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　特定非営利活動法人全国就業支援ネットワークは今年でＮＰＯ法人格を取得して１０周年を迎えま

す。その節目となる今年の定例研究・研修会を６年ぶりに大阪で開催します。第８回までは毎年大阪

で開催してきましたが、第９回目の福島県いわき市での開催を皮切りに、浜田、千葉、徳島、広島、

名護、大津、東京、仙台においてそれぞれの地域の特徴を活かした取り組むを学ぶことを中心に地域

開催を進めてきました。今回、久しぶりに原点に立ち返っての大阪での開催となります。

　この６年間で障害のある人たちの働く環境や支援体制は一段と広がりをみせ、進展しました。その

一方、就労支援や雇用の質がこれまで以上に問われています。

　ただ、働けばいい、ということではなく、働きたいと願う本人たちが何を思い、何を望んでいるの

かということを改めて深く考える機会にしたいと考えています。

　本人主体、主体性の尊重という大原則のもとにたって私たちはふだん支援をしていますが、今回の

テーマは「あらためて当事者に学ぶ」です。

　当事者という言葉には不思議な力が込められています。イタリア語では当事者を”persona inarico”

と訳され、動詞であるincaricareは任務を託す、引き受けるという意味合いもあるそうです。

　当事者が何を託そうとしているのかに気づく力、引き受ける力が私たちにも求められています。た

くさんの学びが詰まった研究・研修会になることを期待しています。

あらためて当事者に学ぶ

ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク理事（就労移行支援部会長）
ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク　総括施設長

金塚 たかし

ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク理事（事務局長）
サテライト・オフィス平野　所長

酒井　京子

社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会
支援センターい～な・グーテン　課長

成 　 慈 愛

大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合
エル・チャレンジ　事務局次長

堀川　大介

ＮＰＯ法人大阪障害者雇用支援ネットワーク　代表理事
社会福祉法人ワークスユニオン　生活支援部長

湯川　隆司

大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・ＩＴ支援グループ主査岩田　知子

公益社団法人　全国重度障害者雇用事業所協会　常務理事
有限会社奥進システム代表取締役

奥 脇 　 学

大阪府域障害者就業・生活支援センター連絡会代表
すいた障害者就業・生活支援センター　センター長

井上　正治

オブザーバー

実 行 委 員

オプショナルツアー￥１,０００（Ｂコースのみ＋バス代￥１,０００）

３００名

平成２９年５月２６日（金）



～大阪の就労支援をこの目で～

ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク代表理事

※プログラムの内容や順番は変更になる場合があります。 ※研修会の模様は記録のためにビデオ撮影させていただきます。

全国の各地域ならではの取り組み・実践をポスターにて発表。

休憩

１日目

オプショナルツアー

昼休憩

【シンポジウムⅢ】施策の流れとわれわれの立ち位置】

テーマ１　合理的配慮を考える　最大定員２００名

コーディネーター　全国就業支援ネットワーク理事

コーディネーター　有限会社奥進システム　奥脇　学

テーマ２　当事者と一緒に車座になって語ろう　最大定員６０名
コーディネーター　全国就業支援ネットワーク理事　金塚　たかし

紀南障害者就業・生活支援センター　横矢　弥生

テーマ３　お悩み解決講座　最大定員８０名

会場：ホテルコスモスクエア国際交流センター　コスモホール

コーディネーター　鳴門市自立支援協議会就労支援部会　部会長　松尾　貴範

出演：ちんどん屋「てんてこまい座」

　　　（生活介護事業「糸をかし」利用者と職員で結成されたチンドンチーム）

中間報告　～調査結果の概要～

【ポスター発表】

大阪府ハートフルオフィス咲洲庁舎　（２０名）Ａコース

ダイキンサンライズ摂津　（４０名）Ｂコース 有限会社奥進システム　（１０名）

エル・チャレンジ　（１０名） （株）良品計画　無印良品　難波店　（１０名）

Ｃコース

Ｄコース Ｅコース

【施策の流れ】

厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課　課長

厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課　課長

【施策から今後の流れを探る】

【問題提起】ＮＰＯ全国就業支援ネットワーク代表理事

障害者能力開発部会部会長

障害者就業・生活支援センター部会部会長

就労移行支援事業所部会　部会長

（会員のみ参加）

【シンポジウムⅡ】大阪の就労支援のいま～企業、支援機関、行政（福祉と雇用）の取り組み～

午前
９：１５

１０：３０

１２：１５

受付開始１２：００

開会挨拶１３：００

閉会挨拶１５：００

【特別講演】この１０年を振り返って１３：１５

厚生労働科学研究「生活支援による就労定着のあり方にかかる研究」１５：３０

～１６：１５

【基調シンポジウム】当事者からの発信１３：４５

～１５：１５

～１８：１５

１０：４５

１３：１５

分科会１６：３０

情報交換会１８：４５

平成 28年 4月から施行された障害者差別解消法を契機にそれぞれの場面で「合理的配慮」を行うことが必

要となりましたが、仕組み、体制、設備を整えるだけではなく、本質的な取り組みとして考えられるよう

多面的な意見を聞き、「合理的配慮」をする意味、意義とは何なのか。皆さんと一緒に考えたいと思います。

私達は当事者の想いを実現するために日々、悩みながら支援に奔走していますが、決して忘れてはいけない

のは、当事者が何を思い、どのように感じ、どんな支援を望んでいるのかに耳を傾けることです。一方通行

ではなく、皆さんも参加してもらえる分科会を企画しました。当事者からの学びに是非、ご参加ください。

全国の仲間から寄せられた現場の「お悩み」に対し、全国から集った仲間たちがそれぞれの経験や知恵を

出し合い、前向きな解決を目指して議論、実践を行っていきます。

お悩み 【 定着支援はどこまで？ だれか教えて‼ 】

２日目

大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合エル・チャレンジ　事務局次長 堀川　大介

公益社団法人　全国重度障害者雇用事業所協会　常務理事 奥脇　学

コーディネーター　ＮＰＯ法人大阪障害者雇用支援ネットワーク　代表理事 湯川　隆司

大阪府移行支援事業所連絡会　代表　 金塚　たかし

金塚　たかし

第１９回定例研究・研修会実行委員長 井上　正治

大阪府域障害者就業・生活支援センター連絡会代表 井上　正治

大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・ＩＴグループ 岩田　知子

大阪府商工労働部雇用促進室就業促進課 鈴木　章子

小倉　広文

小倉　広文

尾崎　敏雄

村山　奈美子

伊藤　道春

藤尾　健二

黒田　良孝　　目良　賢治　　他１名

林　弥生

ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク

平成２９年度　通常総会

１５：３０

～１６：１５

第１９回定例研究・研修会開催プログラム

あらためて当事者に学ぶ

ちんちんどんどん　ちんどんどん

今年の情報交換会は、てんてこまい座さんが出演します！

大阪の夜を踊って食べて、みなさんで楽しみましょう！



 

～大阪の就労支援をこの目で～ 
第１９回定例研究・研修会に先立ち、大阪の就労支援・雇用の現場を実際に見学していただきます。 

Ａコース 大阪府ハートフルオフィス咲洲庁舎    定員 20名 

○大阪府庁舎内における障がい者雇用の取組み状況を、見ていただくことができます。日常的な業

務として文書等発送準備、パソコンでのデータ入力等をしています。 

（住所  大阪市住之江区南港北 1-14-16） 
 

集合 １０：００ 大阪府咲洲庁舎１Ｆホール LAWSON前 

Ｂコース 株式会社ダイキンサンライズ摂津 定員 40名 

○ダイキン工業特例子会社で、社員がもつ力を十分に発揮し、最大限に引き出す環境が整えられて

います。社員約 130名 （住所  大阪府摂津市東別府 4-9-9） 
 

Ｂコースのみバスで移動（要バス代 1,000円） 

集合 ８：３０ ＪＲ新大阪駅 バス乗り場（詳細はホームページにて案内します） 

   見学終了後は定例会会場のホテルコスモスクウェアまでバスで移動します。 

Ｃコース 有限会社奥進システム  定員 10名 

○システム開発を業務としている 10名の小企業の中で、個々に配慮し自然体で 8名の障がい者が

働いている現場です。精神障がい者の定着支援をするために独自システムのＳＰＩＳを開発しまし

た。（住所  大阪市中央区鎗屋町 2-2-4 イチクラビル４F） 
 

集合 １０：００ 大阪市営地下鉄谷町線谷町４丁目駅北改札口 

Ｄコース  大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合（エル・チャレンジ） 

 定員 10名 
○エル・チャレンジは、建物サービスを通じて、知的障害のある人たちに働く場を確保することを目的に設

立された日本初の事業協同組合で、就労訓練から雇用の確保、そして定着指導まで一貫した支援をおこな

っています。（住所  大阪市中央区法円坂 1-1-35 大阪市教育会館（アネックスパル法円坂）） 
 

集合 １０：００ 大阪プール玄関前 

大阪市営地下鉄中央線朝潮橋駅下車徒歩 1分 

Ｅコース 株式会社良品計画 無印良品 難波店 定員 10名  

○戦力化するために、営業サポートチーム（障害のある人達）専用のマニュアル（ムジグラム）があり、その方

の体調に合わせて業務スケジュールを組んでいます。 

（住所  大阪市中央区難波千日前 12-22難波センタービル） 
 

集合 １０：００ 無印良品 難波 

南海電鉄本線・高野線難波駅下車 徒歩３分 

地下鉄御堂筋線・四つ橋線・千日前線なんば駅下車 徒歩３分 
 

オプショナルツアーのご案内 

※各コースには定員があります。定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

          当日は引率者が同行します。 

＜問い合わせ先＞ ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク事務局 

             e-mail info@sien-nw.jp     TEL 06-6704-7201   担当：野津 
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