
企業関係の皆様 

障害者の就業支援機関および支援団体等の皆様 

特別支援学校進路指導担当教員等の関係者の皆様 

 

＜平成１９年度第１回障害者就業支援研究セミナーご案内＞ 

「 ネットワークの構築による障害のある人の就業促進と地域生活の推進 」 

～福祉（就業促進支援機関・施設等）と特別支援学校との連携を確立するために～ 
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拝啓  皆さまにはご健勝でご活躍のことと拝察いたします。また台風や地震による被災地の皆

さまには心からのお見舞いを申し上げます。 

さて、最近の改正障害者雇用促進法と障害者自立支援法の実施過程において、労働施策（雇

用・就業促進）と福祉施策（就労移行支援等）との有機的な連携の確立が、ますます大きな課題に

なっています。また改正学校教育法が今年４月に実施され、特殊教育から特別支援教育への改

革が具体化されました。特別支援学校は地域センターとして就業促進についても大きな責任を果

たす必要があります。この課題は福祉進路を選択する重度な卒業生の進路資源を確保すること

にも密接に関連します。このような情勢の中で、企業の協力を得ながら福祉と教育等が協力・連

携のネットワークを駆使し就業促進の成果を上げることが期待されているということができます。 

  東京都における個別の教育支援計画や個別移行支援計画の作成と実施、また職業教育の研

究において協力してきた NPO 法人障害者就業生活支援開発センター Green Work 21 と東京都知

的障害特別支援学校就業促進研究協議会は、上記のような課題意識に基づき平成１９年度の就

業支援研究セミナーの開催を計画しました。ご案内を全国の皆さまに発信します。公務ご多用な

折りに恐縮でございますが、万障お繰り合わせてご参加くださいますようご案内を申し上げます。        

敬具 
NPO 法人障害者就業生活支援開発センター  
Green Work 21 理事長・目白大学教授 松矢 勝宏 
 
 

記 
 

１．日時：２００７年８月２４日（金）、２５日（土） 

２．会場：目白大学１０号館（９階）１０９０２教室（定員１６０名先着順） 

〒１６１－８５３９ 東京都新宿区中落合４－３１－１  

最寄り駅：西武新宿線・地下鉄大江戸線中井駅,地下鉄東西線落合駅下車徒歩１０

http://www.mejiro.ac.jp/map/nakai_s.html http://www.mejiro.ac.jp/map/access_s.html 
３．参加費：３０００円（領収書の用意があります。お支払は当日の受付でお願いします） 

４．懇親会費：２０００円 

５．連絡先：目白大学 NPO 法人活動支援センター内 

NPO 法人 Green Work 21  TEL:090-6031-1681  FAX:03-5996-3163 

（なお、本法人の会員については、参加費が 2000円になります。 

 

 

 



障害者就業支援研究セミナー プログラム 

◎第１日 ８月２４日（金）：受付スタート ９時３０分から 

◇研究セミナー主催者挨拶と研究セミナー進行のご案内：午前１０時から 

◇ プログラム１  

レクチュアーと小パネルディスカッション：午前 10時 30 分～12時 30 分 

「 国における教育・福祉・雇用施策の連携について 」 

＜レクチュアーと小パネルディスカッションの趣旨＞ 

国においては、すでに昨年度から２回の「連携通達」を出し、教育、福祉、労働等の

部局を超えた協力・連携の在り方を示しています。施策レベルにおける関係部局を超え

た緊密な連携の在り方について熱く語っていただきます。  

講師：文部科学省特別支援教育課特別支援教育調査官 石塚 謙二 氏 

   厚生労働省障害者雇用対策課調査官 浜島 秀夫 氏 

   厚生労働省障害保健福祉部企画課長 藤木 則夫 氏 

コーディネーター：労働政策審議会障害者雇用分科会委員・目白大学教授 松矢 勝宏 

 

◇ プログラム２ パネルディスカッション：午後１時 30分～4時 30 分 

「 地域における教育・福祉・就業支援等における協力・連携の確立について」 

＜パネルディスカッションの趣旨＞ 

就業促進における福祉と教育における協力・連携の課題については、障害者自立

支援法の実施と密接に関係しています。従来の授産施設や作業所の日中活動が障害

者移行支援事業、障害者継続支援事業、障害者自立訓練事業等に再編され、「移行」

の概念と課題が導入されたことです。特別支援学校の進路指導における就業促進（企

業就労の開拓等）と福祉領域における就業促進がバラバラに競合しては企業の協力

を得ることができません。地域やブロックごとに連携することができる条件を創り

あげる必要があります。全国社会福祉協議会社会就労センター協議会とその傘下に

あるセンター、障害保健福祉圏域にある障害者就業・生活支援センターや圏域行政

によらない地域就労支援センター、都道府県ごとに設置されている地域障害者職業

センター等々と特別支援学校との関係について考えてみたいと存じます。地域自立

支援協議会、特別支援連携協議会、ハローワークによる地域就労支援事業等が機能

する地域を想定しながら、福祉と教育との協力・連携を構築する必要があります。 

提言１：全社協社会就労センター協議会（神戸光の村授産学園）東馬場 良文 氏 

提言２：東松山市就業・生活支援センターZAC 若尾 勝己 氏 

提言３：東京都小平市就業支援センター（みどり作業所）濱崎 一郎 氏    

    提言４：東京都あきる野学園養護学校 原 智彦 氏 

提言５：東京障害者職業センター 弘中 章彦 氏  

コーディネーター：神奈川県立保健福祉大学教授 松為 信雄 氏 

 

◇ プログラム３ レクチュアー：午後 4時 40 分から 5時 40 分 

テーマ：「障害者自立支援法の実施過程における福祉現場の課題と提言」（仮題） 

講師：日本知的障害者福祉協会政策委員会副委員長 
藤沢育成会湘南ゆうき村施設長 河原 雄一 氏   

＜レクチュアー趣旨＞ 

障害者自立支援法の実施過程をふり返りながら、障害のある人々の地域生活の推進と

保障の課題について福祉現場をになう立場からご提言をいただきます。 

 

◇ 懇親会 目白大学１号館地階ラウンジ 午後６時より８時まで 



◎第２日プログラム ８月２５日（土）：受付スタート午前 9 時 30 分 

◇ プログラム４ パネルディスカッション： 

午前 10時～（昼食休憩を入れ）午後 2時 50 分 

テーマ：知的障害特別支援学校からの提言 

「職業教育の改善と就業促進ネットワークの構築」 

＜パネルディスカッションの趣旨＞ 

 東京都知的障害特別支援学校就業促進研究協議会は都下を 6ブロックに分け、企業等

の協力を得ながら職業教育の改善しつつ、企業の協力をえながらネットワークで就業促

進を図ってきました。ここ数年間、30％以上の就職率を実現しています。また今年４月

には東京都立永福学園養護学校（生徒定員 100 名）が開設され、職業科による生徒たち

の 100％就業を目指しています。企業や支援機関・センターからの協力と支援の確保が

引き続き大きな課題になります。 

今回のセミナーにおいては、香川県と宮城県からも実践報告をいただき標記のテーマ

に関して共通理解を深めたいと存じます。 

 

提言１ 講師：東京都立あきる野学園養護学校進路指導主事 菊地 直樹 氏 

提言２ 講師：東京都立永福学園養護学校副校長 伏見 明 氏 

提言３ 講師：香川県立香川中部養護学校進路指導主事 浜野 寛 氏 

提言４ 講師：塩釜市第三小学校 
前宮城県立利府養護学校進路指導主事 千葉 雅弘 氏 
宮城県立利府養護学校進路指導主事  伊澤 和人 氏 

コーディネーター： 

東京都特別支援学校就労サポート事業コンサルタント 増田 秀暁 氏 

東京都立あきる野学園養護学校主幹 原 智彦  氏 

 

◇ プログラム５ 研究セミナーのまとめとして 「企業 OBからの提言と期待」 

 午後３時から４時  

提言１ 講師: 埼玉県障害者雇用サポートセンター 小野 博也  氏 

（元株式会社西友フーズ・株式会社スタッフサービス・ビジネスサポート） 

提言２ 講師：東京都特別支援学校就労サポート事業コンサルタント 小林 幸夫 氏  

（元株式会社オレンジジャムコ） 

提言３ 講師：横浜戸塚 就労援助センター 安部 省吾 氏     （元株式会社伯東） 

コーディネーター：ＮＰＯ法人 Green Work 21 理事長 目白大学教授 松矢 勝宏 

 

 

 

＜後援名義のお願いを予定しています。＞ 

全国特殊学校長会、文部科学省、厚生労働省、日本経済団体連合会東京経営者協会、独

立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、全国社会就労センター協議会、 
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平成１９年度第１回障害者就業支援研究セミナー参加申込書  

 

参 加 申 込 票（E メール・FAX 兼用） 

 

８月２４日（金）、２５日（土）の障害者就業支援研究セミナーに参加します。

（原則として両日の参加としますが、１日のみの場合には、参加日に○印を記

してください。） 

        イ．２４日のみ    ロ．２５日のみ 

○２４日の懇親会に（ イ．出席します  ロ．出席できません ） 

◇２４日の昼弁当（お茶付き単価 1000 円 イ．購入します  ロ．購入しません ） 

◇２５日の昼弁当（お茶付き単価 1000 円 イ．購入します  ロ．購入しません ） 

 

 

氏名 ① 

② 

③      

所属 

 

  郵便番号      住所 

 

メールアドレス 

 

 

ＮＰＯ法人障害者就業生活支援開発センターGreen Work 21   

       e-mail  matsuya@mejiro.ac.jp FAX ０３－５９９６－３１６３ 

〒161-8539 新宿区中落合４－３１－１ 

目白大学 NPO 法人活動支援センター内 

                                     TEL ０９０―６０３１－１６８１ 

理事長（目白大学教授） 松矢勝宏 

 

（申し込み内容を明記して、e-mail でご返信くださると感謝です。） 

 


