
 

平成 29 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 30年２月 19日(月) 14時 30分～17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、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 伊藤委員 

開催形態  公開 

議題 １ 開会                   

２ 議事  

(1) 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における自己点検及び有識者ヒアリングについて 

・障害者就労支援センターあり方検討について 

その他 

・横浜市障害者就労支援ネットワーク「ハマジョブネットワーク」の設立について 

(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について 

イ 障害者就労啓発事業について               

 ・企業啓発事業について 

 ・「働きたい！わたしのシンポジウム」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 

 ・横浜市障害者農業就労ネットワーク「農ハマライゼーションネットワーク」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 

ウ その他 

・平成 30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 ・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、また障害者就労支 

援センターあり方検討について、了承する。 

・横浜市障害者就労支援ネットワーク「ハマジョブネットワーク」の設立を認め、横浜市障害者 

就労支援推進会議の下に位置づける。 

議題 （進藤委員より情報提供）※配布資料の説明 

平成 30 年４月１日より、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わる。合わせて、精神障害者

の短時間労働者の算定方法が変更となる。 

 

１ 開会 



障害福祉部長より挨拶 

 

２ 議事 

(1) 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１～３について説明。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

は、就労支援センターの方向性を揃え、支援が一定水準に保たれること、支援ノウハウの向上を

目的に実施している。自己点検としては、毎年横浜市が定めた事業点検基準（資料２）に基づき、

各就労支援センターに対してできているかできていないかを自己点検し、日々の支援内容や支援

手法を見直す機会としている。有識者ヒアリングは、１月から２月にかけて現在実施していると

ころ。東部・南部・西部の３つの就労支援センターは既に実施済。北部就労支援センターは今後

実施予定。既に実施した３つの就労支援センターのヒアリング内容は資料１別紙を参照。今後は、

これらのヒアリング内容や各就労支援センターの自己点検結果を基に、障害企画課から各就労支

援センターへ評価結果を報告予定。30 年度は、残りの市内４センター（戸塚・中部・上大岡・

日吉）で実施予定。 

【眞保委員長】 

今回、実際に有識者ヒアリングに参加されているので、それぞれの委員よりお気づきの点など

お伺いしたい。 

【石川委員】 

何年かかけて、ほとんどのセンターを見学した。利用者の立場・視点で見ると、ここは登録し

たい、登録したくないというのが出てきてしまう。職員の異動が少ないセンターの方が雰囲気が

落ち着いているような印象があり、やはり行くならば良い雰囲気のセンターに登録したいと思

う。就労支援センターは、どこに登録してもいい事になっているが、皆さん実際に就労支援セン

ターを見る機会がないので、家や職場に近いセンターを選んでしまう。ただ、たまたまこうした

機会で見てしまうと色々思うところはある。また、支援が一定水準に保たれることを目標にして

いるが、具体的な事例をもってどの支援の水準を求めているのか、何の支援の一定水準と言って

いるのかがわかりづらい。例えば、同じケースの人が来たときにここの支援は手厚いがここは薄

いというようなことを言っているのか、このヒアリングでは分かりかねる。 

【堀合委員】 

就労支援センターは精神の方々には関係ないと思っていたが、支援している件数の中で精神の

割合が多く意外だった。大変素晴らしい支援をしていると感じた。自分が所属している事業所の

利用者もそうだが、仲間達にもっと薦めていきたい。精神の領域で就労支援をポピュラーにして

いった方がいいのではと思った。 

【山田委員】 

ヒアリングを受けた側の感想としてお話ししたい。当センターは企業や労働局、生活支援セン

ターの方にお越しいただいた。日常の業務の中では様々な支援機関と関わっており、福祉の機関

に関しては、区の自立支援協議会などとも関わりながら支援している。企業や労働局など日頃関



わりはあるが、立場を超えてこれほど深く話をする機会がなかったと反省している。就労支援に

あたっては、このような機関と関わる事が重要で、今後具体的にどういった形で連携していくか

という点は課題として感じられた。 

【眞保委員長】 

石川委員より「支援の水準」という意味ではヒアリングだけだとわかりづらいといったご意見

があった。その点について、就労支援センターとしてはどう考えるか。 

【山田委員】 

後ほど説明する「就労支援センターのあり方検討」でも触れるが、支援の中身については就労

支援センター内でも議論してきた。質の向上をどのように取り組むかといった課題に対しては、

あり方検討のなかで「人材育成」を取り入れている。この３年間で議論はしたが、実際にどのよ

うに行っていくかはこれからである。人材育成を通じ、支援員一人一人の支援の質を上げていき

たい。 

【平野委員】 

南部就労支援センターにヒアリングで訪問した。私自身、就労移行支援事業所を運営しており、

就労支援センターとは連携しながら進めている。法律が変わりながらも、普遍的なものや、変え

ていかねばならない事に対し、非常に努力されていると感じた。改めて、就労支援センターとし

ても様々な社会資源を使いながら連携を深めることに対し、色々な事を知識として持っているな

と感じた。ネットワークの中にいる私達も、お互いに理解を深めていかなければ良い形にならな

いと感じる。あわせて、新しい取り組みとして、自立支援協議会の中に「就労」のテーマを少し

ずつ入れようと進めている部分に関して、知らない事が多かった。就労というテーマだけでなく、

全体的なテーマの中にネットワークで関わっていく入口がもっと増える事で、色々な組織が上手

く機能するのではないかと思う。 

【中谷委員】 

南部就労支援センターにヒアリングで訪問した。平野委員から話があったように、自助努力や

課題に対する解決努力がすごく感じられた。ヒアリング時は福祉関係者が多かったので、連携と

いうテーマの話が多かった。話をしてみて、お互いにお見合い状態、連携はしたいが中々出来て

いないというのも改めて感じた。基幹相談支援センターの立場としても、もう少し踏み込んで繋

がっていく必要、そこにエネルギーをかける必要があることを逆に学ばせてもらった。自立支援

協議会のなかで、地域の福祉事業所との連携を深めているという話を聞いた。自分は自立支援協

議会の事務局の立場でもあるので、区の自立支援協議会の運営の面でも参考となる話が多かっ

た。 

【望月委員】 

貴重な話を伺ったのと同時に、気づきを得る機会となった。地域性を意識し、抱え込みをせずに

ネットワークのなかで支援展開しようとしている点がすごく良いと感じた。その辺りは、一次相

談支援機関としても非常に重要な要素だと思う。また、就労に関わる福祉サービスとの関連につ

いて、神奈川区に持ち帰り議論したいと思ったこともあった。横浜市的な課題として、障害福祉

サービスを使う方に計画相談支援が行き届いていない現状があるため、地域の就労支援の在り様

だったり、そういったところの地域診断が十分でないということがある。これについては時限的

であると思いたいが、全ての人に計画相談が行き届くというのはなかなか難しい現状があるた



め、地域の就労支援の在り方について俯瞰して眺めてみて、在り様を整理して可視化し、それを

地域で共有できるようにしていくことも、就労支援センターの独自の取り組みとして期待されて

良い部分だと思う。 

【長瀬委員】 

東部就労支援センターにヒアリングで訪問した。多い相談は定着支援、これが課題となってい

る。そういった中で、就労者向けの夜間相談など、マンパワーで取り組んでおり、良い試みだと

感じた。学校の立場で言うと、法定雇用率の引き上げを見込んで全県的に就労者数が増えている

中で、果たして卒業した後すぐに就労して定着するのか。課題を抱えている方も多くいる中で、

今後は定着支援が就労支援センターの中で非常に大きな部分を占めるだろう。東部就労支援セン

ターでも企業・学校・保健医療との連携を目指しているということで、それは大切なことだと感

じたが、一方で、繋がっているがなかなか支援が行き届かない、アプローチ方法がわからないと

いうケースが卒業生の中でもかなり出てきているのが現状。先ほど人材育成など話があったが、

支援の質を色々な機関で上げていかないと、なかなか定着に向かっていかないのではと思った。 

【進藤委員】 

西部就労支援センターにヒアリングで訪問した。今回初めて就労支援センターに伺った。同じ

ように就労支援に携わる立場として、連携がきちんととれていないなと感じ、非常に反省した。

自己点検結果一覧においてもわかるように、各就労支援センターにおいて、ハローワークとの連

携が不足していると感じているところが多いようだ。今後は相互に協力体制を整えていかなけれ

ばと感じる。今まではハローワークの窓口に来た方に対し、「はまらいぜーしょん」を配布し、

こういった機関があるので利用してみてはという案内しかしていなかったが、今後はより具体的

に、こういった支援があるから行ってみたらどうかと案内したい。 

【下風委員】 

西部就労支援センターを訪問した。伝えたいことは大きく２点。１点目は就労支援機関や就労

支援センターの存在を認知してもらうことが大事だという事。企業の立場からすると、支援機関

があることを知らない会社が多く、もっと存在を知ってもらうことが大事だと思った。また、そ

の支援機関などの社会資源が何をやっているのか、業務内容を知ってもらうことも大事だと思っ

た。今回ヒアリングで有意義だと思ったのは、就労支援センターが企業の就労だけでなく、一次

相談支援機関として、障害者手帳取得の可否の相談をかなり受けていて、そうした業務にも追わ

れていると聞き、業務が広すぎて就労支援にまで手が回るのだろうかと思った。そうした業務に

追われて大変なのであれば、企業側がもっと関わるべきである。定着支援もずっと支援機関がや

るのではなく、本来は企業が雇用する立場として、企業ができることがもっとあると思う。その

ためのネットワークも大事。そういった意味で、支援機関の存在や業務内容の認知を高めてもら

う必要がある。２点目が、定着支援のあり方にも関わるが就労後の活躍をどう考えるか。どうし

ても、退職をさせない・就労を継続する事にスポットが当たりがち。その方が出来ないこと・改

善できないことばかりでなく、逆に得意なことや出来ることなど、いかに生産性を上げられるか

にスポットをあて、企業側でどのように能力を引き出せるのかという定着支援を行っていただき

たい。ＡＩの発展に伴い、仕事の機械化が進んでいくことを恐れて、手帳の有無に関係なく、今

自分が持つ能力をどのように職場組織に活かせるのかという視点を、もっと色々な人にもってほ

しい。 



【眞保委員長】 

東部就労支援センターにヒアリングで訪問した。障害者雇用を専門にする立場として、社会福

祉のサービスの中で、実は今まで就労という事に対してあまり厚くはなかった。自立支援法が成

立したおかげで就労移行支援というサービスが初めてでき、約 10 年経って雇用率を上げてくる

ことも可能になってきたのだと思う。何人かの委員からも意見がでていたが、次は定着支援、つ

まり就労を継続していくための支援について、どういったことが社会でできるのかに視点が移っ

ている。自立支援法以前は、例えば通勤寮という仕組みがあり、保護者がいない当事者の方がグ

ループホームとグループホーム併設用の施設を利用するなど、そこに就労支援の専門性をもった

職員を配置することによって、夜間・休日の支援を行き届かせて、就労を継続できるというよう

なサービスもあったが、現在はもうない。素人の世話人さんが一人配置されればグループホーム

が使えて、精神の方であればまだ大丈夫だが、重度の知的障害の方がこれだけ働かれている中で、

親亡き後、今まで親がしてきたような企業との折衝・体調管理など、誰がやるのだろうか。親亡

き後、そうした事ができなくなったら、今まで一生懸命働いてきた方々が、就労継続支援Ｂ型や

作業所に戻るということはご本人にとって、社会全体として得なのかという問題意識がある。そ

ういった意味で、拝見した東部就労支援センターは、もちろん毎週ではないが、なかなか社会資

源が行き届かない休日や土曜日の余暇支援、夜間もシフト制でサービスを継続していた。職場か

ら帰った後の夜間のちょっとした相談、特に精神障害の方の場合、クローズで働かれている方は

相談できる方がいないわけで、そういう方へのサービスを職員体制も非常に厳しい中で行ってい

る。色々な社会支援が出てきた中で、これからどうやってサービスを継続していくのかといった

課題もあるが、他で行っていないサービスを提供する努力、そういう仕組みを拝見出来たことが

非常に良かった。 

 

・障害者就労支援センターあり方検討について  

【事務局】 

資料４～５について説明。先ほど冒頭でも述べた通り、就労支援センターのあり方検討は 27

年度から 29 年度の３か年かけて行ってきた。第１回目の会議では、あり方検討の背景や経過、

内容について主に説明したため、今回は最終報告をしたい。前提として、あり方検討の内容とい

うのは３つの方向性で出来ており、その中にさらに２～３つの期待される役割・機能がある。そ

れに沿って具体的取組を延べている。あり方検討の今後だが、横浜市が作成する就労支援センタ

ーのガイドラインに反映予定である。時代が変わるにつれての見直しは随時行っていく。 

【眞保委員長】 

今後、就労支援センターに期待することを中心にお話いただきたい。まずは山田委員より連絡

会の状況をお伺いしたい。 

【山田委員】 

西部就労支援センターも来年で 20 年を迎える。過去の歴史も様々だが、各センターがそれぞ

れ取り組んできた良い部分を共有できた。また相談ケースも変わってきたが、その中でどういう

所を担わなければならないのか議論できたと思う。今後、新たにガイドラインに落とし込むこと

も重要だが、議論する中で９センターだけで話し合っていても横浜市の就労支援は変わらないと

個人的に感じる。今回参加しているような就労支援に携わる皆様と一緒になって、今後検討して



いくことが大切である。人材確保が非常に困難な中で、現在いる支援員をどう育てていくかも課

題である。あり方検討を３年間やっておしまいという訳ではなく、これを新たなスタートと捉え

ている。 

【石川委員】 

この資料を見ると、利用者が知らないところで色々な事を考えられ、支援されているのだなと

感じる一方、利用者とセンターとの関係が希薄な方が多い気がする。振り返ればあまり信用して

いない部分もあり、センターに行ってもだめだったという声も聞く。つい先日、就労支援センタ

ーに期待したいところだが、結局頼りにならなかったという相談を受けた。そういう話を聞くと、

大変申し訳ないが、ここでやっている事と実態が乖離している気がする。東部に訪問した際に、

素敵な通信を出されていた。就労支援センターの利用者の中には、福祉と関わってきた人もいる

が、ほとんど福祉に関わらず生活してきた人も多い。そういう利用者向けに情報を伝える場があ

るといいと思う。 

【眞保委員長】 

今後のためにお聞きしたいが、具体的にどういった対応が一番不満だったのか。 

【石川委員】 

私も含めてそうだが、親は自分が期待した答えが帰ってこないと不満に思う方が多い。すぐ動

きますという姿勢をみせてくれれば良かったが、今回はそうではなかった。正直なところ、もう

少し本人の事を見てあげられる人がいれば、この親子は苦しまずにすんだのではと感じている。 

【眞保委員長】 

対応が具体的ではなかった？ 

【石川委員】 

相談の際に気持ちを汲んでくれなかったのか、それはわからないが、そういった事を言ってい

た。 

【堀合委員】 

人材育成の話もあったが、ぜひセンターでピアスタッフを雇っていただきたい。 

【眞保委員長】 

そのあたりを含めて、山田委員どうか。 

【山田委員】 

機会があればぜひ取り組んでいきたい。 

【堀合委員】 

相談にも乗れる。 

【眞保委員長】 

ピアスタッフを採用する場合、窓口になる機関はあるか。それとも堀合委員に相談すれば良い

のか。 

【堀合委員】 

私に相談いただければご紹介する。 

【平野委員】 

各センターで進めてきたプロセスが非常に異なる中で、こういった取組をそれぞれの地域で進

めてきたことを移行支援事業所としても理解しなければならないと感じる。就職者が増える中



で、就労が難しいが就労を希望する者に対し、どうしたら就職できるのか、もっと一緒に考えて

いきたい。ついこちらの常識や価値観を押し付けがちだが、本人の意思決定をどう実現に繋げる

のか、周りの社会資源とどう関わっていくのか考えなければならない。就労支援センターからご

紹介される方もいるが、事業所によっては、すぐ就職できないと判断をしがち。石川委員から話

があったが、事業所間でもそうした事でお互い信頼関係を築けなくなってしまう事がある。安易

に就職できない方をセンターが引き受けてきた背景も汲み取り、僕らも受けていきたい。そこだ

けを切り取って安易に就職できないというのではなく、背景を知りながら良い形で引き継ぎ、支

援していけると良いと思う。 

【中谷委員】 

今までもそうだったと思うが、今回、就労支援センターも一次相談機関だということを私自身

耳にする機会が増えてきた。それを強く打ち出しているあり方検討なのかなと感じた。守備範囲

は異なるかもしれないが、基幹相談支援センターとも重なる部分がある。だからこそ、就労支援

センターが行うアセスメントを共有し、生活の面でも就労支援できることは多い。そういうとこ

ろで重なりを作っていくことで、就労支援センターだけで抱えないとか、生活サイドで支援して

いる機関も分野が違う意識ではなく、全体を通してその方の暮らしを一緒に作っていけるとよ

い。一言でいうと「連携」というのを通じて、繋がって支援したという実績を積み上げていく事

が大事。 

【望月委員】 

色々期待する部分も多いが、「働きたい」と言ったときに、ご本人の様々な想いが含まれるた

めインテークしてアセスメントするのに(特に一次相談支援機関として)十分な技術が必要にな

っている。支援者自身が持っているネットワークを本人の生活に還元できることも必要。一方で、

一部の人だけができる崇高な仕事にしてしまうと誰もできなくなってしまう。そのため人材育成

について、各事業所法人だけではなくてどう考えるかを各区の自立支援協議会等を通しても議論

していくべき。ご本人支援を十分にできる人材、地域の仕組みを考える人材が重層的になってい

くと、広がりをもった事業展開ができると思う。ご本人の支援を通したネットワークが他にも還

元でき、また就労支援センター自体のあり方を考える人材も必要かと。広がりのある多層的な人

材育成ができると良いと思う。 

【長瀬委員】 

基幹相談支援センターや就労支援センターについて生徒にとって認知度が高くないことは否

めない。進路の説明会などで一般論で説明するが、一般論だけでは本人にも伝わらない。その中

でどうしていくか。例えば進路面談に入ってもらう機会、入ってもらいながら説明みたいな事も

含めてやっていけるのかなとも思う。ネットワークといっても、もっとざっくばらんに議論でき

る場がほしい。企業・相談支援事業所・学校・特に医療もそうだが本音を聞ける場所が欲しい。

医療もドクターの意見が聞きづらいなど、垣根が高いことがある。本音で議論できることを考え

ていきたい。東部就労支援センターに行っても親や企業から電話やメールが来ていた。本人が言

える雰囲気を作っていく。 

【進藤委員】 

就労支援センターに関する予算の問題も関連してくるのかなと思う。堀合委員から雇用の話が

あったが、雇いたいと言えばすぐに増やせるということではない。限られた予算の中で人の配置



ができているのだろう。東部就労支援センターは夜間や休日もやっていた。人員的には厳しい状

況ではないか。ある程度の段階になったら、福祉が伴走しなくてもいいのではないか。 

【吉宮委員】 

就労支援センターと移行支援事業所との住み分けが大事だと感じている。それが一次相談だと

思うが。 

【事務局】 

一次相談だけに特化しているわけではないが、住み分けは重要だと考えている。 

【吉宮委員】 

連携という言葉はきれいだが、多くてもよく分からなくなってしまう。質を上げていかなけれ

ばならない。誰が優先でキーになるのかを決めないといけない。医療との連携では、重症系の方

が多くなっており、良くてもＢ型という方が増えていて、数は減っている。特例子会社に実習に

いき清掃作業を体験したが、その方がずっと掃除だけをさせることから、職域の拡大をどうする

かを考えていきたい。 

【岡野委員】 

企業側としては、ほとんど知らなかった。当社にもいるが、就労移行事業所から１人雇用して

いる。障害者を雇用しなくてはということに、中小企業家同友会で障害者雇用を考える場があり、

情報を知らないとは思うが、企業側にどれくらい届いているのか。就労支援センターは個別対応

が必要になるが、予算はもっとつけないと。企業とのダイレクトなパイプを作っていくことが大

事。そこで情報があれば、就労支援センターの人たちがより合った情報を得られるのではないか。 

【下風委員】 

就労支援センターは業務が多い印象を受けた。予算・人を増やすだけでなく、任せられる企業

を増やしその業務を分担していくことができれば、一次相談にも人が割けるのではないかと感じ

た。企業は医療や生活の面など、自分達がわからないことを支援してもらうことが重要。その為

にも、企業の担当者にも本音が語れる場があると良い。福祉のネットワークがあるように、現場

の支援者を集めたネットワークを構築し、企業と福祉でのうまい役割分担を行っていきたい。 

 

その他 

・横浜市障害者就労支援ネットワーク「ハマジョブネットワーク」の設立について 

【事務局】 

資料６について説明。横浜市は規模が大きく支援機関の数も多い。全てが集まる事は難しいた

め、重層的なネットワークが必要。そうした観点から、市内の就労支援に関わる支援者によるネ

ットワーク、通称「ハマジョブネットワーク」を設立したい。障害者就労や雇用率達成がゴール

でなく、誰もが活躍し役割を発揮できる社会の実現がネットワークの理念。推進会議の部会とす

ると会議体となるため、自由な形で議論できるよう名称をネットワークとする。ただ推進会議で

設立を認めていただき、公的な位置づけにしたい。コアメンバーは推進会議委員や自立支援協議

会委員など。ネットワークを活かし、課題認識に努めたい。 

【眞保委員長】 

コアメンバーである山田委員・平野委員より、ネットワークの状況をお伺いしたい。 

【山田委員】 



堅い場所では話せない話ができる点が良い。企業や学校など各組織が抱えている事情を知らな

ければ連携できないが、そうしたことを知ることができる場として機能している。例えば、企業

内では障害者雇用をする上で現場と総務・人事の間でコミュニケーションの問題があったり、学

校内だと進路担当の先生と担任で、方針に対する共通認識がもてなかったりなどが挙げられる。 

【平野委員】 

お互い見えない部分や立場上の問題があるが、課題を聞くことで距離が近くなった。ざっくば

らんに話ができる場と感じる。問題点を整理するなど、現在卵の段階で話をしている状況。 

【眞保委員長】 

ハマジョブネットワークを就労支援推進会議で認め、公的な位置づけとすることで良いか。 

【委員一同】 

良い。 

【眞保委員長】 

承認を得たため、今後は就労支援推進会議の下に位置づけることでお願いしたい。 

 

(3) 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について 

【事務局】 

資料７について説明、平成 30 年 1 月末現在の実績を報告する。余談だが（エ）まるい食遊館

での「製品を魅せるポイントを学ぶ研修」は、イベント出店の依頼がきっかけで展開し、登録事

業所向けの研修会となったものである。 

イ 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】 

資料８について説明。県と共催で企業交流会を開催。なお 28 年度には岡野委員と下風委員に

参加いただいた。出前講座について、経済団体（工業団体や中小企業家同友会など）に出向き、

移行支援事業所の担当者を交えて行った。北工業会や地域貢献企業交流会でも参加企業と意見交

換を行った。障害者雇用データベースについて、現在 81社掲載。 

 

・「働きたい！わたしのシンポジウム」について 

【事務局】 

資料９、10について説明。「働きたい！わたしのシンポジウム」は、就労を希望する障害のあ

る方やそのご家族、支援者等の市民を対象に、障害のある方の就職・職場定着を啓発するイベン

ト。昨年度は定員を 100名近く上回り、今年度は 550名定員のところ 528名が参加。２部、３部

のコーディネーターは、東部就労支援センターの支援員が務めた。アンケート集計結果について

は、全体的に「非常によかった」「よかった」との声が多く、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意見があった。 

 

・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 11 について説明。６～７月に実施した「施設職員を対象とした就業体験の実施」につい

て、参加者アンケートとその後の振り返り会の結果を報告。昨年と比較すると、移行だけでなく

Ｂ型事業所からの参加者も増加した。アンケート結果は、大多数が良かったとの回答で、企業で

働くにあたって必要なことが分かった、今後の支援に生かしていきたい、といった意見が多くみ

られた。 

 

・横浜市障害者農業就労ネットワーク「農ハマライゼーションネットワーク」について 

【事務局】 

資料 12 について説明。全国的な農福連携の動きを背景に、障害者の農業分野での就労推進を

目指すため、農作業を行う障害福祉事業所によるネットワークを立ち上げる。平成４年から「横

浜市農業就労援助事業」を実施しているが、その他の障害福祉事業所でも農作業を行う事業所が

増え、独自に活動しており、ノウハウが十分ではない。ネットワークを設立し情報共有を行い、

障害者就労の拡充、農業の活性化を図る。今年度は、秋に事業所間の意見交換を行い、販売会に

も参加した。3月 8日にはキックオフ研修会を実施する予定。 

 

・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 13 について説明。昨年 9 月に、精神障害のある人を対象とした非常勤嘱託員採用選考が

行われた。今年度を含め約５年間、当課でモデル雇用を行っており、この度本市で非常勤嘱託員

化された。選考を経て最終的に２名、知的障害のある嘱託員は 13 名が合格、配属予定である。

過去５年間のモデル雇用実績は、現在、雇用レポートとして外部に執筆依頼中。 

 

・公共施設活用事業について 

【事務局】 

ＪＲ関内駅北口高架下のふれあいショップの跡地にて行う障害者の就労支援に関する事業に

関して、運営事業者の公募を行い、ジェイアール東日本グループに決定。スケジュールとしては、

30年度に設計、31年度に整備、その後、貸付を開始する予定。 

 

ウ その他 

・平成 30 年度予算概要について 

【事務局】 

平成 30 年度予算案を市会に提出中。内訳は事業内容 1～3の通り。就労支援センターが事業の

大半を占め約 3億円。その他、共同受注・優先調達と就労促進に予算をつけている。ちなみに予

算額が減ったのは、就労支援センター事業の職場体験実習の実績に合わせたため。また移行支援

や就労定着支援がある中で、就労支援センターのあり方が問われている。今回３年間かけて検討

し、皆様から頂いたご意見を踏まえて、予算にも反映・要求していきたい。 

 

３ その他意見交換 



【石川委員】 

知的の嘱託員の採用試験について、どういった点が求められているのか。 

【事務局】 

基本的に一人で配属される事が多いため、ある程度の報連相、書類の処理が出来ることは求め

られるだろう。毎年多くの方が応募されるため、試験となると採用枠に合わせて上位から採らざ

るを得ない。例年の採用者数から見ると、今年は 13 名と非常に多くの方を採用した。また、採

用したら終わりではなく、定着支援をまさに我々がどうしていくかが課題。過去のノウハウを含

めて就労支援に生かしていきたい。 

【吉宮委員】 

定着ノウハウとは、どんな事がここ数年で得られたのか。 

【事務局】 

色々あると思うが、単に就労の上だけでなく、生活の問題が非常に大きいと痛感した。例えば、

生活リズムが崩れて睡眠不足となり、業務に集中できない事がある。しっかり睡眠をとる・スマ

ホゲームは控えるといった事は、職場の人間から言いづらい場合もある。そこで別途雇用してい

るジョブコーチが、本人や親、場合によっては主治医や支援機関とも直接話をしながら連携し、

支援している。それが必要だとわかってきた。 

【石川委員】 

そこに就労支援センターは入らないのか。 

【事務局】 

もともと支援機関として支援に関わっている場合もある。ジョブコーチと役割分担しながら進

めている。 

【眞保委員長】 

農ハマライゼーションネットワークについて「かながわノウフクマルシェ」での実績は。 

【事務局】 

複数の事業所が「ららぽーと横浜」で出店した。これを目当てに来たお客様ばかりではないが、

平日買い物に来た主婦の方が多く、葉物の野菜などが目を引き、売り上げを伸ばしていた。 

【眞保委員長】 

値段等は。マーケットプライスなのか。 

【事務局】 

スーパーより高い品物もあり、特別安いわけではない。栽培方法にこだわりを持っている事業

所もあり、そのあたり価格の違いが出る。 

【眞保委員長】 

付加価値があれば、横浜でも売れるのではないかと思う。 

 

４ 閉会 

【事務局】 

今回会議の効率化を図り、年３回から２回に減らしタブレットを使用するなど、トライを重ね

てきた。回数を減らしたことによる影響が出ないよう、今回報告事項を短く、議題について集中

的に議論できるよう調整した。それでもざっくばらんな意見は言いにくいかもしれないが、施策



に生かせる貴重なご意見を頂けたため、非常に感謝している。来年度以降、頂いたご意見につい

ては、予算要望等も含めて事業に反映させていきたい。29 年度の就労支援推進会議はこれで終

了するが、来年度以降も引き続き委員をされる方がいれば、引き続き宜しくお願いしたい。1年

間ありがとうございました。 

 


