
 

平成 28 年度 第２回横浜市障害者就労支援推進会議 議事録 

日時 平成 28 年 10 月 21 日（金） ９時 30 分～11 時 30 分 

場所 KRC ビル 大会議室 

出席者 松為委員長、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】星野氏、坂本氏、村山氏 

欠席者 なし 

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のあり方検討について 

（２）障害者就労啓発事業について                

  ・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 

 

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進捗状況について  

決定事項  

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のあり方検討について 

【事務局】センターのあり方検討を行っている。資料１－１、スケジュールの今日は 10 月の第

２回のところ。第３回では、年度末報告を予定。 

資料１－２、３つの方向性についてはこの間に方向性①について主に検討した。右側が現在の

状況。●が決定した事項。○が来年度以降も検討する事項。主に方向性①を７～９月で検討した

ので決定事項が多い。支援の流れを相談→登録→就労としている。相談から登録まで、長いと 3

か月かかるところがある。それを 1か月にしようと標準を設ける予定。アセスメントのツールは

統一化しない。就労支援センターは、働けるかどうか、仕事ができるかどうかを判定する機関で

はない。こういうところが得意などの適性判断をし、支援をすることがセンターの役割。共通ツ

ールをつくるのではなく、意向や能力、オーダーメイド支援をするのが役割という議論をした。

アセスメントを持ち寄り、参考となるアセスメントは持ち帰る、という話はしている。人材育成

でもアセスメントを学ぶ機会を設ける。登録、登録までの期間、登録終了については今後検討す



る。 

相談支援では、支援機関につながっていない方の相談は積極的に受ける。オーダーメイド支援

で自立性を養い、できることを尊重する。抱え込まず他機関と連携する。丸抱えしない、という

内容。 

企業支援。企業からの相談は、高齢・障害・求職者雇用支援機構の「はじめからわかる障害者

雇用」を共通で使用する。 

方向性②、関係機関との連携。従来から就労支援センターは特別支援学校と連携しているが、

9月 29 日に連絡会議を開催した。就労移行支援事業所との初の定例連絡会を 9月 1日に実施し、

事例検討をした。医療との連携は継続して検討している。今後は神奈川労働局やハローワークと

の連携について協力をお願いしたい。 

地域での連携では、就労支援センターに調査したところ、全区の自立支援協議会に参加してい

ることが分かった。ただ、相談部会等の部会に参加しているセンターとそうではないセンターが

あり、今後はどういった参加方法にするか、話し合う予定だ。 

方向性③。若手職員を中心に、基礎知識ガイドブックを作成する。初任者研修、障害種別研修、

他機関と一緒に学ぶ研修の機会をつくる。事例検討を皆で行う。基幹相談支援センター、生活支

援センターも一緒に研修を行う機会を設けたい。 

【長谷委員】基本的役割検討ということで、9センターがあり方検討会で集まる前に、数センタ

ーで事務局をつくり、方向性①～③の担当を設け、事前に準備して話し合っている。私は方向性

③を担当している。支援に必要な知識の整理と共通研修を実施する、という方向でいる。 

その中で基礎知識のガイドブックをとりまとめる動きがある。各センターに配置されている、

２～３年目の職員を集め、プロジェクトチームを作り、ガイドブックを編集してもらう予定だ。

知識を編集するプロセスの中で、各センターのアプローチの違いが浮き彫りになる。その議論が

大切だと考えている。できれば、来年度にこの取組を始め、上半期のまとめ、下半期のまとめを

ガイドブックにして、共通ツールにする作業をしていきたい。 

共通研修の実施は、初任者研修や障害種別研修、他機関と連携した研修を企画している。他の

事業であれば、各法人を超えて、合同でやることは難しいが、就労支援センターだからできる企

画だ。障害種別研修は、背景には、精神障害、発達障害や難しい課題をもっている方の利用登録

が増えているということがある。統一した支援研修を行う必要がある。分野別の研修を企画して

いる。精神障害と発達障害はおさえたい。 

【委員長】アセスメントツールを統一化しない理由は？ 評価に関係しないという理由か？ 利

用者の課題にどう支援をするか焦点をあてるのがアセスメントだ。抱え込まず、他の機関に情報

提供をするには、アセスメントを共有すべき。アセスメントを統一化することで、共通的な認識

で理解できる。本人の就労を支援するには、初任者研修のツールにならないとおかしい。アセス

メントを統一しないで大丈夫か？ 就労支援センターからの情報がバラバラだと、受け手が困

る。 

【事務局】アセスメントを統一化しない、ということは、その人の仕事の可能性を我々が決めて



はいけない、という姿勢からきている。 

【委員長】本人の特性を合わせてみていく必要がある。アセスメントは能力評価して問題点を見

つけることではない。障害者職業センターでも職能判定はしない。どういった支援が必要か測る

もの。障害者職業センターは職業アクション計画をつくる。計画をつくるためのアセスメントは

必要。統一しないとどうするのか。研修、情報共有、全てに関連してくる。 

【望月委員】アセスメントは本人の希望を伺ったうえで、それをかなえていくための「材料集め」

のようなものと考えている。働けるか、働けないか、といったジャッジではない。そのため、ア

セスメントの定義の共有は重要。一次相談支援機関として相談支援を土台に据えるなら、アセス

メントに対するとらえ方がある程度共通であることが必要。神奈川区の協議会では、一次相談支

援機関同士で横のつながりを作ることに取り組んでいる。その中で、それぞれが特化して行って

いる相談の部分の土台に、互いに共有できる「一般的な相談の部分」があり、そういった認識を

共有していることが重要と感じている。その部分でのアセスメントについての認識が共通してい

ないと、外部の相談とつながっていかない。この機会に、アセスメントについての理解の整理が

されると、今後の展開につながっていくと考える。 

【坂本オブザーバー】特別支援学校では、情報提供書の作成があり、フォーマットを統一した。

情報提供書を統一化し、標準化する経緯を考えると、アセスメントの意味は就労できるかどうか

の意味ではなく、個人的にどんな支援が必要か洗い出すフォーマットだ。アセスメントのとらえ

方は統一したものがあったほうがいい。相談に行く側としても統一感をもって対応してもらえる

ほうがありがたい。 

【田中委員】企業は一定の基準をクリアしてもらえないと。最初この方がどういう様子だったの

か、過程を知る上でもアセスメントは必要だ。 

【平野委員】相談する側としても情報提供の上でフォーマットが統一化されているとやりやす

い。 

【事務局】就労支援センター内部での言葉のとらえ方の問題。 

【委員長】就労支援センターが判定機関とは思っていない。アセスメントに関するとらえ方を考

え直したほうがいい。 

【事務局】言葉の表現が矛盾するが、共通した方法で適性を把握し、他機関に伝えることは就労

支援センターも考えている。 

【委員長】適性という言葉は、強調しないほうがいい。 

【長谷委員】アセスメントそのものは必要であり、それを否定するものではない。それはどのセ

ンターにおいても当然取り組んでいるが、その際に、どういうフォーマットやツールを使ってい

るかはそれぞれの就労支援センターで現状はバラバラであることがわかった。9センターがなぜ

そのツールを導入したのか、背景となる考え方や視点も違う中で、そこは議論してすり合わせて

いきたい。就労支援センターとしての共通のアセスメントの視点を持つことは重要と考えてい

る。一方、利用者の中で、特定の検査、評価を拒否する利用者もいる。そういう方にどうアセス

メントをとるか、また、個別に対応することがある、働けるか評価してください、という問い合



わせもある。そういった問合せに対して、就労支援センターは判定機関ではないといった議論か

ら始まっている。 

【委員長】就労支援はチェックリストが中心。機能強化、働くために必要な要件はなにか、それ

らは心理検査とは違い、機能を強化する。それをやっていくと、シートができる。情報収集のた

めのシートと見たほうがいい。支援するためにどんな情報が必要か、企業側がどんな要件を求め

ているか、共通シートをつくる。シートを突き合わせることで、必要な広範な情報シートを統一

化できる。最低限それをやっておかないと。学校に依頼するときも、このシートの範疇の情報を

ください、と言える。 

【事務局】アセスメントについて、狭いとらえ方をしていたので見直す。長谷委員のおっしゃる

とおり、バラバラでいいとは考えていないので、その中で共通したものを考える。機関ごとの情

報を統一させたほうがいいという認識は就労支援センターにもある。 

 

（２）障害者就労啓発事業について               

  ・施設職員を対象とした就業体験の実施について 

【事務局】資料２－１。６～７月に実施した、施設職員向けの「障害者雇用企業における就業体

験」についてアンケートと全員参加の振り返り会を報告する。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を施設職員が実際に体験をし、学ぶ研修。全 21

企業において、52 名が参加。 

アンケート結果は、大多数が良かったと回答している。参加した若手の施設職員に多くの気づ

きがあり、一般就労にどういった支援が必要か考えてもらった。良かったと思う理由に対し、「働

く障害者のイメージがなかったが、それが分かった」という意見があった。今後の就労支援に生

かせる点については、「支援者の熱意が大切、現場の業務と事業所の業務が一致していたので、

自信が持てた、生の声を伝えることで利用者の意識高めたい」という意見もあった。一般就労へ

の課題については、主に利用者側・施設側の視点に分けられ、利用者側は体調管理、ビジネスマ

ナー、コミュニケーション能力、利用者が意欲的に仕事に取り組めるかどうか等、施設側として

は就労支援を行う人員や環境が揃っていない、アセスメント、企業とのマッチング、職域開拓が

難しい、と意見があった。 

今年度から、就業体験実施後の「振り返り会」を実施した。グループワークを通じ、参加者に

多くの気づきがあり、それを異なる施設職員同士で共有できた。 

【田中委員】１日だけでこのような感想がもらえるのか。きれいにまとめすぎている印象を受け

る。１日だと作業をやることで精一杯。できれば、２～３日いないとわからない。 

【山田委員】同じ意見だ。インターンシップを依頼され、採用目的で、仕事ができる人間を紹介

されたが、１日では検証しきれない。やらせることで見えてくる。求めていることが違う、ずれ

があることに気づくには、５日は最低限必要だ。 

【委員長】施設職員で募集した方はどういう方？ 

【事務局】就労移行支援事業所、就労継続 A、B型で若い職員。就労継続 B型の職員が多かった。 



【委員長】施設側は１日だけでなく、３日、１週間、研修に送り出すことは可能か。1日では障

害のある職員と一緒に仕事をした経験が身につかないと思う。企業と本気で繋がりたいのなら、

施設側もそれくらいの本気度が必要かもしれない。 

【事務局】施設としては非常に厳しい。 

【委員長】ほかの市町村にはない事業だと思うので、継続してほしいが、施設職員が企業からノ

ウハウをもらって、質を担保しようと思っているかが重要だ。分担して週１～２回研修に出すと

か。質の担保や工賃向上を目指すなら、そこをやる。企業側は１日だけならやりたくない。国の

政策が福祉から雇用へ、といっているにもかかわらず、就労継続支援 A型の事業所が増えている。

福祉施設側が働ける人をせき止めているのではないかと思う。福祉側にもっとしっかりやってほ

しい。継続してもらいたい。 

【長谷委員】事業所内にどうフィードバックするかが大切。当センターでは、研修に行った職員

は、職員会議でフィードバックをしている。そういうことも大切だ。個人体験にとどめず、事業

所の財産とする。 

【石川委員】１人で参加すると広がらないが、３人がいくと、定着する、動ける、と聞いたこと

がある。いい話を１人で聞いても浸透しない、３人いると浸透すると聞いたことがある。もっと

浸透させるには、２～３人で行くほうがいいのではと思う。 

 

・障害者雇用のための企業交流会の開催について   

【事務局】資料２－２、２－３、県と共催で実施している交流会で、第１回を 9月に都筑区役所

で実施した。50～100 人規模の企業を対象に、先輩企業も１～２人雇用している企業にノウハウ

を話してもらうという企画だ。定員 30 名に対し、23 社、24 名が参加した。アンケートでは、事

前に想定したより具体的な話が聞けてよかった、成功事例を聞けたことがよかった、という意見

があった。７～８人のグループに分かれ、先輩企業に質疑応答したが、つっこんだ内容を企業に

聞くことができた、という意見を複数もらった。狙いどおりの効果があった。今後の取り組みに

ついては、力を入れたいという企業は 47％。少しは刺激を与えることになったと考えている。

仕事の切り出し、社員への理解に課題を感じる企業が多い。 

資料２－４、２－５、市内では今後２回開催予定だ。11 月の企業交流会では、先輩企業は従

業員 300 名程度の企業が多い。対象は、障害者の雇用経験があり、今後雇用人数を拡大したい企

業だ。 

【坂本委員】横浜ハローワークの管轄する企業は障害者雇用数が不足している企業が多く、取り

組みのきっかけを作ってもらえるのは有り難い。きっかけがないと、訪問しても何しに来たんだ、

という企業が多い。どうしたらいいか、と相談されたときに、こういったセミナーの案内を提示

する。ツールを用意しないと、次に進めない。セミナーで制度の話をさせてもらえるのも有難い。

ハローワークが制度の説明をするだけでは人は来ない。 

【委員長】未達成企業のリストはハローワークが持っているのか？ 

【坂本委員】神奈川労働局からもらっている。 



【委員長】（「はじめの一歩」とあるが、）第二歩目はどういったプランを考えているのか。 

【平野委員】どう継続するかが難しい、生産性を高める業務に参加してもらえるか、利益が傾く

ときに、影響を出さないようにするのが難しい。継続は利益がよくならないと難しい。親会社の

方針にも影響される。障害者雇用はトップダウンで進むこと多いが、トップが変わると子会社に

影響がある。いかに親会社に頼らずに自分たちで採算をとっていくか。 

【田中委員】独立採算性、特例子会社は障害者雇用の人数を増やすという使命があり、雇用人数

を増やせば経費も膨れ上がる。そこをどうするか考えなければならない。弊社はグループ会社に

営業をし、仕事をもらっており、それで何とか回っている。顧客をとること、製造しても販売を

どうするのかなど、難しい問題がある。 

【山田委員】弊社の障害者雇用の最大の目的は風土作りだった。弊社の場合、障害者雇用のはじ

めの一歩は話を聞いただけ。話を聞いてよかったと思った。次に行政の人が来て、障害者雇用に

ついてゴリゴリと押された。雇用すると荷物を背負うことになるが、インターンシップでお見合

いがあったので、気分が軽くなった。行動に移る何かを実施しないと、セミナーに参加するだけ

ではコンサートに行っているのと変わらない。話だけではダメ。現実に一歩踏み出すような企画

を打たないと。特に初めての企業は誰かの後押しや支援が必要。初めては怖いが一歩踏み出すと

次は平気かなと思う。知的障害、身体障害、精神障害といろいろな方に触れて経験しないと、障

害者は１つのカテゴリーと思ってしまう。私も以前は健常者と障害者との区別しかなく、障害者

は社会とは交わらないと思っていた。精神障害でもこういう可能性があると分かると、仕事を創

造することもできる。中小企業経営者は体験型、見て触って体験して気づいての繰り返し、その

プロセスを繰り返す。 

【委員長】半年以内に次のステップを実施するなど、セミナーの感覚が残っているときに、次を

繰り出す必要がある。 

 

・「働きたい！あなたのシンポジウム」の開催について 

【事務局】資料２－６、当事者向けの就労啓発イベント「働きたい！あなたのシンポジウム」を

29 年 1 月 21 日（土）に開催予定。13 回目になる。例年参加者が多く、今年度は定員を 500 名に

広げ、会場は戸塚区区民文化センターとなっている。趣旨は、働く当事者、企業、支援者の生の

声を伝えること、また働きたいと思えるような意識づけを行うことである。構成は３部構成。第

１部の企業からのメッセージでは、障害者雇用に取り組む視点や採用したい人物像等をお話しい

ただく。第２部は事例紹介で、特別支援学校（知的障害）、就労移行支援事業所（発達障害）、就

労支援センター（精神障害）の事例を紹介する。今年度から、本人を支える地域のネットワーク

について紹介する為、第３部は本人及び支援機関のリレートークとなっている。内容は、本人の

経験に関連しながら各機関を紹介。登壇者は第２部の当事者、支援機関に加え、ハローワーク、

基幹相談支援センター、生活支援センター。第２部・第３部のコーディネーターは、(独)高齢・

障害・求職者雇用支援機構の村山氏を予定。当事者に届く効果的な広報について検討している。 

【委員長】倉澤さんどう思いますか？ 



【倉澤委員】いいと思う。いい事例か失敗例かによって違う。いい事例だけ聞いても自分には関

係ないと思ってしまうので、失敗例も聞くことができれば。 

【事務局】困難があり、企業も家族も一緒になって困難を乗り越えてきた方に登壇いただく予定。 

【石川委員】横浜市心身障害児者を守る会連盟には 12 団体が参加している。11 月 21 日に総会

があるので、その折にチラシを配布できる。学齢期～成人期の会員が 800 人いる会合もある。ミ

ニコミ誌に入れることも可能だ。発達障害も入っている。障害の区別がないところもある。連盟

の機関紙はないがチラシを持って帰ってもらうことは可能だ。 

 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

【事務局】資料２－７（個人情報を含むため省略）は平成 27 年度に実施した精神障害のあるア

ルバイトのモデル雇用事業の報告書だ。27 年度の実施概要や状況は前回の会議でも話したので

割愛するが、より詳細の内容が書かれているので、各自お目通しいただきたい。 

今年度のモデル事業として採用した方の状況について報告する。7月 1日に採用し、現在 4か

月程度働いている。大きな問題はなく、非常に安定して出勤している。仕事は効率的にこなして

おり、戦力になっている。７～８月は週４日、９月から週５日、９～16 時までの勤務。週５日

勤務になった際、最初の１週間は５日出勤できていたが、翌週は体調を崩し休んだ。しかし、翌

日からは出勤することができた。現在は週５日のリズムになれ、毎日出勤できてている。日誌を

毎日つけてもらっているが朝出勤した際の体調と夕方の体調を５段階評価で記載してもらって

いる。これまでは日誌を確認するのが夕方のみだったが、体調は、朝の出社後に確認するほうが

職員も状態を確認できるので、体調把握の点で少し工夫をした。数字が低い場合には、気にかけ

るようにしている。年度末までの雇用を予定しているので、次回の会議でまた経過を報告する。 

資料で紹介した雇用報告書はこれまで職員が作成していたが、今年度は専門家の意見を取り入

れたいため、外部に執筆依頼をする予定。 

【委員長】市役所における障害者雇用事業はモデル事業なのか？ 

【事務局】身体障害者は正規採用しており、知的障害者は非常勤嘱託員だ。ともに、人事部の施

策になっている。精神障害者の雇用も人事部に移したいが、まずはモデル雇用を実施し、人事部

に見せて双方で調整している。いずれは人事部に事業を移したい。 

【委員長】その視点が重要。市のほかの部局に広げることが大切だ。ほかの部署に広げるため、

どんなことに気を付ける必要があるのか、サポート体制をどうするのか、障害福祉部から他の部

署に全体展開をしたときに、どういった配慮が必要かも、報告書に記載してもらう必要がある。 

【吉宮委員】27 年度採用された精神障害のあるアルバイトの障害種別が不思議な組み合わせだ。

双極性障害は気分に上がり下がりあるので、そこに統合失調症の方が巻き込まれることがある。 

【事務局】２人の相性に問題はなかったが、障害種別の組み合わせが合うか合わないか、という

ことについては我々も認識していなかった。採用時はその方自身を見るので、障害種別はあまり

気にかけていない。 

【委員長】次年度もこのモデル事業を継続するのか？ 



【事務局】その予定。 

【委員長】障害の等級を３級から２級にしたらどうか？ 

【田中委員】弊社では神障害手帳２級の人も雇用しており、障害種別の相性も考えず雇用してい

る。トラブルが起きるかというと起きない。社会人なので、自己判断してもらい、体調が悪いな

ら自分で判断し、休みをとるように伝えている。 

【委員長】雇用側が労働者に求める要件を提示して、それを満たす方を採用する、という視点を

持たないと。 

【吉宮委員】業務内容は単純作業だけだと、長期雇用になるとモチベーションが下がる。本人の

モチベーションをどう発展させる業務にするか。 

【事務局】現状はアルバイトでできる業務が限られてしまう。システム関係や個人情報に関わる

内容は難しい。本人の今後のスキルアップのためにも、レベルアップさせる内容を考案していき

たい。 

【委員長】事業の狙いは？ 本人の準備性、継続性を重視するのか。短期雇用であれば準備性、

長期雇用であればモチベーションが課題となると思う。企業におけるキャリア形成でモチベーシ

ョンはどう保っているのか？ 

【田中委員】単純作業しかできない方はいるが、毎月目標を設定させている。休まず出勤する、

ということを目標にする方もいるが、１時間かかっていた作業を 50 分にするなど、支援員と月

１回面談を行って目標を設定している。 

【委員長】仕事についての目標設定をどう作るか。障害者雇用ではどこでも自己目標設定はやっ

ている。 

【山田委員】弊社では障害者について自己目標設定はやっていないが、商品が変化するので、そ

れに対応することで主体的に成長していたので、設定する必要がなかった。 

 

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進捗状況について   

【事務局】資料２－８参照。27 年度によこはま障害者共同受注総合センターを開所し、第１回

会議で昨年度実績を報告したが、今回は上半期実績を報告する。9月末時点で、開設から 229 か

所が登録している。6月時点から比較すると 6か所増えている。社会福祉協議会に委託している

こともあり、地域活動支援センターや生活介護の事業所の登録も多い。複数種類登録している事

業所もあるため、合計は不一致となっている。 

受注件数は 27 年度１年間で 94 件だったが、28 年度４～９月までで 101 件と昨年度の実績を

超えている。昨年は登録事業所数の開拓が事業の中心だったが、今年は仕事をとっていくという

営業を中心にしていることが影響している。受注不可の件数も多い。印刷などでは、発注者側の

高度な要望に応えられない、などが理由。行政からの発注が企業より多いが、今年度は企業訪問

にも力入れており、上半期で 79 社を訪問した。企業への営業にも力をいれたい。 



【田中委員】受けられなかった印刷の規模は？ 

【事務局】数十万部など。フルカラーや製本加工など、高度な内容になると対応可能な事業所が

限られる。対応可能な事業所でも、ほかの業務で埋まっており、新規案件はなかなか受注する余

裕がない。複写式などの案件は専門的で事業所では対応できない。印刷は初期費用がかかるので、

なかなか実施する事業所を増やすことも難しい。また、作業的にも軽作業がセットの受注でない

と、印刷単体では利用者の訓練となりづらい。 

【田中委員】弊社では自社では小ロットしか受けず、下請けの印刷会社をもち、大量の場合には、

下請けに出している。 

【委員長】受注センターが発注者と契約し、分割して登録施設に仕事を出せばいいのでは？ 

【事務局】現状では受注センターは契約ができない。複数施設に仕事を出す場合、企業が契約手

続きを複数することになり、手間となる。受注センターは複数施設の采配や見積もりを統一して

出すことはしている。 

【平野委員】再委託が問題になってくるのだと思う。通常は下請けに出す。今の枠組みではそれ

が難しいと思うので、どういう仕事だったら受けられる、ということを企業に伝えていく必要が

ある。 

【委員長】なぜ受注センターは契約行為ができないのか？ 制度設計でできないのか？ 

【事務局】制度上できないわけではなく、現在委託している事業者が契約をすることができない。

もともと受注センターをつくるときには、受注センターが契約することも想定していた。我々と

しても課題として認識している。 

【委員長】民間企業に広げていくには、施設で何がどの程度できるかを案内するパンフレットは

あるのか。 

【事務局】今のパンフレットは受注センターの仕組みの案内のみ。ただ、ホームページ上で詳細

を提示することは検討している。施設数が多いので、冊子での案内は難しい。 

【田中委員】近隣企業へグループ会社から委託されたポスティングに弊社の印刷業務の営業広告

を一緒に入れて行った。小さな会社だと、小ロットの発注になるので、単価が高くなってしまう。

小ロットから低価格で引き受けているため、近隣企業から受託することが出来た。 

【委員長】企業交流会とかでまとめて周知するのも手では？ 

【田中委員】何をどのくらいできるのか、単価などを明示したほうがいい。今のままでは企業が

オーダーできない。 

【山田委員】もっと価値のある仕事をしませんかということを押し出しては。ものづくりの展示

会などに参加するとか。製造業、飲食業などでは箱折りのニーズは沢山ある。特にクリスマスに

向けて箱折りはとても助かる。展示会は何万人も来場者が来るのでうってつけだ。 

【田中委員】弊社ではバレンタイン用チョコレート箱の裏にシールを貼る作業を受託している。 

【委員長】箱にシールがきれいに貼られていると企業イメージがいい。 

【平野委員】認証みたいなものはないのか？ 施設に発注しているという認証があると、ＣＳＲ

になり、イメージもあがる。 



 

３ その他 

【事務局】就労支援パンフレット「はまらいぜーしょん」を改訂した。大きな内容変更はなく、

ハローワーク横浜や（高齢・障害・求職者雇用支援機構）高齢・障害者業務課の住所変更など。 

 

次回の就労支援推進会議は 2月 17 日に 9時 30 分から開催する。場所は追ってメールで連絡す

る。 

 


