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平成２８年度 奈良市地域自立支援協議会  

就労支援部会 活動計画 

 

目 的 障がい者の就労に関する支援体制の更なる充実を目的とする。 

テーマ 

 取り組みポ

イント 

障がい者の就労支援に関する課題の中で、今年度は 

① 一般就労に関する課題を整理し、支援体制の充実・整備を図る。 

② 関係機関に対する啓発活動、情報共有等を通じ、ネットワークの強化を図る。 

検討内容 

 

１．一般就労に関する課題を各プロセスごとに整理し、その支援体制について検討する。 

①準備の段階・・昨年度部会で作った受付チェックシートの活用をしていく。 

 ②求職活動の段階 

 精神障害、発達障害の人、クローズを希望する人の就労支援の難しさ 

  ③職場定着の段階 

    短時間労働の人のあき時間のすごし方が難しい 

就労後の生活相談が出来る環境が少ない。 

  ④離職後の段階 

    一般就労への再就職が難しい。 

２．一般就労に関する状況を、福祉関係者に周知する。 

 

３．就労支援に関する各施策の情報収集とその活用 

 

部会の頻度 

活動内容 

参加団体 

 

 部 会   

活動頻度： ２か月に１回程度 

 

 

活動内容： 

就労支援に関する施策や動向を、関係機関

に啓発、情報共有する。 

 

 

参加団体・機関 

なら障害者就業・生活支援センターコンパス 

障がい者生活支援センターこすもす 

ハローワーク奈良専門相談第二部門 

養護学校進路指導担当 

奈良県発達障害支援センターでぃあー 

奈良市障がい福祉課 

事務局 

その他、必要に応じてゲスト 

研修・調査等 

の実施につい

て 

(内容、対象者、

時期等) 

奈良県やハローワーク、障害者職業センターなどが主催する、就労に関する研修会などを広報

して参加を呼びかけたり活用したりする。 

 （例）就業支援ゼミナール、就業支援基礎講座など 

その他 

障がい者差別解消法における、就労の場での合理的配慮に対する取り組みを検討する。 
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平成２８年度 奈良市地域自立支援協議会  

就労支援部会 活動報告 

 

目 的 障がい者の就労に関する支援体制の更なる充実を目的とする。 

テーマ 

 取り組みポ

イント 

障がい者の就労支援に関する課題の中で、今年度は 

① 一般就労に関する課題を整理し、支援体制の充実・整備を図る。 

② 関係機関に対する啓発活動、情報共有等を通じ、ネットワークの強化を図る。 

検討内容 

 

１．一般就労に関する課題を各プロセスごとに整理し、その支援体制について検討する。 

①準備の段階・・昨年度部会で作った受付チェックシートの活用をしていく。 

 ②求職活動の段階 

 精神障害、発達障害の人、クローズを希望する人の就労支援の難しさ 

  ③職場定着の段階 

    短時間労働の人のあき時間のすごし方が難しい 

就労後の生活相談が出来る環境が少ない。 

  ④離職後の段階 

    一般就労への再就職が難しい。 

２．一般就労に関する状況を、福祉関係者に周知する。 

３．就労支援に関する各施策の情報収集とその活用 

 

部会の頻度 

活動内容 

参加団体 

 

 部 会   

 

活動頻度： ２か月に１回程度 

 

 

活動内容：就労支援に関する施策や動向を、 

関係機関に啓発、情報共有する。 

 

 

参加団体・機関 

なら障害者就業・生活支援センターコンパス 

障がい者生活支援センターこすもす 

ハローワーク奈良専門相談第二部門 

養護学校進路指導担当 

奈良県発達障害支援センターでぃあー 

市障がい福祉課 

事務局（奈良事業所） 

就労移行支援事業所 

その他、必要に応じてゲスト（オブザーバー） 

活動日及び 

活動報告 

就労支援部会長とコンパスセンター長との調整会議 
日  時：平成２８年７月５日（火）１１：００～１２：００ 
場  所：相談支援センターこすもす 
議事内容：コンパスの機関の説明とその立ち位置について 

コンパスの相談員と相談支援専門員との役割分担について 
一般就職出来る可能性が以前よりも高くなっているということの周知をどうするか 
職業センターやハローワークなどの機関の周知について 
職場定着について 
企業への助成金について 
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第４回 なら圏就業支援情報交換会（部会長出席） 
日  時：平成２８年７月１２日（火）１５：３０～１７：００ 
場  所：なら障害者就業・生活支援センターコンパス 
議事内容：コンパスから実習報告、企業への見学会、県庁実習について、ゼミナールについて 

参加機関から自己紹介、機関の紹介 
奈良市内の就労移行支援事業所、職業センター、精神科デイケアなど 
養護学校から卒業後、直接就労支援事業所 B 型へ通所出来ない事について 
就労支援部会で話し合ってほしいという依頼があった。 

 
第１回 就労支援部会 
日  時：平成２８年７月２０日（水）１３：３０～１５：３０ 
場  所：奈良市役所１Ｆ障がい福祉課会議室 
議事内容：１．就職への準備段階での課題について 
     ・お仕事問診票とフローチャートについて 

       仕事をしたいという相談があった場合、相談窓口が違ってくる。その聞き取り 
のための問診票と、次につなぐ機関が入ったフローチャートを作成した。 
相談支援事業所連絡会議で、相談支援専門員に利用してもらうために配布する。 

            ・相談事業所連絡会議で、コンパスという機関の説明と相談支援専門員とコンパ 
スの相談員との役割分担について説明してもらう。 

２．求職活動の段階の課題について 
・この段階で利用できる制度や機関について 

職業センター、コンパス、ハローワークの専門相談、就労移行支援事業所、高 
等技術専門校などをもっと知ってもらって活用する。実習、体験利用を頼める 
企業はあるが、その段階に達している障がいのある方などが少ないことが課題。 
奈良県庁や奈良市役所なども実習先となっているが、今後もっと活用できない 
か？ 

３．養護学校から、今年の高校３年生の進路希望や実習先の状況の報告。 
          拡大傾向にある。高齢の介護施設や全国規模の薬販売店など。 

４．ひきこもり支援に対する活動をしている機関の一覧表について 
          相談支援事業所連絡会議で配布してはどうか？ 
 
第２回 就労支援部会 
日 時：平成２８年９月２１日（水）１３：３０～１５：３０ 
場 所：奈良市役所 障がい福祉課 会議室 
参加者：障がい福祉課、ハローワーク、就業・生活支援センターコンパス、奈良県発達障害支 

援センターでぃあー、奈良東養護学校、自立支援協議会事務局、相談支援センターこ 
すもす 

議事内容 
・一般就労したいという準備、求職の段階での各機関の役割と課題について 
  お仕事問診票とフローチャートの確認→相談支援事業所連絡会議で配布 
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 相談支援事業所連絡会議で、コンパスの組織の説明をしてもらう 
・一般就労の現状の報告・・コンパスより 
・職場定着の段階の課題について 
 現在ある職場定着支援の確認（就労移行事業所以外）コンパス交流会 
余暇支援として、職場定着的役割を担っていると感じる団体、シャローム、ぐれいとぶった、 
スペシャルオリンピックスなど（余暇の充実、趣味の充実の大切さ） 

  既存の余暇支援につながっていない人が多数いるのは課題である。 
平日の夜や土日に余暇支援が必要だが、スタッフの確保が難しい。 

・一般就労状況の福祉関係者への周知について 
・県内で実施される就労に関する各施策について 
 
第８回 なら圏域就業支援情報交換会へ参加 
日  時：平成２８年１１月８日（火）１５：３０～１７：３０ 
場  所：なら障害者就業・生活支援センターコンパス 
議事内容：ハローワーク奈良から報告 

コンパスから就職報告・実習報告 
参加機関から、実習や就職、利用者状況など報告 

 
第３回 就労支援部会 
日  時：平成２８年１１月２２日（火）１３：３０～１５：３０ 
場  所：奈良市役所 会議室 
参 加 者：障がい福祉課、ハローワーク、就業・生活支援センターコンパス、奈良県発達障害 

支援センターでぃあー、奈良東養護学校、自立支援協議会事務局、相談支援センタ 
ーこすもす 今回より、就労移行支援事業所 ５か所が参加 

議事内容 
・職場定着の段階の課題について 

各就労支援事業所より 
  就職後、定期的に職場訪問や電話、メールで連絡。定着率はいい。 
  就職後、日中一時支援として来てもらい、サポートしている所もある。 
  放課後デイ利用の卒業者で、就職してからも集まれる場を設けている所もある。 
 就職する前のアセスメントを丁寧にすることが、職場定着につながる。 

障害者就業・生活支援センターコンパスより 
  ２か月に一度、コンパス食事会を行っている。 
  就職していて、順調だが他とあまり関わりが無い人に参加してもらっている。 
奈良県発達障害支援センターでぃあーより 
  ３か月に一度、当事者グループの会開催・・息抜き、仲間作りなど 
・一般就労のプラス面について 
  一般就労出来たことで、自信がつき生活全体が明るくなってくることがある。 

「今のままでいい」と思ってすごしている方に情報提供し、働きかけていくことが 
重要。 

・コンパスが市役所で行っている出張相談の活用について 
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☆就労移行支援事業所が参加してくれた事に依って、定着支援の課題などについてより具 

体的に議論が出来た。今後も、就労移行支援事業所へは参加を呼び掛けていくことにな 
る。 

 
第９回なら圏域就業支援情報交換会へ参加 
日  時：平成２８年１２月１３日（火）１５：３０～１７：３０ 
場  所：なら障害者就業・生活支援センターコンパス 
議事内容：ハローワーク奈良から 

コンパスから実習報告 
参加機関から自己紹介、機関の紹介、空き状況など 
奈良市内の就労移行支援事業所、職業センター、精神科デイケア、奈良市外の精神 
科デイケアも参加 
養護学校から、３年生の実習の状況報告 

 
第４回 就労支援部会 
日  時：平成２９年１月２４日（火）１３：３０～１５：３０ 
場  所：奈良市役所 東棟１階 第３会議室 
参 加 者：障がい福祉課、ハローワーク、就業・生活支援センターコンパス、奈良県発達障害 

支援センターでぃあー、奈良東養護学校、自立支援協議会事務局、相談支援センタ 
ーこすもす 今回、就労移行支援事業所 ５か所が参加 

 
議事内容 
１．離職後の段階の課題について 

仕事と本人のマッチングが重要なので、最初のアセスメントが重要。 
養護学校や大学在学中に、就労のアセスメントが出来ないことが課題。 

２．職場定着に必要な事について 
   定着支援が必要だが、どこにもつながっていない人が問題。 
   パソコンやスマホでインターネットを見ている人が多いので、コンパスや定着支援の情

報を流したらいいのではないか。 
３．一般就労に関する関係者への情報共有、啓発について 
   定着支援の加算や企業の配慮も以前よりは進んでいる事、などを知ってもらうために、

研修会を企画したらどうか・・「コンパス」や「でぃあー」と共催にしたらいいのではな

いか。 
４．お仕事問診票・フローチャートの活用について 
  相談窓口や病院等などに配布する方向で、具体的に進めていく。 
 
第４回 就労支援部会 
日  時：平成２９年３月２２日（水）１３：３０～１５：３０ 
場  所：奈良市総合福祉センター３F 小会議室１ 
参加者：障がい福祉課、ハローワーク、就業・生活支援センターコンパス、奈良県発達障害支 
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        援センターでぃあー、奈良東養護学校、自立支援協議会事務局、相談支援センターこ 
すもす、今回、就労移行支援事業所 ５か所が参加 
 

１、今年度の活動について、成果、課題の整理 
就労の準備段階  

 成果 お仕事問診票の作成→今後これをどう活用していくか。 
就労の求職の段階 

 課題 一般就労の経験が無いと、直接就労支援 B 型に行けないこと 
奈良市役所の実習は、現在は養護学校生だけが行っている。 
福祉就労事業所の利用者の実習も勧めていく事はできないか 
ひきこもり支援に対して何か出来ないか、ユニバーサル就労   
はどうか。 

職場定着の段階 
 課題 平日の夜や土日に過ごす場が少ないこと 

      養護学校から一般就労すると、相談が切れてしまうこと 
      短時間労働、空き時間の過ごし方 
      就労移行支援事業所を利用していると、職場定着もしてくれるが、 

利用していないと定着支援が切れてしまう可能性がある。 
離職の段階 

     課題 一般就労すると、相談が切れてしまう。 
        大学在学中にはアセスメントが出来ないこと。 

２、奈良市障害福祉計画について、部会の目的とどうリンクさせるか？ 
・第４期奈良市障害福祉計画の中の福祉就労から一般就労への移行の増加目標が出ている。こ

れは部会の一般就労の拡大という目的とも一致している。数字の意義、内容は何かを確認する

必要がある。 
 

研修・調査等 

の実施について 

(内容、対象者、

時期等) 

奈良県やハローワーク、障害者職業センターなどが主催する、就労に関する研修会などを広報

して参加を呼びかけたり活用したりする。 

 （例）就業支援ゼミナール、就業支援基礎講座などへの参加 

その他 

 

 

 

 


