
 

平成 29 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 29年７月 14日(金) ９時 30分～12時 00分 

場所 ＫＲＣビル大会議室 

出席者 眞保委員長、石川委員、堀合委員、山田委員、平野委員、伊藤委員、中谷委員、望月委員、長瀬

委員、進藤委員、吉宮委員、岡野委員、下風委員 

欠席者 なし 

開催形態  公開 

議題 １ 開会、趣旨説明 

２ 委員紹介、委員長選出                       

３ 議事  

(1) 報告 

・平成 29年度 横浜市障害者就労支援事業について 

(2) 議題 

 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 

(3) 報告 

ア 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について 

 ・横浜市障害者優先調達推進について 

ウ 障害者就労啓発事業について               

 ・企業啓発事業について        

・施設職員を対象とした就業体験の実施について 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

・公共施設活用事業について         

４ その他意見交換 

５ 閉会                       

決定事項 推薦により、眞保委員を委員長として選出。 

議題 １ 開会、趣旨説明 

【事務局】資料についてはタブレット端末を活用する。 

（障害福祉部長より挨拶） 

 

【事務局】（資料１に沿って説明）本委員会の第１回目は 29年度の事業の概要説明、第２回は事

業報告を行う。 

 

２ 委員紹介、委員長選出 

（各委員より自己紹介） 



【事務局】委員長の選出をしたい。 

【山田委員】就労支援や障害者雇用の専門でもある、眞保委員がいいと思うがどうか。 

【事務局】みなさんよろしいか。 

（全会一致） 

 

３ 議事 

(1) 報告 

・平成 29 年度 横浜市障害者就労支援事業について 

【事務局】（資料２に沿って説明）障害者の就労支援としては、予算は約３億。前年度と横ばい。

「中期計画」と記してあるのは横浜市中期計画に載っている、つまり横浜市全体の施策の中で重

要という意味。大きく３本柱でやっており、一つは「就労支援センターの運営」。二つ目は「障

害者共同受注・優先調達の推進」で約 2,000万円。三つ目は「障害者の就労促進」で啓発事業を

行っており、予算は約 2,000万円。 

続いて「障害者プラン」について説明する。横浜市では障害者福祉について、障害者プランを

定めている。障害者基本法と障害者総合支援法に基づき、６年計画。本年は３年目の中間見直し

の年。「就労」というテーマでプランに盛り込まれている。（資料３に沿って説明）一般就労と福

祉的就労が就労支援事業。 

【伊藤委員】中間見直しで、関係機関や当事者から意見を徴収して反映していくのか？ 

【事務局】現在障害者施設の団体や障害者団体、当事者にインタビューをして意見をもらってい

る最中。ただ、就労に関していえば、会社の中や会社以外のところでなかなか障害を理解しても

らえないという声も聞くので、当事者向けだけでなく、社会全体に対してどうアピールしていく

かということも大事だと思っている。 

 

(2) 議題 

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】「はまらいぜーしょん」という横浜市内の就労支援センターを紹介する冊子を配布し

ている。就労支援センターは市内に９カ所設置されている。一番古いのは平成３年度から。就労

支援センターを利用するのに障害者手帳の有無や障害種別は問わない。ただし、うち１か所は精

神障害者のみを対象。企業の雇用や労務相談にも応じている。相談はもちろん仕事に対する当事

者の適性評価、職業訓練、求職活動、就職後の定着支援を就労支援センターで行っている。就労

支援センターの支援実績を資料４で示している。 

就労支援センターの支援を受けるには登録を要するが、登録されていない方の相談を受けるこ

とも多々ある。近年は支援対象となる障害種別が様々で、精神障害や発達障害などの色々な方か

らの相談が増えてきている。また、相談内容も複雑化してきている。そのため、相談支援件数が

毎年増えている。登録者数も毎年増えてきているので、定着支援者数も増えてきているというの

が現状。このように就労支援センターの相談支援件数や登録者数が増えてきていること、就労支

援センターと役割が類似する就労移行支援事業所が増えてきていること、法定雇用率の引き上げ

に伴い企業の障害者雇用の機運が高まっていることなど、こうした社会情勢を背景に、就労支援



センターにしかできないこと、求められている役割を明確にしなければならないだろうというこ

とで、就労支援センターのあり方を今一度見直しましょうとなり、27 年度から検討を進めてき

ている。 

資料５では、27 年度、28年度の検討内容をまとめている。27年度は大きな方向性を３つ定め

た。方向性１は就労支援手法内容の充実、方向性２は就労支援ネットワークの構築、方向性３は

職員の人材育成。さらに、例えば方向性１であれば個別支援だったり相談支援だったりと大きな

方向性に対して柱をいくつか立て、まずは就労支援センターの期待される役割としての大きな枠

組みを決めた。28 年度については、３つの方向性に対してより具体的な取組みを検討。例えば

方向性１の個別支援というところでは、就労支援センターは運営法人がそれぞれ異なり、支援手

法もそれぞれだったので、就労支援サービスを９センターで標準化していこうということで、支

援の流れを整理。流れとしては、相談→登録→支援とした。また、初回相談までの待機時間が課

題にもあったので、初回相談までの時間を短縮するよう１か月の目安を定めた。方向性２のネッ

トワークの構築としては、就労支援で関わりのある特別支援学校や就労移行支援事業所との連絡

会をそれぞれ設け、連携を始めた。方向性３の職員の人材育成としては、共通した研修を行い、

知識を整理することとした。 

資料６では、これまでの流れや今後のスケジュールを示している。29 年度は、さらに具体的

な取組を検討していき、市で定めている就労支援センターの運営マニュアル・ガイドラインの改

訂を行っていく。今年度は、課題でもある医療機関との連携も進めていく。 

第１回目の本委員会では、これまでの検討状況に対しての報告内容を客観的に見た意見をいた

だき、第２回目の委員会では改訂予定の運営マニュアル・ガイドラインを報告する。 

【山田委員】あり方検討を始めたこの２年間で９センターでの違いが浮き彫りになった。他機関

や内部から見て使いやすいセンターを目指して、流れを揃えて基準をまとめていく。古いセンタ

ーと新しいセンターと課題は異なる部分もあるので、運営法人や地域性を鑑み、無理に揃えるの

でなく、揃えられる部分を明確にしていく。今まさにどこを揃えられるかということを検討して

いる最中。他のセンターの支援手法を知ることができたことは有意義であった。 

【中谷委員】地域支援では、就労との距離が遠いと感じている。全体の相談の中で一般就労の相

談の比率は決して多くはない。しかしながら、地域で相談を受けている相談員としては、どうい

うタイミングで就労支援センターにつなぐべきか、どういう方なら相談を受けてもらえるのか、

戸惑いを持ちながら行っていることもある。実際相談員がハローワークに同行することもある。

特に地域で相談を受ける方ほど、就労まで遠い方が多く、福祉サービスの支援が必要と思われる

方が多い。就労支援センターにつないでも、やはり結局福祉サービスにつながることもあるので、

相談員は試行錯誤しながらやっている。本人は就労を希望しても、見立てとして現実的に難しい

方もいるので、お互いに連携していき本人にとってとぎれない支援の構築をしていけると良いか

と思う。 

【眞保委員長】どのタイミングでの相談がいいのか。 

【山田委員】登録をされていない方の相談も多い。当センターはかつては登録ありきで行ってい

たが、一次相談機関として「仕事」というキーワードの方の相談にも乗っていくつもりでいる。

市内で相談支援機関も増えている中で、相談支援機関同士のネットワーク構築も重要。 

【長瀬委員】就労する方に限らないが、進路担当の会議では家庭支援が一つの課題。本校では就



労が決まった方に対し、卒業する前に企業、ケースワーカー、基幹相談支援センターとカンファ

レンスして課題を共有している。万が一何かあった場合には、すぐ動けるような体制を整えてい

る。卒業してから、しばらく状況を見てやはり課題があるなという方には徐々に支援者を増やし

て、就労支援センターにも相談をして、情報共有している。定着支援としては卒業後３年間は学

校が中心に行っているが、さらに就労支援センターにも一緒に見守っていただけると学校として

は安心。学校としては支援者を増やしていくことが必要なことかと思う。 

 

(3) 報告   

ア 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について 

【事務局】（資料７に沿って説明）外部の意見を取り入れ、今後の支援ノウハウの向上を目指し

て 25 年度から就労支援センターへのヒアリングを実施。就労支援センターには、自己点検をし

てもらったうえで、有識者がそれに基づきヒアリングを行う。基本的なセンターの役割を有識者

とセンターとで意見交換する。有識者には本会の委員にお願いしている。毎年２～３か所行って

おり、28 年度で９センターを一巡し終えた。例年本会で当該年度の有識者を３名選出している

が、現在点検項目の整理をしているため、改めて８月以降に個別に依頼させていただく。29 年

度も複数センターにヒアリングを行う予定でいる。 

【石川委員】大変興味深く参加している。自己点検の仕方がセンターによって異なる。センター

長だけで自己点検しているところもあれば、支援員含めて多数決で行っているところもある。親

ですので、どうやって支援するのか、定着できるようにするのか、どのように本人に合う仕事を

切り出していくのか、もっと具体的なことを聞きたいが、時間に限りもあるため、なかなか難し

い。もう少し踏み込んで聞きたい。 

 

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について 

【事務局】（資料８に沿って説明）障害者共同受注総合センターは、障害者の社会参加や工賃向

上を目的に 27 年度に開所。運営は横浜市社会福祉協議会に委託で行っている。登録事業所は開

設から 273か所。小規模事業所が多い。開設当初は事業所の登録、作業能力の把握がメインで、

開設から２年目（28 年度）は研修による技術的支援、自主製品の販路拡大を通じた受発注の支

援を中心に進めてきた。受注調整状況は 28 年度末時点で 387 件の問い合わせがあった。市役所

内部からの案件が多い。受注件数ベースでは全体の６割を占めている。内容としては印刷が多い。

27から 28年度まで継続して発注いただいたケースもあり、27年度と比較して成立件数は４割か

ら５割６分にあがっている。庁内からの発注案件は単価の高い清掃案件を増やしており、土木事

務所への働きかけをし、実施に至っている。今後草刈も含め、資格取得研修の実施、受入事業所

の拡大を目指している。民間企業からはお弁当やパン販売、ポスティング、データ入力作業など

があるが、販路拡大は課題。受注不可となったケースは印刷が主で、多くが専門的な機械による

技術を要するケース。その他、金額や納期の折り合いがつかないなどがある。印刷は費用やスペ

ースの問題もあり、現状以上の拡大は課題だと思っている。そのため、今後は清掃など他種の業

務への転換を図っていきたい。今後の目標は受注促進、販路拡大のための企業訪問、成立件数を



増やしていきたいと考えている。また、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

ていきたい。なお、工賃実績は現在集計中。（配布した共同受注総合センターのパンフレットに

ついて案内） 

【山田委員】民間企業に対してはどのような働きかけを行っているのか？ 

【事務局】企業の集まりに出向いたり、企業を巡回したりしてパンフレットを配布している。 

【山田委員】自分の勤める法人内に小さい作業所が多くある。一つの作業所では賄いきれないこ

ともある。長期的にただお仕事を切り出してもらうのではなく、企業とのタイアップもできてく

ると将来的にはいいのでは。作業所とのコーディネートも発展的にできたらいい。 

【伊藤委員】自分の法人内の３事業所が登録している。実際の契約には至ってない。市としては

登録事業所を増やすことが当初の目的だったと思う。ただ、200を超える登録事業所分の作業を

生み出せるのか。受注センターからのメーリングリストで月２～３件仕事照会がある。いくつか

の事業所が手を挙げてきた場合の判断として、近場のところ、今まで受注していないところとし

ているが、下手に受けてしまうと、割のいい案件の照会があったときに受注できなくなってしま

う。そういう考えの事業所が出てきてしまうと、できる事業所が手を挙げずに、できないところ

が受注して、受注できたはいいがマッチングが図れない、結局質を下げてしまうことになってし

まうと怖い。登録事業所が増えているのはいいことだと思う。ありがたい事業ではある。 

【眞保委員長】マッチングしない場合は企業にはどう話すのか。 

【事務局】近隣事業所に直接あたってはみるが、それでも繋がらなければ断る。 

【眞保委員長】納期までの余裕はあるのか。 

【事務局】それを調整するのも受注センターの役割。 

【眞保委員長】どんな作業が多いのか？清掃？ 

【事務局】清掃は単価が高いので金額としては高いが、数としては軽作業が多い。特に庁内から

の軽作業が多い。 

【岡野委員】企業から何を出せるか考えてはいるが、具体的に何を出すか難しい。ただ、働き方

として残業を減らしたいというのもある。シールを貼るなどの軽作業が他の仕事と重なってきた

ときに、手伝ってもらえると有難い。私が理解するだけでなく、スタッフが理解しないと仕事は

生み出せない。現場スタッフの方が仕事はだせる。自分だけが考えてもだめ。現場まで落とさな

いと仕事は生み出せない。企業はあまりわからない。自分はこうした場で話を伺えるので、知る

ことができるが、たいていは自分たちでやってしまおうとする。社員もこうした仕組みがあるこ

とを知らないので、どうやって企業側に知らしめていくか。企業とのコラボでの新しい事業での

仕事づくりができてくるのではと思う。 

【眞保委員長】このパンフレットをみると、施設のパンフレットに見える。企業からすると写真

たっぷりで、企業で仕事をしている様子を写真とってのせたほうがイメージがいい。施設への登

録要請にはいいかもしれないが、企業向けではない。企業に渡すには別のパンフレットがいい。

横浜市ならデータ入力できる施設もあるだろう。なので、データ入力をしている写真、仕分けし

ている写真をとって載せるといい。周知に関しては施設と企業とでアプローチを変えた方がい

い。岡野委員もおっしゃっていたように、経営者がすべての細かい仕事を把握しているわけでは

ない。一般の社員から仕事を出してもらうような周知の仕方はどうすればいいかを考えるといい

かもしれない。 



【事務局】今後検討します。 

 

・横浜市障害者優先調達推進について 

【事務局】（資料９に沿って説明）受注センター事業にも関連するがが、国では 25年度に障害者

優先調達推進法という、行政は優先的に障害者施設に発注するよう努めなさいという趣旨の法律

が制定された。横浜市でも 25年度から市の調達方針を策定。29年度においても７月１日に策定

した。調達目標としては、区局ごとで前年度実績を上回るよう努めるとしている。市全体として

も、28 年度実績額を上回ることとしている。ちなみに、28 年度実績額としては総額２億円を超

えた。28 年度の調達方針では、市の全体目標額を２億円としており、目標を上回ることができ

た。25 年度以降から庁内の実績額は順調に伸びている。他都市と比べても横浜市はかなり障害

者施設に発注している状況。29 年度も引き続き区局の会議や庁内のイントラネット等で調達事

例の案内をし、積極的に広報を進めていく予定。 

次に、随意契約の対象事業所の拡大について説明する。地方自治法の規定により随意契約、す

なわち見積合わせや入札をせずに契約ができる仕組みがあるが、随意契約の対象となる事業所は

優先調達推進法が対象とする障害者施設と異なっており、一部に限られている。ただ、地方自治

法施行令の中で、基準を決めて認定をすることで随意契約の対象を拡大できるとあり、他都市で

も対象の拡大を行っている。横浜市でも着手し、「障害者支援施設等に準ずるものの認定にかか

る要綱」をこの度策定した。拡大した事業所は、重度障害者多数雇用事業所、在宅就業支援団体、

ふれあいショップ。重度障害者多数雇用事業所と在宅就業支援団体は優先調達推進法の対象だ

が、ふれあいショップは市独自で行っている事業。ふれあいショップとは、公共施設の空きスペ

ースを活用して障害者を雇用し、雇用の場を確保するとともに市民への普及啓発を目的に設置さ

れた喫茶店など。新たに認定した事業所としては、重度障害者多数雇用事業所としては、横浜市

知的障害者育成会のワーキングセンターが認定された。ふれあいショップとしては市内９か所全

てが認定された。今後は、庁内の受発注と絡めて引き続き行政機関からの発注を進めて行きたい。 

 

ウ 障害者就労啓発事業について               

・企業啓発事業について 

【事務局】障害者の雇用啓発における市の取組を紹介する。一つ目は、企業交流会。二つ目は市

内の工業団体や経済団体へ出向いて啓発する出前講座。三つ目は企業の好事例を紹介するデータ

ベース。それぞれ資料 10～12に沿って説明する。 

（資料 10 に沿って説明）企業交流会。昨年度から県と一緒に取り組んでいる。法定雇用率の

変動もあり、企業は障害者雇用に関して積極的なところもある。また、ノウハウを知りたいとい

う企業も多いので、実際に雇用されている企業とこれから雇用したい企業の意見交換会という形

で行っている。昨年は岡野委員と下風委員にも参加してもらった。29 年度については資料の開

催スケジュールにも記載している。資料中は県内全てで行う日程になっているが、横浜市では７

月 26 日、12 月上旬に開催する。７月 26 日の会についてはすでに参加企業の募集が始まってい

る。横浜市立大学が会場。横浜市立大学では、大学だけでなく病院でも 4,000人近い従業員の方

がいて、これまで工夫されてきた取組があるので取組事例を紹介する。影山教授に障害者雇用の

概要を話してもらう。会の後半では、先輩企業とこれから雇用をしたい企業との意見交換を行う。



今回は先輩企業として３社。市内は 99％が中小企業。小規模の企業でも雇えるというところを

話していただく。 

（資料 11に沿って説明）27年度にスタート。市内の工業会や商工会議所に出向き、雇用に関

するノウハウや事例を紹介している。29 年度はすでに市内の港北区、緑区、青葉区を中心とし

た横浜北工業会に行ってきた。 

（資料 12に沿って説明）障害者雇用の好事例データベースを作っている。現在 77社を掲載。

神奈川県や高齢・障害・求職者雇用支援機構の事例も合わせて紹介する形で現在 77 社となって

いる。新規掲載として、下風委員のシティコミュニケーションズ株式会社を予定している。雇用

率が 2.2％、2.3％と段階的に上がっていくということで、障害者雇用においては追い風だが、

逆に障害者雇用の対応に追われて無理な雇用になってしまわないように、本人にとってもプラス

になる、企業にとっても長く働いてもらえるような取組を我々も支援していきたい。課題は、障

害理解がなかなか進んでないと考えている。市内各所の就労移行支援事業所とも協力して、企業

啓発のなかで障害理解の啓発も進めていく。 

 

・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 13に沿って説明）就業体験とは、障害者の就労支援に携わる施設職員を対象に、

障害者雇用企業での障害者の業務を体験することを通じて、施設職員の一般就労に対する知識及

び支援スキルの向上を図り、利用者の就労につながる機会の拡大を目指す事業。29 年度は６月

13 日から実施。前年度からの主な変更点としては、参加対象施設として地域活動支援センター

を追加したことと、定員を 53 名→81 名に、また受入企業を 21 社→30 社に拡充したこと。昨年

から始めた振り返り会は 29 年度も行う。各事業所で抱える課題等を共有してもらうため、内容

は昨年に引き続きグループワークを予定。今年は講師として企業の方を呼び企業就労に関する話

をしていただく予定。振り返り会を含めた報告は次回以降にさせていただく。 

 

・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 14～15、その他席上配布した「28年度横浜市役所における精神障害者雇用事業

報告書」に沿って説明）横浜市役所内における障害者雇用の状況をお話させていただく。知的障

害者については、総務局人事課で非常勤嘱託員として採用。（資料 15参照）募集期間が迫ってい

るが、興味のある方がいれば情報提供をお願いしたい。精神障害者については、25 年度よりア

ルバイトとして、健康福祉局障害企画課でモデル的に雇用検証を行っている。過去５年間の状況

については資料 14 を参照。事業の目的としては、事務分野での雇用の検証、民間企業やその他

関係機関への情報提供、市役所内部の障害理解の促進、継続的な雇用の検討としている。28 年

度は別添報告書を参照。28 年度のテーマは発達障害。障害特性を踏まえた対応のあり方を検証

した。29 年度は医療機関との連携を重視している。過去の検証のなかで、医療機関との連携や

情報共有が必ずしも十分とは言えなかったことがあったため、これをテーマにした。29 年度は

７月１日から雇用している。資料の作成や名立ての作成もすでにやっている。デイケアとも連携

をしている。第２回の会議で状況を報告する。雇用報告書は 29年度も作成予定。 

 

・公共施設活用事業について 



【事務局】（資料 16 に沿って説明）就労啓発の一環として、平成 18 年度から南区浦舟町の公有

財産でもある浦舟複合福祉施設９階のワンフロア（３分の２程度）を公募を経て民間事業者に有

償で貸し付け、障害者の雇用の場の創出、企業に対する雇用促進の啓発を行ってきた。これにつ

いて現事業者の契約満了に伴い、新規事業者の公募及び選定を 28 年度から行った。この度選定

委員会での選定を経て、本会の上部組織でもある横浜市障害者施策推進協議会において承認され

たので、報告させていただく。決定した運営事業者はサンクステンプ株式会社(パーソルサンク

ス株式会社)。選定委員会は本会のように横浜市障害者施策推進協議会の下部組織として設置し、

全２回開催。第１回委員会で募集要領や選定基準について話し合い、第２回委員会で応募事業者

にプレゼンして頂いて採点、集計し、運営事業者候補として選定した。条件として障害者雇用を

前提としていたので、特に採点基準項目として重視した項目は障害者への配慮や合理的配慮の考

えが提示されているか。もう一点普及啓発・地域貢献ということで、周囲の関係機関（地域の障

害者施設など）との連携を重視した。内部での雇用にとどまらず、外に障害者雇用の発信をして

もらいたい、啓発に努めてもらいたいとして盛り込んだ。今後の流れとしては、新規契約締結を

４月に行う。参考として、現事業者については今回選定されたパーソルサンクス株式会社であり、

約 70 名の障害者を雇用している。知的障害が主ではあるが、身体や精神障害の方も社員として

働いている。業務内容としては、この建物（浦舟複合福祉施設）内でグループ企業の人材派遣ス

タッフに配布する記念品としてのクッキーを製造している。 

（資料 17に沿って説明）JR関内駅の北口がバリアフリー化の整備工事を行っている。駅の高

架下に約 100 ㎡の横浜市の土地があり、その土地を活用して障害者の就労啓発事業を行ってい

く。経緯は平成４年にふれあいショップ事業を始め全国に先駆けて障害者の就労の場を作ってき

た。このふれあいショップが平成 24 年に撤退したが、今後新たな内容で就労の場を作る。2020

年の東京オリンピック・パラリンピック、また横浜市で開催している現代芸術の祭典（トリエン

ナーレ）の一環として障害者の芸術文化を発信していくパラトリエンナーレもあるが、これらが

2020 年に開催されることに伴って、これを契機に障害者の芸術文化やスポーツを発信するよう

な就労支援施設を整備する予定。運営する事業者は今後選定していく。横浜市障害者施策推進協

議会において、選定委員会の設置が承認されたので、選定委員会を設置し、公募や選定を進め、

30 年度に設計、31 年度に整備というようにオリンピック・パラリンピックに開所が間に合うよ

うに進めていく。 

 

（就労啓発事業に関してまとめて意見交換） 

 

・企業啓発事業について 

【岡野委員】雇用して初めて知ることがある。始めの一歩が踏み出せない会社が多い。中小企業

はスルーしてしまう。社員の家族に障害のある方がいるが、会社として受け入れることを別に考

えている。イベントを行うのも良いが、一緒に働くということが当たり前になるように、普通に

働いている人に周知してほしい。 

【下風委員】手帳を持っている人も得意なことがある。出来ない配慮ではなく、出来ることにス

ポットを当てれば会社に貢献できる。会社の戦力になる。視点がいつもできないことにいきがち。

手帳を持っていようが持っていなかろうが、会社のマネジメント次第で仕事ができるようにな



る。手帳があるからできないではなく、もっと一人一人の個人を見て、どんなところが得意なの

かを把握した上で、業務の適性を図る事が必要。障害者に限らず、新卒採用、アルバイトの方に

も通じること。障害ではなく、もっと個人を見ることが重要だと思う。 

【眞保委員長】下風委員の会社では各店舗の社員にどのように周知を図ったのか。 

【下風委員】伝えすぎて頭でっかちになって前に進めなくなると困るので、あえて何もしなかっ

た。もちろん障害があることは伝えているが、例えば統合失調症があるなどの病名は伝えなかっ

た。病名を伝えてもわからない。自分たちは何が苦手なのかを知りたい。社員はあまり障害のこ

とは知らない人が多い。ただ、支援機関に直接現場の人たちが相談するようにしている。相談す

る場所があるということで、はじめの一歩を踏み出しやすくなる。支援機関の存在を知っている

企業は多くないので、もっと知ってもらう必要がある。 

【眞保委員長】雇用したら全責任を負わなければならないと思う企業が多くあるが、困った時に

相談できる機関があるということを知らしめることも必要。 

【岡野委員】専門の支援員の方がいてくださることが、心強い。さりげなくフォローしてくれる。

この仕組みが世の中にももっと伝わればよい。 

【眞保委員長】就職したら終わりではなく、相談する場があり、企業だけで抱える必要がないと

いう事を周知したい。 

 

・施設職員を対象とした就業体験の実施について 

【平野委員】スタッフが参加した。事務職をトレーニングすることが多いが、軽作業を体験。当

事者が想定している仕事以外に携わることで、選択肢を広く持つことができ、訓練生の方に提示

が出来る。施設内にいることが多いので、こうした機会でスタッフにとっても新たな気付きがあ

った。 

【眞保委員長】スタッフの人材育成として事業化されているのがいい。普段と違う仕事に携われ

るのも良い。経験できる仕事は増やしていった方が良い。 

【下風委員】受入企業側として、現場の担当者と話し、雰囲気を見てもらった。実際にその場に

行って直接見て、肌で感じてもらうことができたのは良かった。 

【眞保委員長】会社名と業種だけでは、実際に障害者がどんな仕事をしているのかわかりづらい

ので、確かに実際に見てもらうのはいいのかもしれない。 

【下風委員】実際の採用も、職場を見てからきてもらうようにすることで、長続きするようにな

った。 

 

・横浜市役所における障害者雇用事業について 

【堀合委員】精神障害者の雇用を行政が率先してやっていただけることはありがたい。まだまだ

力を持て余している仕事に就いてない精神障害者でやればできる人はたくさんいる。下風委員が

言うように、できるところを見てもらえれば仕事ができる方はたくさんいる。人材の取り合いに

なっていけばいい。 

【眞保委員長】欲しがる人材はどの企業も同じだろうから、取り合いになっていくと思う。来年

度の６月１日に向けて動きがあると思う。逆に色々な問題も抱えるだろうから、ピアスタッフと

して堀合委員にはぜひ相談にのってほしい。 



【吉宮委員】報告書内の業務日誌の「今日の体調」、「仕事のやりがい」について５段階評価して

いるが、どのようにしているのか。具体的なフィードバックだったらよいが。 

【事務局】仕事始めと終わりに本人なりに数値化してもらい毎朝、毎夕に職員と話す時間を設け

ている。 

【眞保委員長】５段階の説明はしているのか。 

【事務局】３が普通。それを基準に低い数値は悪い、高い数値は良好と説明している。 

【吉宮委員】体調とはどんな体調のことなのか。 

【事務局】例えば、不眠、疲れがたまってなど、本人の発する言葉を受け止めている。 

【吉宮委員】恐らく本人は低めに書く。会社でどれだけ体調について聞けるかという部分ではな

かなか聞きづらい部分もあると思うが、体調の背景まで掘り下げて聞けるとすごく手厚くていい

と思う。 

【事務局】聞きづらい部分もあるが、そういった場合は支援機関を通じてどんな背景があるかを

聞いたりしている。 

【吉宮委員】やりがいとはどういった時に感じるのか。本人は何をもってやりがいと思うか分か

らない。 

【事務局】スケジュールを一日３～４コマに分けて様々な業務を組んでいる。そのため、その時

間内に依頼された業務を終えられないこともある。やりがいという部分では、決められた時間内

に依頼された業務を終えられた場合に感じる方がこれまでのアルバイトの方では多かった。 

【眞保委員長】会社によっては気分指数を使っているところもある。０～150ぐらい数字があっ

て、120 として気分が高いときもあり、一方で 70 ぐらいの低いときもある。要は、その時の数

字の高い低いではなく、その落差を見ている。やりがいというよりも、「達成度」のことでは。

目標達成度としてもいいかも。時間内に終わらなくても、やりがいを下げる必要はない。 

【事務局】毎日の振返りの際に、やりがいの数字の根拠についても本人に聞いてはいる。 

【眞保委員長】毎日話す場があるのはありがたいこと。 

【望月委員】就労に関する支援や制度は整っていても、仕組みが見えづらく、本人に届いていな

い場合がある。その意味で、改めて相談支援の重要さを実感する。一次相談支援機関には仕組み

を届ける役割があると思う。また、段階を分けて 1機関だけが個別に支援するのではなく、いく

つかの機関や支援者が同時に重なりながら、ご本人をさりげなく支える必要がある。そういった

ことがあくまでも押しつけではなく、ご本人が活用したい範囲で可能となるとよいと思う。その

ような事例の積み上げが必要。 

【眞保委員長】横浜市は体制が整っていて充実しているが、本人は仕組みや社会資源をすべて理

解している訳ではないので、どのように本人に伝えていくのかということは課題。かつては支援

機関が抱え込むということもあったかもしれないが、色んな社会資源ができてきた中でそれぞれ

が途切れず支援ができたらいい。 

 

４ その他意見交換 

【事務局】次回の開催は２月を予定。今年度の報告、来年度どうするかを話す。詳細時期に関し

ては追って連絡する。 

（その他、配布資料について説明） 



【進藤委員】来年４月から障害者法定雇用率が 2.2％になる。現行の 2.0％から 0.2％上がるが、

わずか 0.2％の上昇とはいえ、雇用率達成にはさらなる努力が必要となる。参考に、昨年の６月

１日時点での障害者雇用率は、全国が 1.92％、神奈川が 1.87％と全国レベルを下回る厳しい状

況であった。ちなみに、今年の６月１日現在の雇用率については、現在、各ハローワークで集計

中、全国・神奈川とも 12月頃発表する予定。 

精神・発達障害しごとサポーターという新規事業を、神奈川労働局主導で現在準備中。これは

特別な資格などを身につけるというものではなく、精神・発達障害者が働く職場内に、障害の理

解者・応援者を増やして職場定着につなげようという事業で、９月頃から養成講座を開く予定で

ある。 

【堀合委員】就労移行支援事業所を行っているリタリコという関内にある事業所の交流会。つな

がりという意味では、良い場だと思うのでぜひ。 

【事務局】神奈川県産業人材育成フォーラムのチラシについて、県が主催、横浜市も後援してい

る。委員長の眞保先生もコーディネーターとして参加されている。 

 

５ 閉会 

 

 

 


