
 

平成 28年度 第３回横浜市障害者就労支援推進会議 議事録 

日時 平成 29年２月 17日(金) ９時 30分～11時 30分 

場所 松村別館５０１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】坂本氏 

欠席者 【オブザーバー】星野氏、村山氏 

開催形態  公開 

議題 １ 開会、趣旨説明                       

２ 議事  

(1) 議題 

・障害者就労支援センターに対する点検評価の実施について   

・障害者就労支援センターのあり方検討について 

(2) 報告   

 ア 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の実施について        

・障害者雇用好事例データベースについて       

・「働きたい！あなたのシンポジウム」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 

 イ 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   

 ウ 平成 29年度予算概要について             

３ その他意見交換 

４ 閉会                       

決定事項  

議題 １ 開会、趣旨説明   

２ 議事  

(1) 議題 

・障害者就労支援センターに対する点検評価の実施について  

【事務局】点検評価は就労支援センターの支援ノウハウの向上を目的とし、毎年２～３センター

ずつヒアリングと評価を行っている。第１回の本会議にて松為委員、石川委員、坂本委員が選出

され、11 月～12 月にかけて、上大岡就労支援センターと日吉就労支援センターを訪問し、評価

を行ってきたので、報告させていただく。 

まず、「上大岡就労支援センター」については、精神障害の支援が多数を占めており、メールや

電話での支援が多いことが、他の就労支援センターにはない特徴的な支援。また、アウトリーチ



ファイルという、最近連絡をとれていない利用者のファイルをつくり、定期的に連絡をとること

で支援が途切れないようにしているところが特徴的であった。精神障害者は生活支援が重要なの

で、地域の他機関を巻き込んでバックアップ体制を整えることが重要。当センターは体制や基盤

に課題があるが、うまく機能すれば、他のセンターを超える就労支援センターになる可能性があ

るので、期待している。 

次に、「日吉就労支援センター」については、発達障害の支援が多いことが特徴的。法人として

ジョブコーチの支援が根付いているため、支援プロセスが支援員にも身についており、アセスメ

ントを丁寧に実施している。支援は複数担当制で、新人とベテランが１組になって行っている。

しかしながら、当センターは開所から日が浅いため、全ケースに対する対応が丁寧にできている

が、今のような丁寧な支援が今後もできるかは課題。現在の支援手法が継続されていくことを期

待したい。 

【石川委員】特徴的な二つの就労支援センターのヒアリングに行かせてもらった。驚いた部分や

素晴らしいと思う部分がさまざまあった。親の立場として、ここまで支援してもらえるなら信頼

できると思うところもあり、それで本人ができなければ仕方ないとも思えた。 

【坂本委員】直接就労支援センターの支援を聞かせていただくことで勉強になった。企業から支

援の話がきたときに就労支援センターを紹介するので、今回のように各センターの支援内容を聞

かせてもらうことで、今後の企業への対応にも活かせる。両センターともに素晴らしかった。 

・障害者就労支援センターのあり方検討について  

【事務局】資料２。28 年度の報告。27 年度、28 年度という２つの項目があるが、右側に 29 年

度の取組み予定を掲載した。今回の会議では前回からの変更点を中心に伝える。 

まずは方向性１「個別支援」の 28年度の検討結果について●２つ目、待機時間の標準を決め、

初回の電話から来所までを１か月、来所から登録の可否の決定までを 1か月、とした。アセスメ

ントは、前回の会議を経て就労支援センター連絡会で検討した。まずはお互いにそれぞれのセン

ターが行っているアセスメント方法を知ることから始める。そこで 29 年度はアセスメント方法

の検討を予定している。また、9 センターのみの検討にならないよう、2 月末に障害者職業セン

ターに行き、全国で行われているアセスメントや人材育成を教えてもらいにいく。 

続いて「相談支援」、29年度の予定に、相談／就労支援サービスのガイドラインの作成の検討

を加えた。就労支援センターは横浜市の一次相談機関。市の相談支援に関する実施要綱がある、

それをもとに、就労支援センターがどのように支援するのか検討する。 

前回の会議で方向性１までは決まっていたが、２、３はこの間にいろいろ定まった。方向性２

「関係機関との連携」は、28年度検討結果にあるとおり、特別支援学校との連絡会の継続実施。

移行との連絡会は新規実施で 9月と１月に実施。医療機関との連携の検討を開始。移行支援事業

所との連携は今後、開催方法や回数の検討をする。センター連絡会と障害者就業・生活支援セン

ター（ナカポツ）が開催する連絡会の相互実施。戸塚就労支援センターは国事業（ナカポツ）を

併設して事業を行っている。しかし今までナカポツがセンター連絡会に参加し、ナカポツについ

て共有する機会がなかったので、両者の連携を深めたい。 



「地域での連携」は各センターが分担して、横浜市全区の自立支援協議会に参加することとし

た。まずは既存ネットワークを活用し、就労に必要なネットワークを図る。29 年度予定として

は、全区の自立支援協議会に参加するので、それぞれの参加状況を確認しながら参加方法を検討

する。 

方向性３「人材育成」は、29 年度予定は、新任職員が知る基礎知識、基礎スキル、学習を 9

センター全体で行う機会を検討している。「共通した研修の実施」29年度予定としては、障害種

別研修や他機関と連携した研修の実施。相談支援の研修は横浜市開催の研修への参加を必須とす

ることを取り決める。今後、就労支援センターで学ぶ研修の体系の整理をしたい。 

来年度は検討の最終年度。市が最終的に作成する運営マニュアルガイドラインの改訂を予定し

ている。 

【長谷委員】実際には３月第２金曜日の連絡会が基本的役割検討のまとめの会になるのでそこで

確認し、29 年度の取組みを決定する。現在は議論の途上と理解していただき、今日お伝えする

話は提案段階であると理解していただきたい。今年度はセンター連絡会を偶数月、役割検討を奇

数月に開催してきた。基本的役割検討の事務局会議は毎月開催をしてきた。 

29 年度予定は、まず方向性①の中で利用者の登録と登録終了の基準を検討する。そして前回

の推進会議で議題にあがったアセスメント方法の検討に取組む。つまり、入口の問題と出口の問

題とアセスメントをとりあげているが、これを話すと、就労支援センターの対象層はどこかとい

う話になる。どういう方が登録し、登録しない場合はどうつなぐのかというところから、就労支

援のフロー全般について検討せざるを得ないと考えているところである。そこで、就労支援のフ

ローを検討しながら、支援の視点の共有を図りたいと考えている。支援の視点の共有を図るとい

うことは、議論の過程で９センターのアプローチの違いや特色、特徴を明らかにしつつ、その違

いを、標準化できるところはそれとして確認し、また、違いは違いとしてありつつも、それを知

るということも、共有するという意味であると考えている。 

相談支援については、就労支援センターは一次相談機関であるとの認識の上で、一次相談とし

てのガイドラインを作成し、その上に就労支援という固有の専門性を持った相談支援を展開する

と考えている。 

方向性２については、就労支援センターとして全区の自立支援協議会に参加するということに

なった。自立支援協議会自体が各区で特徴があるため、区の中でどういう展開ができるか、ある

区では就労支援のネットワークをつくろう、という動きもあれば、相談部会の枠組み等でとどま

っている区もある。その状況や活動を情報共有することになると考えている。 

方向性３については、支援に必要な知識の整理で、就労支援センターに必要な知識のガイドブ

ックをまとめる提案をした。しかし、方向性①での支援のフローを検討するのが作業のボリュー

ムとして大変であり、ガイドブックを作成したとしてもそれを活用できる土壌の整備がないと、

ガイドブックも活用できない。つまり、方向性①の課題を優先的に取り組んで行こうという方向

性を提案したいと考えている。しかし、就労支援センターについて、センター長だけが議論すれ

ばよいわけではなく、中堅職員の会合、事例のこと、困り感、こういう研修が欲しい等、職員レ



ベルで集まり、学び合える場をつくりたいとの思いもある。 

共通研修については、相談支援の従事者向け研修の受講を推奨するように確認する。基礎研修

やスキルアップ研修がある。また、その他に障害種別のスキルアップ研修は独自で企画する。研

修についての体系の整理が必要と考えている。 

以上、３月の全体会でまとめて行こうと働きかけをしていく。 

【吉宮委員】研修企画はいい。研修をやる意味は実行に移すこと。研修しても実行できるのか。

それ以前に働いて達成感を得ているのか、支援員としての意識の持ち方等を根本的なところを見

た研修を行う方がよいのでは。 

【委員長】研修の体系化が必要。カリキュラムをどうつくるかも大切。何のためにやるのか。働

くことを支えるためにはどういうことが必要か。横浜市の相談支援の研修って、障害福祉サービ

スの研修だと思う。サービス管理者研修では、就労支援は成り立たない。サービス管理者研修だ

けでやっていて、就労支援サービスの研修が終わりとは有りえない。就労支援センターは職業、

企業にむかっていく。企業における支援はどういうものか、福祉サービスの外にある企業で働く

には、どういう支援が必要か。サービス管理者をみても、移行、Ｂについて話をしていない。そ

のままでは企業のサポートができない。カリキュラムを考える必要がある。 

【望月委員】あり方検討の内容は盛りだくさんという印象を受けるが、こういった取組が進むと、

相談支援、生活支援する立場としては、より連携しやすい相手となると思う。また、国のメニュ

ーもある中で、どのような対象者について連携する必要があるか見えるようになるとよい。この

テーマについては、引き続き一緒に取り組みたい。一次相談については、この間位置づけが曖昧

に推移してきた部分がある。障害福祉課が行なう相談支援の研修などの活用も考えられるが、一

次相談支援を担う人材がもつべき資質を標準化しないと、効果的とは言えない。「来た相談を受

け止める」ということについて、それをどう受け止めて、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ、

その方の全体状況を捉えること、こういったことが原則と考える。一次相談にこれを求めるとな

ると、１つの研修でできるのか、所管横断的にやらないといけないと思う。 

【委員長】だめならだめで放り出されても困る。すべての職員がその資質をもとめるか。ケアマ

ネ研修でもベテランがやることがある。 

【望月委員】職種によるばらつきもある。例えば、社会福祉士、臨床心理士というように。その

ことを踏まえないと、視点がバラバラになったり、いい意味で個性とも言えるが、結果センター

のカラーとなって出たりしている。あるいは、そのような就労支援センターのカラーの違いを、

支援の特徴として利用者が選択しやすいように情報提供することも今後必要。 

【委員長】就労支援センターの共通認識、基盤的技術知識をもっているか。臨床心理士は個人の

心へ突っ込んでいく。心の奥をつっこんでも就労支援にならない。支援に必要な知識をどうつく

るかが問題。 

【望月委員】そのようなことも考えると、自立支援協議会への参加はいいと思う。各機関との温

度感の違いを感じ、そこで育つこともある。また、例えば、先ほどの企業交流会に神奈川区の事

業所が先輩企業として登壇していたことを私自身が知らなかったように、自分たちが働く区のど



この企業が障害者雇用を進めているかなど、就労支援センターから協議会を通して情報提供して

いただくことで、地域の資源を別の角度から知ることもできる。 

【委員長】地域連携において自立支援協議会に参加することは非常に大切。福祉を支援する基盤

になる。就労支援に必要な基礎的知識をどうつくるか、アセスメントに関しては、職業センター

を使ってほしい。職業カウンセラーについては、国家資格のためのテキスト、第４版、国家資格

のための指定研修のカリキュラムがある。指定研修を受ける 20 人のために何百万円とかけてい

る。そういった情報を知っておいてほしい。ベテランが１～２年かけて作っている。働くことは

何か、全部入っている。テキストを作るときに知っていてほしい。学会のメンバーが中心、カウ

ンセラーが分担して執筆。そこに就労支援の基盤はある。そこを無視してやろうとしても、郷が

違う人が技術だけやっても違う。アセスメント方法が違うにしても、基本は決まっており、それ

に各センターが特徴的なことをやる。そうしないと、例えば若手が入った時に対応できない。自

立支援協議会は是非とも参加させるべき。福祉の機関、福祉以外の機関と繋がって、地域とのネ

ットワークを強化していく。 

【坂本オブザーバー】学校という全く畑の違う中やっているが、就職前の職業リハビリテーショ

ンが育てるものと、学校内でのキャリア教育の専門性や視点の違いがあると思う。横浜市では特

別支援学校から毎年 180名以上が就職し、基本的には３年間学校がイニシアチブとることが周知

されている。企業就労者を出していきたいが、企業に就職をするための支援に焦点を当てた研修

は教育では実施されていない。医療的ケアの進路先開拓や発達障害の就労支援など、幅広い進路

支援をしている。卒業生に対して、どういう形で支援の切り替わりや、つながりをどうしていく

のか、大きな課題。障害のある方が働く中でどう継続した支援ができるのか、ということもある

が、例えば働き先が東京都の企業の場合、東京都、千葉県、埼玉県の学校からも就職していて、

企業から支援の比較をされる。横浜市では学校は３年間と言われるが、専門性の不安がありつつ、

説明をしている。周辺都県の実情を踏まえ、横浜市でこういう支援をしているので、安心してほ

しい、と言える材料がほしい。「はまらいぜーしょん」に書いてある、相談登録についての地区

割りはないはず。どこのセンターに行っても登録できるとしているが、学校と就労支援センター

との卒業生に関する連絡会では、この居住地はうちのセンターではない、と地区割りの意識が強

く出ている。登録者の偏りがないようにセンターの調整をさせてもらうと言われている。これだ

け特徴的な支援を各センターがしている中で、登録していればどこでもよいのではなく、例えば

生活支援に強いセンターにお願いすることを教育側が選べるのか、均等化した支援をセンターが

やってもらえるのか、検討の方向性の確認を来年度したい。 

【委員長】研修でも質を担保しないと、その上で均等化することが必要。 

【田中委員】企業と福祉、就労支援の役割分担を明確化してほしい。企業は利益追求し、そのた

めに貢献して頂ける人材を雇用する。特例子会社は福祉ではないか、という目でみられることが

多いが否定している。支援センターの中には、特例子会社はケアをしてもらえるので、と紹介さ

れることもあるが、企業は福祉ではないと伝えている。 

【委員長】福祉と雇用の原点が認識されていない。福祉サービスの支援者は福祉中心だが、企業



は企業のニーズがある。支援者には、これが出てこない。相談支援事業、企業の求めているもの

は出てこない。支援センターのあり方は福祉サービスをやることだけでなく企業の求める支援を

持つことを大事にしたい。 

【山田委員】就労支援は斡旋だと思っている。例えば実習だと本人が来る日になってきてないと

か。本人の意思を尊重して支援しているのかと感じる。もしかして送り込んだらポイントになっ

ているのか、などノルマ的に送り込まれる感じがする。ヤル気のある子は可能性を探ろうとする

が、本人の意思がないのにやっても、企業としてはスケジュール組んでも無駄になることがある。 

【委員長】定着が上手くいかない理由は、本人のアセスメントをしていないこと。働きたいかど

うか確認しているか。アセスメントに戻る。支援センターはきちんとしたアセスメント、本人意

思を確認する等、きちんと準備してほしい。アセスメントは企業が信頼できるような人材を送り

込むには、的確なアセスメントができ、課題を明確にし、課題に対応する仕様書をつくって企業

に送りだす必要がある。ベースのところがあるのか、問われる。 

【山田委員】企業は 10年雇って収益性が出ると考えている。入れれば終わりでない。10年後ま

でいたら大きく評価できるが。 

【委員長】就職して３年、５年後に見越した支援をどうできるか。地域の社会福祉支援をこぞっ

てサポートする体制が必要。地域のサービス機関を応援団としてつくっておく。本当に企業から

信頼されるような人材を送り出す体制をつくらないと。 

【吉宮委員】障害者が働いている先でサポートする社員がメンタルでやられることがあった。専

門性を突きつめると、あまりよくない。そのバランス感覚。専門性を突きつめると危険、スタッ

フの個性も大切にしないといけない。サポートするサイドのメンタルヘルスも考えないといけな

い。 

【平野委員】就労支援センターと移行支援事業所とのかかわり、北部就労支援センターに近いと

ころに事業所あるので、ネットワーク会議で情報共有しているが、他のセンターがやっていない

と、ネットワーク会議にたくさんの事業所が集まりすぎ、内容が散漫になる。自立支援協議会に

就労部会があるとありがたい。基幹相談支援センターができ、就労したい卵にあたる人がたくさ

んいることが分かった。社会に出る手筈整える、それが次につなぐ仕組みが途絶えているという

話をたくさん聞く。ボランティアで週１回からいきなりＢ型で週５になるとハード。就労支援セ

ンターの方々にも入っていただきながらスモールステップで次の段階に行ける仕組みを地域に

特化したものとして自立支援協議会で検討できるといい。 

【委員長】就労については就労支援センターがリーダーシップをとっていい。 

【平野委員】移行は２年しか使えない。移行は 53 か所あり、入ってくる経緯は様々。インター

ネットで直接申し込む人は前段の支援がない。働くこととは何かを教えるところから支援するの

で、２年で足りない人が多い。不完全な状態で就労すると企業に負荷がかかる。例えば就労支援

センターで、働くとはなにか、気づきを積み上げる時間が長ければ長いほど、本人の自己決定が

済んでいるので、スムーズに進み、安定して就職に進む。 

【委員長】横浜市はどうか分からないが、名古屋で講演会やったときに言われたことは、大学生



のサービス利用について、大学生は移行支援事業所が使えない。 

【事務局】横浜市でも、日中通うので、在学中は使えない。 

【委員長】大学生に対するキャリア。在学中から移行支援を使えればいいのに、なぜ使えないの

か。キャリアセンターに要望がくるかも。企業と若手の基盤から研修できる人材が必要かもしれ

ない。 

【倉澤委員】当事者からすると、うまく企業につなげてもらって、うまく支援してもらえれば。

本人の能力と企業のニーズをマッチングしてもらえればよい。そこができていないと、すぐやめ

ることになってしまう。9か所に偏りがないようにしてほしい。 

【石川委員】センターを信頼していたが、ベースの研修からときくと、親としてはどう見ればい

いのか、親として暗くなる。親が見てなくてはいけないのかな、ということに繋がる。専門家が

メンタルになると行く場がなくなる。複数機関が関わってくれれば、支援員がメンタルにもなら

ないしいいと思う。色々な機関を経由してきた方がいると思うのでそういう機関とも連携をとっ

て、総合的に見て欲しい。 

【委員長】センターが悪いのではなく、よりよく評価するために、言っている。就労支援センタ

ーの存在を知らしめることは大切。29年度自立支援協議会に強引でも入っていく事が大切。 

【事務局】横浜市の自立支援協議会がある。そこは、ネットワークというより、各区の自立支援

協議会について話し合う。東部就労支援センターのセンター長に入ってもらっている。 

【委員長】各区までおろす緻密なネットワークが必要ということ。 

(2) 報告   

ア 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の実施について    

【事務局】資料３参照。神奈川県と一緒に企業交流会をした。11月の報告。9月は対象人数の設

定を変えている。呼ぶ企業は企業規模を 9月と 11月で変えている。9月は 50人から 100人、11

月は 300 人以上、複数雇用前提の企業を呼んだ。参加企業もそういう層の企業が多い。アンケー

トの集計、２(1)は前回同様、市内企業にダイレクトメールで紹介したので、ＤＭで知った方が

多い。直接企業に出向き、企業交流会を知った方もいる。2(2)、具体的にどういう課題を抱えて

いるか、課題を抱えている企業が多い。仕事のたくさんの取組みを認識した、障害者雇用にはた

くさん方法があることを知ってもらえた。雇用が進まない企業に特徴的として多いのが、専門性

の高い業務に付くことが難しい。専門性の高い業務につくことができるよう、来年度も県とやる

ので、今回のことを活かしたい。 

これまでは川崎市とやっていたが、県と共催し、交流会形式を今年度からとっている。企業同士

が情報交換、意見交換をするように変えた。参加される方は減ったが、ターゲットを絞っている

ので、上手くこちらの意図が届いたと思っている。今後も広げていく必要がある。雇用率２パー

セントにまだまだ達していない、県内で 1.87パーセント。大きな企業では雇用は進んでいるが、

規模の小さい企業でこの取組を進めたい。 

【山田委員】アンケートで、本社設計部門で雇用が難しい、とあるが、ここは弊社も感じるとこ



ろ。障害者はプレッシャーにパニックを感じる。見守りのために、社内に置いておきたい。営業

は難しい。設計は知識、ルール、設計条件を把握する力が必要だが、そういうスキルや建築士や

会計の資格があれば、障害者もこういうことができる、と我々も分かる。だが、この分野は我々

も聞いたことがない。せいぜい、コンビニのレジ打ち。その点を知ることができると、可能性が

見いだせる。 

【田中委員】本社に入れることが難しかったので、安心して働いて頂ける場所として特例子会社

を設立し、別の場所に事務所を設けた。何が難しいかといえば、数字を追いかける部署などでは、

厳しい言葉が飛び交うこともある。その中に精神障害や知的障害者が入ったときに、心に受ける

傷が違うのではないかという不安があった。何か起きるのではと考えると一歩踏み出せないと思

う。弊社は、本格的な事務仕事を行っているが、障害者用に特別な仕事を用意する必要はない。

仕事のやり方を工夫するだけで何でもできる。ただ、障害者雇用は忍耐が必要で時間がかかる。

軌道にのれば、グループ会社では、同じ業務を健常者だけで行っているが、弊社の方が、監査法

人が行う監査評価も高い。障害者だからと健常者と仕事を分ける必要はなく適性で判断する。 

・障害者雇用好事例データベースについて      

【事務局】今後、スターバックスの事例を掲載する予定で、ヒアリングを実施している。他にも

ヒアリング実施企業がある。同様の取組みは県、市でやっている。市、県、国の３者でホームペ

ージをリンクさせたりし、情報にアクセスできるよう検討している。 

【委員長】高齢・障害・求職者雇用支援機構のリファレンスサービスには、合理的配慮の事例も

あり、これにリンクを付けてほしい。厚労省のページからもリファレンスサービスにリンクさせ

ている。企業としてはありがたい。 

・「働きたい！あなたのシンポジウム」の実施について   

【事務局】資料４参照。平成 29年１月 21日に開催。今年度は事前申込制を廃止し、会場を広く

した。定員 400 名のところ、597 名来場（人数は資料配布数）。会場に入りきれず帰った方もか

なりおり、実際は 600人を超える方が来た。神奈川労働局に後援をいただき、石川委員には第２

回就労支援推進会議で当事者に届く効果的な広報をアドバイスいただいた。望月委員にもご協力

いただき、多くの当事者に届いた。今回、当事者団体への呼び掛けが有効であると認識した。概

要について、毎年２部構成だが今年度は３部構成とし、本人と支援者によるリレートークを追加

した。第１部は障害者雇用を行う企業からの講演。カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)

の人事部長が登壇。第２部は知的、発達、精神の３障害の事例紹介。知的障害は(株)ウェルシア

オアシスで接客を行う方、支援者は三ツ境養護学校の進路担当の方。発達障害は(株)エコーのピ

ッキングを行う方、支援者は就労移行支援事業所のワークアシスト。精神障害は日通ハートフル

(株)で経理事務を行う人、支援者は戸塚就労支援センター。第３部では、特別支援学校、就労移

行支援事業所、ハローワーク、基幹相談支援センターなど、さまざまな方にご登壇いただき、本

人の体験を交えながら支援機関を紹介した。２部、３部は、神奈川職業センターの村山さんがコ

ーディネーター。 

アンケート集計結果は「非常によかった」、「よかった」との声が多い。特に第２部は「非常に



よかった」との感想が多い。本人の生の声が聞こえた、失敗を積み重ねた後の現在の状況を知る

ことができたという声が多かった。自身の励みになったとの感想も多い。シンポジウムを知った

きっかけは所属する団体によるものが多かった。ご家族の参加者も多い。障害種別は精神が多か

った。全体の感想では、入場できなかった方から、会場を大きくしてほしいとの声があった。当

事者の声を重視したシンポジウムを来年度も実施してほしいとの声が多い。 

【坂本オブザーバー】会場を大きくしたにも関わらず、ロビーにも人があふれていた。関心が高

まっており、広報が実を結んだと感じる。会場を見て帰られた方もいる。３部構成にしたので、

１つ１つが短かった。時間と会場について検討の余地がある。当事者が自分の思いを語れる場所

として継続してほしい。 

【事務局】要望があるので、できればもっと広い会場でできないか検討していきたい。来年度ど

ういった企画にするか、委員の皆さんにもまたご相談したい。 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

【事務局】７月から市役所で精神障害のある方のアルバイト雇用を行い、最初２か月は週４日勤

務、３か月目から週５日勤務で日数を増やした。週５に切り替わったタイミングで、体調崩すこ

とがあったが、週５のリズムに慣れてきたところで、体調崩すことなく、通勤ができるようにな

ってきた。最初は体調が悪いことを自分から発信することが難しかったが、周りの声掛けや支援

機関の支援もあり、徐々に自分から発信できるようになってきた。 

仕事上で配慮が必要なことの一つとしては、人間関係。発達障害の方の場合、仕事上のコミュ

ニケーションに問題はないものの、仕事には関係のない雑談が苦手なこともあり、仕事中は業務

に集中できるように配慮することが必要。また、昼休みなどの休憩時間は１人になれるような空

間を作ることも必要な配慮の一つ。現在雇用している方は、月１回通院しており、仕事関係を報

告するリズムができている。定期的な通院も安定して働くための１つのツール。 

最近は、電話応対を始めた。電話応対ができることがわかれば仕事の幅が広がり、職場にとっ

ても戦力にもなるので、継続したい。雇用は３月末まで。 

今年度の雇用の検証レポートを外部の専門家に執筆依頼する予定。精神障害者のモデル雇用に

ついては、25 年度から検証してきているが、アルバイトのような勤務形態は精神障害者には不

向き。精神障害の方は、体調を崩したときに、特に柔軟に休暇がとれるシステムが必要。本市の

場合、知的障害の方は嘱託員として柔軟な休暇制度で対応できているが、精神障害の方の場合は、

そこが課題。この検証をもとに課題を解消していきたい。 

【委員長】この事業の狙いは何？１年契約で 25 年度からやっているが、何を検証するのか。市

役所自身がノウハウを蓄積するのか、外部に広報活動するためか。雇用した後に検証しないと。 

【事務局】狙いは２つ。市役所内で実際に雇用することでのノウハウの蓄積と、内外への啓発。

アルバイトとしての雇用検証を基に、市役所内での職員としての枠を広げ、企業の精神障害者雇

用の促進を図っていく。 

【委員長】報告書に期待する。 

イ 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】登録施設は、地域活動支援センター、生活介護など、重度の方の施設が多い。昨年

１年間の実績は登録事業所数を増やしていく事がメイン業務だった。積極的な営業活動は昨年よ

り今年の方が大幅に伸びている。1月末の時点で問合せが 330件、昨年は 237件と約 100件伸び

ている。受注件数は 169 件と昨年の 94 件から大幅増。問い合わせ件数と受注依頼は市の行政機

関からの発注が 100件と圧倒的に多い。 

民間企業への営業も力を入れているが、なかなか一回の訪問ですぐに仕事はくれない。たまた

ま訪問で発注があることもあるが。印刷が圧倒的に多い。印刷は諸経費とランニングコストがか

かるため、小規模作業所では難しい。支援のあり方と受注のあり方をどうバランスをとるか課題。

受注促進に向けた取り組みとして、企業団体を受注センターが 131社訪問した。今後、受注セン

ターのホームページでどこの施設がどういった製品を作っているかカタログの様なものを掲載

予定。 

登録事業所向け研修会を２回実施した。第１回は食品表示を学ぶ研修で、何の表示をどこまで

やらないといけないかを学ぶものだ。第２回は販売促進を学ぶアイデアで、多数外販をしている

施設に実例を語っていただく研修を開催した。今後は３月に自主製品の販路拡大に向けたインタ

ーネット販売の研修を予定している。講師は府中市でインターネット販売のコンサルをしている

方に紹介された中小企業診断士。既存のヤフーや楽天などに参画した場合のメリットデメリット

などを教えていただく。もう一つは施設外作業の受注獲得のための資格取得研修だ。電動の刈払

機は資格が必要。市役所内部では公園の草刈りやゴミ拾いの仕事が多いが、刈払機の資格を持っ

ている施設は少ない。刈払機の必要な仕事はこれまでは断っていた。一日の研修で資格を取れる。

取りこぼしをなくすために行っていく。 

【松為委員】受注不可が多すぎる。刈払機研修は実務的。取り入れて欲しい。 

ウ 平成 29年度予算概要について     

【事務局】資料６、市会で承認されれば、予算案として確定する。予算額は左側。ほぼ前年度同

様だ。事業概要は１ 就労支援センター運営。【中期】は横浜市の中期計画、４年間で来年度終

わる。中期計画に出ているので、重点政策。２ 共同受注・優先調達の推進、これも中期計画に

掲載されている。３ 障害者の就労促進。シンポジウム、セミナーはこちら。特に大きな変更点

は無い。他の局では、予算が削られているが、健康福祉局は予算が毎年増えている。福祉関係に

は、横浜市は予算をつけている。前年度から横ばいだと進展ないと言われるかもしれないが、横

ばいでも頑張っているところ。 

【委員長】横ばいでがんばっても 71 万円減っている。受注関係が 2,200 万で就労促進が 1,900

万だと、就労促進の予算が少ないのでは。共同受注にそれだけ予算をかけているのであれば、今

後の展開を期待される。 

３ その他意見交換  

 なし 

４ 閉会   



【事務局】１年間ありがとうございました。今回で委員の委嘱は終了。来年度の委員選定はまだ

検討していないが、また考える。来年度に皆さんの意見を活かしたい。中期計画は来年度で終了

するので、次の中期計画を策定するが、そこにどう就労支援を盛り込むか。 

障害者プランの見直しも来年度行う。プランには、障害者基本法による 6年間の障害者計画と、

障害者総合支援法による３年間の障害福祉計画とがあり、後者は 27年度から 29年度。そこで来

年度見直す。 

中期計画、障害者プランの見直し、そこに就労支援をどう入れていくか、皆さまの意見をもと

に盛り込む。よろしくお願いします。 

 


