
平成 29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 

 

 

（１）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 11日（火） 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 1回WG会議 

・平成 29年度事業計画 

・事業別グループワーク 

・情報提供 

18事業所 

24名 

6月 13日（火） 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 2回WG会議 

・各グループ開催事業について 

・事例検討会 

発表：ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター 

・情報提供「企業チャレンジ見学会について」 

16事業所 

22名 

8月 8日(火) 

13：30～15：30 

中濃総合庁舎 第 3回WG会議 

・各グループ開催事業について 

・事例検討会 

  発表：関保健所 

17事業所 

23名 

10月 10日(火) 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 4回WG会議  

・各グループ開催事業について 

・事例検討会 

  発表：美谷の里 

17事業所 

24名 

12月 12日（火） 

13：30～15：30 

可茂総合庁舎 第 5回WG会議 

・各グループ開催事業について 

・事例検討会 

  発表：ハローワーク美濃加茂 

・情報提供「企業チャレンジ見学会について」 

17事業所 

24名 

3月 15日（木） 

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 29年度事業報告 

・平成 30年度事業計画案 

13事業所 

20名 

 

 

 

 

 



（２）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「中濃圏域障がい者就労支援ネットワーク」に掲載。 

ホームページ運営 各種研修、講演等の開催案内、開催報告、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/〕 

 

 

（３）研修事業 

  

障がい者雇用研修会 

【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 

7月 4日（火） 

 

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 現状と課題」 

講師：株式会社Ｃ－ＰＯＷＥＲ  

   代表取締役 肥田 和明 氏 

86名 

11月 15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：「障がい者雇用の取組 現状と課題」 

講師：三菱日立ホームエレベーター株式会社  

   総務部 総務課長 井口 裕之 氏 

   中濃特別支援学校 卒業生 

92名 

 

 

 

 

 



全体会・講演 

【目的】就労・雇用支援部会の活動内容の周知を図るとともに、障がい福祉関係者からの講演を通じて障がい者 

雇用に対する理解を深めることにより、中濃圏域における障がい者雇用を促進させる。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

3月 15日（木） 

13：30～16：00 

 

可茂総合庁舎 全体会 

 

事業報告：平成 29年度事業報告及び 

平成 30年度事業計画について 

 

講演：「障害者雇用施策の現状と課題」 

講師：岐阜労働局 職業安定部職業対策課  

    地方障害者雇用担当官 纐纈 高幸 氏 

 

講演：「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」 

  （集合講座） 

講師：岐阜労働局 精神障害者雇用トータルサポーター   

               三島 義紀 氏 

 

79名 

 

 

 

 

障がい者雇用先進事業所見学研修会 

【目的】障がい者雇用に先進的な取り組みをおこなっている企業の見学研修を通し、障がい者雇用のためのノウ 

ハウやスキルを学ぶことで、障がい者の雇用促進を図る。 

日 時 内 容 出席者 

11月 24日（金） 

9：30～17：40 

 

障がい者雇用先進事業所見学研修 

 

見学企業 ①岐阜車体工業株式会社（各務原市） 

     ②中電ウイング株式会社（名古屋市） 

・会社概要、障がい者雇用の取り組み等説明、質疑応答 

・工場内見学 

32名 

 

 

 

（４）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 10日（土） 

14：00～16：00 

関市文化会館 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 

52名 

＜内訳＞ 

当事者 16名 

支援者 36名 



  発表：ピアサポートグループすまいる 

               山岡 幸介 氏 

               狩野 康子 氏 

 

グループワーク・発表 

 

 

 

（５）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（木） 

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 

                      （第 1回） 

情報提供： 

「岐阜県障がい者雇用企業支援センター開催イベントと

障がい者委託訓練について」 

    岐阜県商工労働部労働雇用課障がい者就労支援室  

主査 野田 将之 氏  

 

  「企業チャレンジ見学会について」 

    ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター 

        主任就業支援ワーカー 河口 嘉男 

 

事例発表：「一般就労支援に向けて」 

    就労継続支援Ａ型事業所そら 

        サービス管理責任者 左合 幸子 氏 

 

グループワーク：テーマ別グループワークと自由討論 

グループ発表 

36事業所 

47名 

12月 19日（火） 

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 

                      （第 2回） 

情報提供： 

  「第 2回 企業チャレンジ見学会について」 

    ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター 

        生活支援ワーカー 小島 康洋 

 

講演：「事業所の取り組みと今後の展望について」 

     ～多機能事業所（Ａ型・Ｂ型）としての役割と 

他県の農福連携の取り組み等について～ 

    就労継続支援Ａ型事業所・Ｂ型事業所それいゆ 

           施設長  中島 望 氏 

39事業所 

53名 



グループワーク：自由討論 

グループ発表 

 

 

（６）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 

7月 25日（火） 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 28年度の報告と反省 

・平成 29年度の活動について 

6事業所 

 

10月 4日（水） 

 

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 

 

11月 5日（日） 郡上市合併 

記念公園 

身体障害者体育大会 合同販売 

ぶなの木学園・ぽぷらの家 

2事業所 

11月 23日（木） 関特別支援学校 学校祭 合同販売 

あゆみ館・レインボーハートフル 

2事業所 

12月 9日（土） 

12月 16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 

つくしんぼ・ふれあいの里可児・可茂学園・ぽぷらの家 

4事業所 

 

あゆみ館・レインボーハートフル 2事業所 

3月 10日（土） 

3月 17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・ふれあいの里可児・つくしんぼ 

3事業所 

 

太陽の家・あゆみ館 2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・太陽の家 

5事業所 

 

 

（７）中濃地域障がい者就職合同面接会 

 

【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。 

日 時 会 場 内 容 出席者 

9月 27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 171件 

就職件数    24件 

参加企業 

35社 

参加者 

72名 



 


