用に取り組む視点や採用したい人物像等について、映像を用いて発表 

出演者：調整中（Ｈ27イケア・ジャパン(株)港北 ヒューマンリソースＨＲジェネラリスト 上田雲平氏） 

 

第２部 事例紹介～働く障害者・支援者からのメッセージ～  60 分（１事例 20 分） 

 趣旨：就労事例を当事者・支援者から生の声で伝える。また、様々な支援機関の存在を知らせる。 

 内容：当事者から就労前後の活動や「働く」ことの大切さを、支援者が登壇する場合は就労するための支

援、働き続けるための支援について紹介する。 

事例：○ご本人（と支援機関）が舞台に登壇して発表する。 

○発表スタイルは自由、本人だけで話しても、支援機関と合わせて話すのでもＯＫ。 

○仕事の様子や生活の様子を紹介してもらう。 

（１） 特別支援学校支援の事例：※知的障害の事例 

（２） 移行支援事業所支援の事例：※発達障害の事例 

（３） 就労支援センターの事例：※精神障害の事例 

 

第３部 本人・支援機関のリレートーク  30 分 

趣旨：本人を支える地域の関係機関とそのネットワークの存在を伝える 

内容：地域で働く障害者を支援する機関と事例発表者本人のリレートークによる、各機関の紹介 

登壇者：第２部事例発表者・支援機関、ハローワーク、基幹相談支援センター、生活支援センター 

 

※総合司会：本市知的障害嘱託員（２名） 

※各部の間には、レイアウト変更・準備の為、20分の休憩時間を設ける。 

※第 2・3部 コーディネーター：調整中（Ｈ27日総ぴゅあ(株)新事業開発兼雇用支援室室長 松井優子氏） 

※当日、障害者施設で作製した自主製品（パン、クッキー、小物類）の販売を予定 
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よこはま障害者共同受注総合センター 進捗状況について（平成 28 年度 9 月 30 日時点） 

 

１ 事業所登録状況 

（１）登録事業所数 ２２９か所（開設から） 

（２）内訳 

事業所種別 登録数 

地域活動支援センター作業所型 83 

障害福祉サービス事業所 生活介護 

就労継続支援 A型 

就労継続支援 B型 

就労移行支援 

57 

９ 

77 

11 

中途障害者地域活動支援センター 10 

合計 247 

※複数種別に登録している事業所があるため、合計数不一致 

 

２ 受注調整状況 

（１）調整状況 

問合せ件数 受注件数 受注不可 情報提供 調整中 

205 101 66 35 13 

※受注件数は、前年度から継続対応により受注した件数 10 件を含みます。 

※受注不可の理由：多くが印刷の依頼。仕様や金額・納期面での折り合いがつかず、 

調整ができなかった。 

（２）問合せ件数及び受注依頼の内訳 

 問合せ件数 受注件数 受注 

横浜市 135 63 資料等の封入作業、封筒、冊子及びチラ

シ等の印刷、公園等の清掃作業、自主製

品（工芸品、食品）の購入、イベントで

の自主製品の出店販売（工芸品、食品）、

テープ起こし 等 

民間企業等 70 38 資料等の封入作業、軽作業、ポスティン

グ、アンケート入力、自主製品（工芸品、

食品）の購入、イベントでの自主製品の

出店販売 等 

合計 205 101  

 

平 成 28 年 10 月 21 日 （ 金 ） 

第 2回障害者就労支援推進会議資料 

健 康 福 祉 局 障 害 企 画 課  
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