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障がい者就労支援団体ネットワーク会議 

 

① 会議の目的 

 

障がい者就労支援団体 

ネットワーク事業 

・障がい者の就労支援を促 

進するため、就労支援関 

係団体の連携による支援 

体制の強化を図ることを 

目的とする。 

・委託により実施 

（委託先:八戸市社会福祉協議会） 

    

  障がい者就労支援団体

ネットワーク会議 

就労支援関係団体

間の情報共有等   

    

    

  障がい者の就労 

に関する研修会 
市民等を対象 

  

    

 

② 会議の構成 

 

就労支援関係団体 

（56団体・事業所） 

八戸公共職業安定所 

特別支援学校 

・八戸盲学校 

・八戸聾学校 

・八戸第一養護学校 

・八戸高等支援学校 

職親会 
・八戸職親会 

・八戸地域障害者職親会 

障がい者支援団体 ・八戸市障がい児･者支援連絡協議会 

障害者就業･生活 

支援センター 
・障害者就業･生活支援センターみなと 

就労支援サービス 

事業所 

・就労移行支援事業所 

・就労継続支援Ａ型事業所 

・就労継続支援Ｂ型事業所 

青森県教育庁障害者就労促進センター八戸 

市 
・産業労政課 

・障がい福祉課 

    事務局：八戸市社会福祉協議会及び障がい福祉課 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 ① 
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③ 会議の開催状況（平成 29年度 全５回） 

 内容 

第１回 ■日時：平成 29年５月 11日（木）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■全体会議： 

○平成 28 年度事業報告および平成 29 年度事業計画について 

○平成 29 年度八戸市障がい者就労サポーター養成講座について 

○平成 29 年度ワーキンググループについて 

■各ワーキンググループ（以下「ＷＧ」）の協議（自己紹介等）： 

（昨年度からテーマ継続） 

 ＷＧ１：法定雇用率が未達成の企業の理解促進 

 ＷＧ２：利用者支援のための就労支援サービス事業所の共通ツール 

 ＷＧ３：利用者（生徒）の就労アセスメントの実施体制 

 

ＷＧ１ 

・前年度に引き続き「法定雇用率未達成の企業の理解促進」をテーマと 

して話し合いを行う。 

ＷＧ２ 

・一般就労を促進するための各事業所共通のツールを作る。 

・支援者用のマニュアル冊子を作成する。 

ＷＧ３ 

・就労アセスメントをスムーズに行えるようにするため、下記の課題に 

対応する。 

 ①利用申請の遅れ→学校側から保護者へこまめな声かけをする。 

 ②就労移行支援事業所のアセスメント実施の認識不足→市からＱ＆Ａ 

付きの通知を相談支援事業所と就労移行支援事業所へ出す。 

③相談支援事業所・就労移行支援事業所・学校の連携の不十分さ→相

談支援事業所を保護者が決めたことを学校が把握した時点で、学校か

ら相談支援事業所へ一報を入れる。アセスメント後のケース会議に学

校も参加させる。 

 

第２回 ■日時：平成 29年７月 20日（木）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■全体会議： 

○障がい者・生活支援センターの取組について 

（障害者就業・生活支援センターみなと） 

○平成 29 年度障がい者就労に関する研修会、日程の変更について 

○平成 29 年度障がい者就労施設提供物品等ガイドブックについて 

○平成 30 年度福祉助成金について（公益財団法人ヤマト福祉財団） 
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■各ＷＧの協議： 

ＷＧ１：法定雇用率が未達成の企業の理解促進 

 ＷＧ２：利用者支援のための就労支援サービス事業所の共通ツール 

 ＷＧ３：利用者（生徒）の就労アセスメントの実施体制 

 

ＷＧ１ 

・「障がい者就労に関する研修会」の日程を変更することとした。 

・県との連携事業「障害者雇用優良事業所見学及び意見交換会」の見学 

先及びスケジュールを決定した。（障がい者就労に関する研修会と同日） 

ＷＧ２ 

・支援者用マニュアル冊子の案について話し合いを行った。 

・就労移行支援事業所の見学について、希望事業所を募ることとした。 

ＷＧ３ 

・市から就労移行支援事業所と相談支援事業所へＱ＆Ａ付きの通知を出 

した。 

・学校で「福祉サービスに関する説明会」を実施し、その場で就労移行 

支援の申請受付を行った。 

・アセスメント後は、関わった事業所に対してアンケートを実施予定。 

 

第３回 ■日時：平成 29年９月 28日（木）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■全体会議： 

○発達障がい就労支援フォーラム 2017 について 

○成年後見申立研修会について 

○障がい者の意思決定支援に向けて講演会について 

■各ＷＧの協議： 

ＷＧ１：法定雇用率が未達成の企業の理解促進 

 ＷＧ２：利用者支援のための就労支援サービス事業所の共通ツール 

 ＷＧ３：利用者（生徒）の就労アセスメントの実施体制 

 

ＷＧ１ 

・「障がい者就労に関する研修会」と「障害者雇用優良事業所見学及び意

見交換会」の市広報（広報はちのへ）への掲載とハローワークへのチラ

シ設置を決定した。 

ＷＧ２ 

・支援者用マニュアル冊子の作成について引き続き検討した。 

・啓発用ポスターの作成について検討した。 

ＷＧ３ 

・市が行った、今年度のアセスメントに関わった事業所へのアンケート

の結果について意見交換した。 
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・市内全ての就労移行支援事業所へ、就労アセスメント等の活動状況に

ついてアンケートを行うこととし、内容は次回決定することとした。 

第４回 ■日時：平成 29年 10月 26日（木）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■全体会議： 

○平成 29 年度障がい者の就労に関する研修会について 

○成年後見申立研修会開催に伴う申込状況について 

○障がい者の意思決定支援の実現に向けて講演会について 

■各ＷＧの協議： 

ＷＧ１：法定雇用率が未達成の企業の理解促進 

 ＷＧ２：利用者支援のための就労支援サービス事業所の共通ツール 

 ＷＧ３：利用者（生徒）の就労アセスメントの実施体制 

 

ＷＧ１ 

・「障がい者就労に関する研修会」におけるシンポジウムのコーディネー

ター及びシンポジストを決定した。 

ＷＧ２ 

・就労移行支援事業所への見学について引き続き検討した。 

・啓発用ポスターの作成について引き続き検討した。 

ＷＧ３ 

・市内全ての就労移行支援事業所へのアンケートについて内容を決定し

た。 

第５回 ■日時：平成 30年２月 15日（木）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■全体会議： 

○障がい者の就労に関する研修会の報告について 

○障がい者就労サポーター養成講座の報告について 

○成年後見申立研修会の報告について 

○障がい者の意思決定支援の実現に向けて講演会の報告について 

■各ＷＧの協議（まとめ及び発表）： 

ＷＧ１：法定雇用率が未達成の企業の理解促進 

 ＷＧ２：利用者支援のための就労支援サービス事業所の共通ツール 

 ＷＧ３：利用者（生徒）の就労アセスメントの実施体制 

 

ＷＧ１ 

・法定雇用率未達成の企業の理解促進のため、県と連携し、障害者雇用

優良事業所見学・意見交換会を実施することができた。 

ＷＧ２ 

・共通ツールとしての啓発用ポスター製作を検討した。 

ＷＧ３ 
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・特別支援学校高等部生徒等における在学中の就労移行支援を利用した

就労アセスメントの実施体制について、関係機関に浸透させることがで

きた。 

 

 

（参考）障がい者の就労に関する研修会 

日 時 平成 30 年１月 13 日（土） 13：30～15：30 

場 所 八戸市総合福祉会館 

内 容 ①障がい者雇用制度についての講義 

 講師：八戸公共職業安定所 

②シンポジウム 

「雇用を始めるためのヒントパート２～企業の立場から～」 

 コーディネーター：八戸公共職業安定所 所長 田名部 泰夫 氏 

 シンポジスト：障がい者雇用企業 

  ・多摩川ハイテック株式会社 管理部総務課長 小橋 麻衣子 氏 

  ・大浦食品株式会社 取締役工場長 大浦 誠紀 氏 
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障がい者相談支援事業者連絡会議 

 

① 会議の目的 

障がい者の相談支援についての情報共有やネットワーク構築、相談支援技術の 

向上等を目的とする。（直営により実施） 

 

② 会議の構成 

相談支援 

事業所 

(36事業所) 

特定相談支援 

事業所 

障害福祉サービス、地域相談支援を利用する人にサ

ービス等利用計画の作成・モニタリングを行う。 

障害児相談 

支援事業所 

障害児通所支援を利用する障害児の障害児支援利

用計画の作成・モニタリングを行う。 

地域移行支援 

事業所 

施設や精神科病院に入所(院)している人に住宅の

確保など地域生活に移行するための相談等を行う。 

地域定着支援 

事業所 

地域生活に移行した人、単身で生活している人に、

連絡体制を確保し必要に応じた相談を行う。 

委託相談支援 

事業所 

障害者総合支援法に基づき市が実施する相談支援

事業の委託事業所 

（障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供

や、賃貸住宅への入居支援、権利擁護のための必要

な援助等を行う。） 

    事務局：委託相談支援事業所及び障がい福祉課 

 

③ 会議の開催状況（平成 29年度 全４回） 

 内容 

第１回 ■日時：平成 29年７月 28日（金）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■会議内容： 

○【講義】「計画相談支援について」 

（講師：青森県相談支援体制整備事業 相談支援アドバイザー 清水 博己氏） 

・意思決定支援ガイドラインの活用について 

・相談支援専門員の役割等について 等 

第２回 ■日時：平成 29年 9月 26日（火）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■会議内容： 

○【講義】「障害者の就労支援について」 

（講師：障害者就業・生活支援センター センター長 工藤 玲子氏） 

  ・障害者就業・生活支援センターの概要等について 

  ・八戸地域の障害者の雇用状況と特徴 

  ・企業や関係機関との連携・支援について 

参 考 資 料 ② 
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第３回 ■日時：平成 29年 11月 29日（水）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■会議内容： 

○【講義】「障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行につい

て～介護保険の視点から～」 

（講師：介護保険課 認定給付グループ 村本 順子氏） 

  ・介護保険制度の現状 

  ・介護保険優先原則について 

  ・障害福祉制度と介護保険制度の違い 

  ・介護保険サービスについて 

  ・介護保険サービスへの移行を円滑に行うポイント 

 ○【事例発表】①「障害者支援施設を退所し、介護保険施設への移動」 

  （発表者：相談支援センターやすらぎ 森川 裕也氏） 

  ・介護保険への移行時の支援内容やケアマネジャー、関係機関との

連携方法等について 

  【事例発表】②「介護と障害の連携・移行を考える」 

  （発表者：ケアプランセンターオードリー 下平 絵美氏） 

  ・障害支援区分と介護度の関係性について 

  ・介護保険利用時の注意点や関係機関との連携について 

 

第４回 ■日時：平成 30年１月 15日（月）14時～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■会議内容： 

○【事例検討】「困難ケースについて」 

  ・１グループ６～７人ずつ、４グループに分かれ、各相談支援専門

員が持ち寄ったケースの中から１事例選び、事例検討を行った。 

  ・各グループのテーマ 

   １グループ：「要求が多い方の相談ケース」 

   ２グループ：「経済的虐待・ネグレクトを関係者が疑って役場に

弁護士が申告、生活が改善されず、静観しているケース」 

   ３グループ：「不登校児の日中活動の場の確保」 

   ４グループ：「高次脳機能障害と宗教」 
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発達障害者支援事業ケース会議 

 

① 会議の目的 

 

発達障害者支援事業 

・医療・保健・教育・福祉 

の関係者の連携により、 

専門的な支援を必要とす 

る発達障害者を支援する 

ことを目的とする。 

・委託により実施（委託先: 

特定非営利活動法人夢） 

    

  発達障害者支援事業 

ケース会議 

関係者によるケー

ス検討等   

    

    

  発達障害に関する 

相談窓口の設置 
市民を対象 

  

    

 

② 会議の構成 

 

委員 

（14名） 

医療 ・医師（小児科医） 

保健 ・健康づくり推進課 

教育 

・根岸小学校（特別支援学級） 

・第三中学校（特別支援学級） 

・八戸第二養護学校 

・八戸学院短期大学（幼児保育学科） 

・こども支援センター 

福祉 

・青森県発達障害者支援センターＤｏｏｒｓ（県南地域） 

・特定（障害児）相談支援事業所（Ａｘｉｓ、ポンテ） 

・障がい福祉課 

    事務局：特定非営利活動法人夢及び障がい福祉課 

 

③ 会議の開催状況（平成 29年度 全 2回） 

 内容 

第１回 ■日時：平成 30年 2月 15日（木）15時 30分～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■会議内容： 

○本事業の説明 

○事例検討 

 対象者： 

・26歳 一人暮らし 

・診断名：発達障害 

・相談者：本人、母親 

参考資料③ 
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相談内容： 

・就労したいが、対人関係で緊張してうまくいかない。 

  意見・方針： 

・就労移行支援の利用（得意なことを活かした仕事を探してみる）。 

・手帳取得や年金受給等の社会資源の活用。 

・引きこもり状態になる可能性もあるため、支援体制を整える。 

第２回 ■日時：平成 30年 3月 22日（木）15時 30分～ 

■場所：八戸市総合福祉会館 

■会議内容： 

○事例検討 

  対象者１： 

・15歳 

・診断名：自閉症スペクトラム、ＡＤＨＤの疑い 

・相談者：母親 

相談内容： 

・発達障害を持つ子との関わり方について相談したい。 

  意見・方針： 

・親の受容と相談出来る体制作りが重要となる。家族関係や学校で

の様子、本人が出すサインをしっかり見てあげれるように連携し

ていく必要がある。 

 

（参考）発達障害に関する相談窓口の設置 

実施期間 平成 29年 12月～平成 30年３月（計 14日） 

設置場所 各事業所 

配置職員 
相談支援専門員１名 

（Doors、Ａｘｉｓ、ポンテ） 

相談者数 20名 

主な相談内容 
・本人との関わり方 

・療育について、進路・将来について 

 


