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平成３０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を充実させる。 

テーマ 

 取り組み

ポイント 

障がい者が一般就労するために必要な支援及び定着支援を考える。 

～福祉・行政・企業等とのネットワークを構築し、支援体制の充実を図る～ 

福祉就労に関しての課題に取り組む。 

検討内容 

１、福祉と企業等との連携 

   企業や福祉関係事業所等への研修会や交流会などの実施について 

 

２、福祉就労から一般就労へ移行する利用者の増加について 

（奈良市第５期障害福祉計画より） 

福祉施設等利用者の奈良市の機関での実習を検討する。 

   就労移行支援事業所のスキルアップを図るために、研修会や交流会を実施する。 

 

３、就労定着支援について、課題を検討する。 

   短時間労働者の余暇、企業や関係機関等との連携について 

 

４、福祉就労に関する課題を検討するグループを立ち上げる。 

   主に就労継続支援 B 型事業所等に呼びかけ、実践や運営上の課題の検討・情報交換を行う

目的のグループの準備会を発足する。 

 

部会の頻度 

活動内容 

参加団体 

 

  

  

 部 会   

活動頻度：部会・・年４回 

    （５月、８月、１１月、２月） 

     調整会議・・年４回 

    （７月、１０月、１月、３月） 

     福祉就労グループ立ち上げ準備会 

    （６月） 

活動内容： 

 障がい者雇用についての研修会の開催 

 １１月 

 

就労支援に関する施策や動向を、企業や福祉関

係機関に啓発、情報共有する。 

 

参加団体・機関 

◎相談支援センターこすもす 

○なら障害者就業・生活支援センターコンパス 

○相談支援事業所リベルテ（福祉就労グループリーダー） 

ハローワーク奈良専門相談第二部門 

奈良県雇用政策課 

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 

奈良市産業政策課 

奈良市くらしとしごとサポートセンター 

奈良市地域自立支援協議会事務局 

就労移行支援事業所(ワークラボ、ぷろぼの新 

大宮、元氣の里青空、奈良社会福祉院、ジョイ 

アススクールつなぎ他）、五條山病院デイケア 

就労継続支援Ｂ型事業所 

研修・調査等の

実施について

(内容、対象者、

時期等) 

・障がい者雇用等に関する研修会を実施  

・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る。（例）就業支援ゼミナール、就業支援基礎講座など 
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平成３０年度 奈良市地域自立支援協議会 

就労支援部会 ４月～３月活動報告  
 

部会の目的 
【就労支援部会】 

障がい者の就労に関する支援体制を充実させる。 

各活動テーマ 

取り組み 

ポイント 

 

開催日時 

内容課題 

【調整会議】 

第 1 回 部会調整会議 

日 時：平成３０年４月２６日（木）14：00～16：00 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス、相談支 

援事業所リベルテ、高等養護学校進路担当、奈良県発達障害支援センターでぃあ 

ー、障がい福祉課、事務局 

議 題：１．今年度の活動計画について検討 

２．研修会について 

３．就労系施設利用者の市役所内での実習について 

４．福祉就労グループ立ち上げについて 

 

第２回 部会調整会議 

日 時：平成３０年７月１９日（木）１４：００～１６：００ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス、相談 

支援事業所リベルテ、高等養護学校進路担当、奈良県発達障害支援センターでぃあ 

ー、障がい福祉課、事務局 

議 題：１．研修会について 

２．福祉就労事業所等の奈良市役所での実習について 

３．就労移行支援事業所のスキルアップ、情報交換について 

４．就労定着支援事業(新規事業)について 

５．福祉就労グループの進捗状況の報告 

 

第３回 部会調整会議 

日 時：平成３０年１０月１０日(水)１４：００～１６：００ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス、 

相談支援事業所リベルテ、奈良県発達障害支援センターでぃあー、 

高等養護学校進路担当、就労移行支援事業所（ワークラボ、イーハトーブ） 

障がい福祉課、産業政策課、事務局 

議 題：１．就労支援セミナー研修会について 

２，就労系施設利用者の市役所内での実習について 

３．就労移行支援事業所の勉強会について 

４．福祉就労グループ準備会の進捗状況について 
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第４回 部会調整会議 

日 時：平成３１年１月１６日（水）１４：００～１６：００ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス 

相談支援事業所リベルテ、奈良県発達障害支援センターでぃあー 、 

就労移行支援事業所（ワークラボ、ぷろぼの）、障がい福祉課、産業政策課  

事務局    

議 題：１．就労支援セミナー研修会について 

２．就労移行支援事業所 勉強会について 

３．福祉就労事業所の市役所での実習について（産業政策課より報告） 

４．福祉就労グループ準備会の進捗状況について 

５．来年度の活動計画について 

【就労支援部会】 

第１回 就労支援部会 

日 時：平成３０年５月２４日（木）１３：００～１５：００ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス、ハロー 

ワーク奈良、養護学校進路担当、奈良県発達障害支援センターでぃあー 、就労移 

行支援事業所、（ワークラボ、ぷろぼの、高円、ジョイアスつなぎ、あおぞら）五 

条山病院デイケア、相談支援事業所リベルテ、奈良県雇用政策課 事務局など    

議 題：１．今年度の活動計画について 

     ・研修会、勉強会等の企画について 

     ・就労系施設利用者の市役所内での実習について 

     ・福祉就労グループの立ち上げについて 

２．情報交換 

      それぞれの機関で就労に向けて取り組んでいる事など 

 

第２回 就労支援部会 

日 時：平成３０年８月２３日(木)１３：３０～１５：３０ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス、ハロー 

ワーク奈良、養護学校進路担当、奈良県発達障害支援センターでぃあー 、就労移 

行支援事業所、（ワークラボ、ぷろぼの、高円、ジョイアスつなぎ、あおぞら）五 

条山病院デイケア、相談支援事業所リベルテ、奈良県雇用政策課 事務局など  

議  題：１．福祉と企業等との連携 

研修会について 

２．福祉就労から一般就労へ移行する利用者の増加について  

福祉施設等利用者の奈良市役所での実習について 

    ３．グループの進捗状況及び情報交換等 

①就労移行支援事業所のスキルアップについて 

②就労定着支援事業について(新規事業) 

③福祉就労グループの進捗状況の報告 
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第３回 就労支援部会 

日 時：平成３１年２月６日（水）１４：００～ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援センターこすもす、なら障害者就業・生活支援センターコンパス、 

相談支援事業所リベルテ、ハローワーク奈良専門相談、奈良県雇用政策課、 

奈良県発達障害支援センターでぃあー、奈良市くらしとしごとサポートセンター、 

高等養護学校進路担当、就労移行支援事業所 （ワークラボ、イーハトーブ、ぷろ 

ぼの、高円、ジョイアスつなぎ、元気の里あおぞら、セルポート）、障がい福祉課、 

産業政策課、事務局 

議 題：１、障害者雇用の状況について・・ハローワーク専門相談員からの報告 

２．福祉と企業等との連携について 

３．福祉就労から一般就労へ移行する利用者の増加について 

☆福祉就労事業所等の奈良市役所での実習について・・来年度実施 産業政策課 

が中心 

☆就労移行支援事業所 勉強会の実施 

４．福祉就労グループ準備会の進捗状況 

５．来年度の部会の体制、活動計画について 

 

*************************************************************************** 

【福祉就労グループ立ち上げ準備会】  

第 1 回 福祉就労グループ立ち上げ準備会 

日 時：平成３０年６月１８日（月）１５：３０～１７：３０ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援事業所リベルテ(グループリーダー)、相談支援センターこすもす、障が

い福祉課、奈良県社会就労事業振興センター、奈良社会福祉院、あゆみの会、わ

たぼうしの会、こぶしの会、株式会社サンケア、事務局 

議 題：１．自立支援協議会の説明 

２．今年度の就労支援部会の活動計画について 

３．福祉就労グループの立ち上げについて 

４．情報交換 

    それぞれの事業所が抱えている課題を出し合う。 

 

第２回 福祉就労グループ立ち上げ準備会 

日時：平成３０年８月３日(金)１５：００～１７：００ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援事業所リベルテ(グループリーダー)、相談支援センターこすもす、障がい 

福祉課、奈良県社会就労事業振興センター、奈良社会福祉院、あゆみの会、わたぼ 

うしの会、こぶしの会、株式会社サンケア、事務局 

議 題：１．グループの立ち上げについて 

２．情報交換 

３．今後の準備会について 
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就労支援部会 第３回福祉就労グループ準備会 
日  時：平成３０年１０月２６日（金）１５:００～１７：００ 
場  所：奈良市役所 障がい福祉課分室 

内  容：１．前回の振り返り 

２．グループの立ち上げについて 

  Ｂ型事業所の集まりの場の必要性 

３．情報共有 

  利用者の工賃について 

  報酬について 

  加算について 

  作業内容について 

        ４．その他（連絡事項） 

参加人数：１２人（支援機関１０か所） 
 

第４回 福祉就労グループ立ち上げ準備会 

日 時：平成３０年１２月１４日（金）１５：００～１７：００ 

場 所：奈良市役所 

参加者：相談支援事業所リベルテ(グループリーダー)、相談支援センターこすもす、 

奈良県社会就労事業振興センター、就労継続支援 B型事業所（高円、あゆみの会、

たんぽぽ、こっから、サンケア）、障がい福祉課、事務局 

議  題：活動目的と活動内容について 

☆４月の報酬改定での各事業所での対応や問題点について 

  ☆工賃アップの課題について 

  ☆優先調達法による奈良市の実績の問題について 

 

第５回福祉就労グループ立ち上げ準備会 

 日時：平成３１年２月２２日（金）１５：００～１７：００ 

 参加者：相談支援事業所リベルテ、相談支援センターこすもす、 

 場 所：奈良市役所 

 

     就労継続支援 B型事業所（イーハトーブ、高円、たんぽぽ、サンケア、おりがみ） 

社会就労振興センター、障がい福祉課、市社会福祉協議会（事務局） 

議 題：来年度、福祉就労支援グループを立ち上げ、この３つの課題について活動する。 

目的・・☆４月の報酬改定での各事業所での対応や問題点についての共有 

      ☆工賃向上に係る支援体制の整備のための連携 

  ☆優先調達法による実績の促進への協力 

     頻度・・３か月に一回 

 

*************************************************************************** 

就労支援セミナー（研修会） 

日 時：平成３０年１１月１７日（土）１４：００～１７：００ 

場 所：奈良市総合福祉センター 集会室 



6 
 

内 容： 「働くを支えるために私たちが今できること」 

      ～企業の立場から、福祉就労の立場から～ 

１．企業の立場から：障害者雇用の取り組み 

株式会社 王将フードサービス ハートフル事業部 大滝容子氏 

２．福祉就労の立場から：利用者に分かりやすい仕組みつくり 

株式会社 萬成水耕栽培 就労支援 B型作業所 まんなり 代表取締役 萬成哲也氏 

３．グループワーク 「働くを支えるために、私たちが今出来ること」 

 

参加者：５５名（就労移行支援事業所６か所、就労継続支援 B型事業所９か所、 

        相談支援事業所４か所、養護学校進路担当１名、居宅介護事業所２か所、

弁護士１名、障がい福祉課 産業政策課 事務局） 

*************************************************************************** 

就労移行支援事業所 勉強会 

日時：平成３０年１２月１２日（水） １４：００～１６：００ 

場 所：奈良市役所１階障がい福祉課分室 

参加者：就労移行支援事業所、６か所、 

    相談支援センターこすもす、相談支援事業所リベルテ、 

障がい福祉課、産業政策課、社会福祉協議会（事務局） 

内 容：１、講義 障がい特性に合わせた就労支援について 

     ならサポートワークラボ 所長 小島秀一氏 

２、講義 企業へのつなぎ方 実習先へのアプローチの方法などについて 

テクノパークぷろぼの新大宮 所長 大原裕子氏 

３、グループワーク 

参加者：１８名（奈良市内就労移行支援事業所 １２か所中６事業所）  

 

 


