
平成 28年度中濃圏域障がい者自立支援推進会議 

 

 

「就労・雇用支援部会」事業報告 

 

 

一般雇用支援ワーキンググループ会議 

 

【目的】中濃圏域の障がい者雇用の現状や課題を、関係機関（ハローワーク、相談支援事業所、特別支援学校、

行政等）と情報共有しすることで、圏域の障がい者雇用の拡大や、効果的な就労支援の推進を目指す。 

    当事者、雇用主、関係機関向けの研修事業、啓発事業、面接会等の事業の企画、運営を行う。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

4月 12日（火） 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 1回WG会議 

・平成 28年度事業計画 

・事業別グループワーク 

・情報提供 

1７事業所 

25名 

6月 14日（火） 

13：30～15：30 

ひまわりの丘

地域生活支援

センター 

第 2回WG会議 

・事業別グループワーク 

・課題・事例検討会（行政との連携・定着支援） 

・情報提供 

18事業所 

26名 

8月 9日(火) 

13：30～15：30 

中濃総合庁舎 第 3回WG会議 

・事業別グループワーク 

・情報提供 

13事業所 

18名 

10月 11日(火) 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 4回WG会議  

・事業別グループワーク 

・事例検討会（精神） 

・情報提供 

17事業所 

23名 

12月 13日（火） 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 5回WG会議 

・事業別グループワーク 

・情報提供 

16事業所 

21名 

3月 14日（火） 

10：30～11：30 

可茂総合庁舎 第 6回WG会議 

・グループワーク 

・平成 28年度事業報告 

・平成 29年度事業計画案 

17事業所 

24名 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修事業 

 

【目的】障がい者について理解を深め、就労支援のための支援内容や技術を習得し支援の向上を図る。 

    障がい者の就労・雇用の啓発を行うと共に関係機関への情報提供を行う。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

6月 27日（月） 

 

関特別 

支援学校 

第 1回 関市障がい者雇用研修会 

 

講演：「障害者雇用の取組」 

   ～障がい者雇用徒然～ 

講師：岐阜県障がい者雇用企業支援センター  

   センター長 工藤 正弘 氏 

85名 

11月 16日（水） 中濃特別 

支援学校 

第 2回 関市障がい者雇用研修会 

 

講演：「介護施設における障がい者雇用の取組」 

講師：社会福祉法人香徳会 特別養護老人ホーム 

    せきこもれび 

     副看護部長 亀山 博子 氏 

     太陽苑主任 中村 彩香 氏 

     中濃特別支援学校 卒業生 

59名 

 

 

3月 14日（火） 

13：30～16：00 

 

可茂総合庁舎 全体会 

 

事業報告：平成 28年度事業報告及び 

平成 29年度事業計画について 

 

講演：「障がい者と共に働くために」 

講師：日本福祉大学 社会福祉学部  

非常勤講師 鶴田 鏡子氏 

 

講演：「精神障がい者就労支援好事例」 

講師：ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター 

   精神障がい者就労支援ワーカー 岩井 庸行 

   授産施設 Green Bird  

   サービス管理責任者 山田 亜由美 氏 

100名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



就労移行支援事業所・就労継続支援事業所等連絡会議 

 

【目的】就労移行支援事業所・就労継続支援事業所等が、それぞれの課題について情報交換や支援を協議し一般

就労に向けた就労支援を効果的に推進する。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

6月 22日（水） 

13：30～15：45 

可茂総合庁舎 就労移行支援事業所・就労継続支援事業所等連絡会議 

情報提供：「暫定支給について」 

     関市福祉部 福祉政策課  

係長 金子 創 氏  

 

     「企業チャレンジ見学会について」 

     岐阜県商工労働部 労働雇用課 障がい者就労係 

        主任 外村 良文 氏 

 

事例発表：「Ａさんの一般就労への道」 

     障がい福祉サービス事業所 みずほ園 

     サービス管理責任者 山根 麻子 氏 

 

グループワーク：テーマ別グループワークと交流会タイム 

38事業所 

45名 

 

 

中濃圏域障がい者就職合同面接会・企業懇話会 

 

【目的】就労・雇用の機会を効果的に推進するため、職業選択ができる環境整備を図る。 

就労支援のための支援内容や技術等を習得し、支援の向上を図る。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

9月 28日（水） 

12：45～16：30 

わかくさ 

プラザ 

多目的ホール 

障がい者就職合同面接会 

 

面接のべ件数 196件 

就職件数    17件 

参加企業 

29社 

参加者 

89名 

9月 28日（水） 

10：00～11：30 

 企業懇話会（事業主支援ワークショップ 2016） 

 

事例発表：「自社における障害者雇用の取り組みについて」 

～障害者を戦力にするために～ 

株式会社東海化成 

常務取締役  影山 多美 氏 

 

グループディスカッション「意見交換と情報交換」 

参加企業 

4社 

4名 

 

総参加数 

12名 

 

 

 

 



 

当事者支援事業 

 

【目的】当事者、関係者、関係機関等の交流を通して情報、課題の共有し就労意欲を高める。 

    当事者の自ら発信する力を高める。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

2月 4日（土） 

14：00～15：50 

中部学院大学 中濃圏域障がい者就労当事者支援セミナー 

 

講演：「精神障がいと向き合って・・・」 

講師：医療法人春陽会 地域生活支援センター すいせい 

   管理者兼相談支援専門員 浅野 雅彦 氏 

発表：ピュアサポートグループすまいる 

     野原 丈輝 氏 

     金子 武彦 氏 

 

グループワーク・発表 

53名 

 

＜内訳＞ 

当事者 

17名 

支援者 

36名 

 

 

中濃地区障がい者販売活動一個一個の会 

 

【目的】 就労支援継続事業所が、製品の販路拡大、賃金アップを目指す中で利用者の一般就労に向けた支援を

推進する。また、利用者が販売体験を通して一般就労への意欲を高める。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

6月 30日（木） 可茂総合庁舎 第 1回 中濃地区障がい者販売活動一個一個の会運営会議 

・平成 27年度の報告と反省 

・平成 28年度の活動について 

9事業所 

 

10月 20日（木） 

 

可茂総合庁舎 第 2回 中濃地区障がい者販売活動一個一個の会運営会議 

・アピタ合同販売会について 

6事業所 

 

12月 10日（土） 

12月 17日（土） 

9：00～16：00 

アピタ 

美濃加茂店 

第 1回アピタ合同販売会 

レインボーハートフル・つくしんぼ・ふれあいの里可児 

3事業所 

 

太陽の家・あゆみ館・手作り工房夢街道 3事業所 

3月 11日（土） 

3月 18日（土） 

9：00～16：00 

 

アピタ 

美濃加茂店 

第 2回アピタ合同販売会 

レインボーハートフル・つくしんぼ・ふれあいの里可児 

3事業所 

 

太陽の家・あゆみ館・手作り工房夢街道 3事業所 

 

4月～3月 

第 1・2・3 

土曜日 

アピタ 

美濃加茂店 

アピタ美濃加茂店アピール販売会 

第 1土曜日担当：レインボーハートフル・ふれあいの里可児 

第 2土曜日担当：レインボーハートフル・つくしんぼ 

第 3土曜日担当：あゆみ館 

4事業所 

 



啓発事業 

 

【目的】中濃圏域の障害者雇用に関する地域資源や、支援機関に関する情報提供を行う中で、当事者自身の職業

選択や就労ステップアップを図る機会を作る。 

事 業 内容等 

「中濃圏域障がい者の就労支援ガイド」発行 中濃圏域の就労に関する支援機関（ハローワーク、障害者職業セ

ンター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、

就労継続支援 A型・B型事業所、相談支援事業所、関係機関）の

情報提供。 

中濃圏域障がい者自立支援推進会議構成団体、就労支援サービス

事業者等に配布。 

「中濃圏域障がい者就労支援事業所一覧」 

発行 

中濃圏域の就労系障害福祉サービス事業所（就労移行支援事業

所、就労継続支援 A型・B型事業所）の情報提供。 

中濃圏域障がい者自立支援推進会議構成団体、各関係機関、事業

所協会等に配布。 

ホームページ運営 本年度、ホームページをリニューアル。就労に関する情報提供を

随時発信。 

開設先：中濃圏域障がい者就労支援ネットワーク 

〔http://www.chuno.jp/〕 

 

 


