
課題 対応
【一般就労】
職場定着や一般就労を失敗した人の再チャレンジ
の体制が整っていない。
視覚障がい者等⾃⼒通勤困難者の通勤⼿段の
確保(移動支援がない)

一般就労の取組みは、就ポツ、ハロー
ワークが中心。

【福祉的就労】
就労継続⽀援Ａ型事業所利⽤者について、⼿帳
は所持しているが、⼀般就労可能な⼈たちの利⽤
への対応。
就労継続⽀援Ｂ型を利⽤するにあたり、アセスメン
トが必要である点。

国における利⽤要件の⾒直し。

担当課等での発注促進、
市⽴総合保健福祉センターを事業所等
に販売活動を認めている

【その他】
障がい者の就労は、ハードルの高い「一般就労」
か、訓練的な要素が強く⾃⽴に⾄らない「福祉的
就労」しかなく、「働いて、⾃⽴して⽣活したい」と願
う多くの障がい者の⾏き場がない。

本市で実施している「一般就労」と「福
祉的就労」の中間的な就労の場であ
る、「社会的雇⽤」の国制度化を図る。

設問２：ネットワークの現状について
設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

協議会名：豊能北障害者就業・⽣活
支援センター運営協議会
構成員：池田公共職業安定所、一般
財団法人箕面市障害者事業団、大阪
府障害者福祉事業団明光ワークス、大
阪⼿をつなぐ育成会⽀援センターい〜
な・グーテン、池⽥市⽴くすのき学園、箕
⾯市障害者雇⽤⽀援センター、豊能北
障害者就業・生活支援センター、箕面
市障害福祉課、箕面市商工観光課、
池田市障害福祉課、豊能町高齢障害
福祉課、豊能町農林商⼯課、能勢町
住⺠福祉課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年1回程度

就業・生活支援センターが中心となり、
障害福祉課、商⼯観光課、就労移⾏
支援事業所、ハローワーク等で構成され
る運営協議会を設置。連携を図ってい
る。

平成24年、⾃⽴⽀援協議会におい
て就労⽀援部会の⽴ち上げに向け
て、就労支援機関間のネットワークづ
くりに努めている。

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

箕面市
（無・予定
有）

健康福祉部
障害福祉課

豊能北
(豊能北) 池田

H24障がい者就労支援施策に関わる取組課題・ネットワークの現状等について《市町村別》

参考資料



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・重度の知的障がい者や、精神障がい者の雇⽤が
困難である。
・就労後のフォロー体制の構築が必要である。

・障がい者雇⽤奨励⾦事業補助⾦
(H24年度より)
 ※障がい者雇⽤事業所(特求⾦の事
業主、通所施設利⽤者の雇⽤主)に対
し、賃⾦を補助する。最⻑６カ⽉。

【福祉的就労】
・工賃の向上 ・授産製品の販売ルートの開拓。

・地域事業者への受注のＰＲ等。

【その他】  

協議会名：豊能北障害者就業・⽣活
支援センター運営協議会
構成員：池田公共職業安定所、一般
財団法人箕面市障害者事業団、大阪
府障害者福祉事業団明光ワークス、大
阪⼿をつなぐ育成会⽀援センターい〜
な・グーテン、池⽥市⽴くすのき学園、箕
⾯市障害者雇⽤⽀援センター、豊能北
障害者就業・生活支援センター、箕面
市障害福祉課、箕面市商工観光課、
池田市障害福祉課、豊能町高齢障害
福祉課、豊能町農林商⼯課、能勢町
住⺠福祉課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年1回程度

地域⾃⽴⽀援協議会が、形だけで機
能していない状況であり、今年度⽴直し
をおこなっているところで、就労支援につ
いても、どのような形での連携が必要か
現在検討中。

ハローワークの障がい者雇用連絡協
議会及びブロック別進路指導関係機
関連絡会や豊能北障害者就業・⽣
活支援センター運営協議会におい
て、年に1度、情報交換等関係機関
の連携を図っている。

福祉部
障がい福祉課

池田市
(無・予定有)

豊能北
(豊能北) 池田



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

就労を含めた障がい者の相談があった場合は、福
祉相談事業所「くすのき」に案内する。

特になし。

就労を含めた障がい者の相談があった
場合は、福祉相談事業所「くすのき」に
案内する。

【福祉的就労】
福祉的就労ができる場が少ない。
就労Ｂ型が能勢町内に2か所のみ。

商工会等と連携し、雇用の場の拡大を
図るとともに、協議会地域会議等で検
討していく。

【その他】  

能勢町
(無・予定無)

⺠⽣部
住⺠福祉課

就労支援に関し、課題検討をするまで
至っておらず、ネットワークもない。

平成24年７⽉に⾃⽴⽀援協議会を豊
能町と⼀体で⽴ち上げたところ。

管内の就労継続支援B型施設の代
表者が⾃⽴⽀援協議会に参画して
いる。

豊能北
(豊能北) 池田



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
⾃宅に近い場所での就労を希望する者が多いが、
町内には従業員数56人以上の事業所が少ないた
め、法定雇⽤率達成の基準のみで被雇⽤者を増
やすことには限界がある。

ハローワークを積極的に活用し、地域に
とらわれず、幅広い⾓度から職業を選択
できるよう、情報提供を⾏っていくことが
必要である。

【福祉的就労】
町内に就労⽀援を⾏える事業所が少ない（就労
継続⽀援Ｂ型が１か所）うえ、就労移⾏⽀援事
業所がない。

利⽤者に対しては、町外に所在する事
業所等の情報提供をするとともに、⾏政
は日頃から各事業所との連絡調整を図
りながら、適切なサービスが提供できるよ
う連携していく。

ふれあいまつり、町⺠祭での出展⽀援

【その他】  

障害者就業・生活支援センターの担
当者が来庁し、月１回就労相談の
出張窓口を開設している。（商工労
働部所管）これらの相談を経て、就
労移⾏⽀援事業所の利⽤につなが
る場合が多い。また、公務職場にお
ける職場定着支援についても、障害
者就業・⽣活⽀援センターの協⼒を
得た実績がある。

豊能町
(無・予定無)

生活福祉部
高齢障害福祉課

池田公共職業安定所障害者雇用連
絡会議（労働基準監督署、大阪府、
池田子ども家庭センター、池田保健所、
池田、箕面、豊中市、豊能、能勢町障
害福祉課、就業・生活支援センター、
就労移⾏⽀援事業所、⽀援学校）障
がい者の雇⽤促進を⽬的として、年３
回程度開催。連携に当たっての課題は
特になし。

ブロック別進路指導関係機関連絡会議

障がい者⾃⽴⽀援協議会を能勢町と
合同で設置（Ｈ24.7）個別支援会
議を中心に運営。就労支援は所掌事
務にはないが、課題や意⾒等が出てくれ
ば対応。

豊能北
(豊能北) 池田



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
①障がいのある人の社会参加、就労意欲の醸成
②職場の開拓、就労先の確保
③福祉施設、支援学校からの一般就労を推進す
るためのシステムの構築
④一般就労後の定着含めた就労継続のための支
援

①就労目標に向けたカウンセリングの機
会を設ける。職場実習、職場体験の機
会の確保。就労阻害要因の解決のため
のパーソナルサポート。
②ハローワーク含めた就労支援関係機
関との連携。障がい者を雇用しやすくす
るための仕組みを作る。
③⾃⽴⽀援協議会を活⽤したネット
ワークにより役割、機能分担含めた連
携。
④福祉施設から一般就労後の施設に
よる定着⽀援に係る報酬体系の⾒直
し。ジョブコーチ、ジョブライフサポーターに
よる支援。
⑤就労支援担当者(嘱託)を配置し、
就ポツ、ハローワーク、地域就労支援Cと
連携した相談支援、職場体験実習の
実施など。

【福祉的就労】
①工賃水準の向上のための授産製品等の販売機
会の拡大。
②福祉施設の報酬が⽇額単位であり、利⽤者が
確保できないと生産性が維持できない。

①障がい者就労への啓発の場等の活
用による機会の確保、拡大。
市における発注促進実施
②現⾏の報酬体系の⾒直しが必要。

【その他】  

豊中
(とよなか)

豊中市
(有)

健康福祉部
いきいきセンター
障害福祉課

就労⽀援機関の連携は⾃⽴⽀援協議
会障害者就労促進部会を中心として
連携を⾏っている。
連携している機関としては、障害者就
業・生活支援センター、ハローワーク、支
援学校、地域就労支援センター、就労
移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援事業
所、保健所、生活保護担当、社会イノ
ベーション事業の委託を受けている企
業、商工会議所、大阪府障がい者自
⽴相談⽀援センター知的障がい者⽀援
課、障がい者就業・就労サポート協働
機構。
それぞれ各機関におけるＱ１における課
題に対して、各機関が担う役割を踏まえ
連携し、障害者就労促進部会で各機
関相互の連携を蜜にしている。
開催回数：年８回程度(⾃⽴⽀援協
議会年４回の実施しない⽉)

また、本市(雇用労働課)が国のモデル
事業として⾏っているパーソナルサポート
モデル事業を実施しているパーソナルサ
ポートセンターと連携して、障害のある人
に対して制度横断的なサポートを⾏い、
就労促進を図っている。

他に、障がい者の雇用推進のため、企
業（株式会社きると）に委託して、国
のモデル事業である社会イノベーション推
進モデル事業として特例⼦会社制度を
活⽤した地域企業グループの設⽴と障
がい者雇用の促進を図っている。

障害者就業・生活支援センターと
は、就労に対して生活面でも支援が
必要な障がいのある人の支援につい
て連携を⾏っている。市役所内職場
体験実習事業について委託を⾏って
います。
就労移⾏⽀援事業所とは、就労移
⾏⽀援を利⽤希望の障がいのある⼈
への支給決定を中心に連携してい
る。
また、当課では就労支援を担当する
職員（非常勤）を配置し、日常より
市で受ける就労相談等に対して障
害者就業・生活支援センター、就労
移⾏⽀援事業所を含めた関係機関
との連携を蜜にしている。

課題としては、⼀般就労へ移⾏後の
定着支援について市とどのように連携
すればよいか。又、就労を希望する
障がい者について、現在の状況につ
いてどのような支援が必要か関係機
関とどのように連携を⾏い、つなげてい
くかの⾒極めが困難なケースがあり、
その対応について
（ハローワークへつなげばよいのか、阻
害要因の抽出を⾏いその内容により
障害者就業・生活支援センターとの
連携を図るべきか、地域就労支援セ
ンターへつなぐべきか、福祉的就労を
⾏う事業所へつなぐのか。）。

池田



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
相談支援事業所、就業支援機関、教育機関が連
携できる体制が必要。
（アセスメント機能をより良くしていく必要があると考
える。）

地域⾃⽴⽀援協議会において、各機
関の連携を図ることにより質の高い就労
支援が可能であると考える。

【福祉的就労】

【その他】
就労継続⽀援Ｂ型を利⽤する特別⽀援学校⾼
等部卒業者の経過措置後の取扱いについて

就労移⾏⽀援について
利⽤者の確保等が困難なことから、事業廃⽌や就
労B型への体系移⾏等により、事業所数があまり伸
びない。

現在の取り扱いを経過的ではなくなるよ
う、国に要望していく。

運営面での安定はもちろんのこと、効果
的に就業実績を生み出せる方策を検討
する。

大阪市
(大阪市)

阿倍野・梅田・
⼤阪⻄・⼤阪
東・淀川

大阪市
(無・予定無)

福祉局障害者施
設部障害福祉課

障害者就業・生活支援センターについて
は、中央センターへ中央連携業務を委
託し市域にある７か所のセンターとの連
携を図っています。また、中央センターへ
は精神障がい者就業マネージャー・発達
障がい者就業支援コーディネーターを配
置し、特性に応じた就労⽀援を⾏ってい
ます。
また、「大阪市雇用・就労支援ケース検
討会議」（事務局：⼤阪市市⺠局）
へ参加し、障がい者からの就労相談に
対し、大阪市地域就労支援センター等
との連携を図っています。

障害者就業・生活支援センターにつ
いては定期的な会議に参加し、各セ
ンターの状況や課題等について共有
を図っています。
就労移⾏⽀援事業所については、
現在はプロモート活動として事業所を
訪問し、委託訓練の広報を⾏ってい
るところです。



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
職場体験実習の機会を増やし、障がい者の一般
就労意欲の増進、能⼒開発に努める。

市役所内職場体験実習事業を検討中

市施設の清掃業務を活用した知的障
がい者の就労訓練の実施

JOBカフェすいたによる相談支援

【福祉的就労】
工賃向上のため、現在実施している授産製品常設
展示販売店の拡充や、共同受注の実施などによ
り、工賃向上に努める。

吹田市障がい者授産工賃向上支援事
業の拡充

【その他】

吹田市
(無・予定無)

福祉保健部
障がい福祉室

現状では、⼀般就労⽀援を⾏うネット
ワークは無い。⼯賃検討部会は、⾃⽴
支援協議会の下に設置しており、今
後、就労支援部会も必要とは思うが、
構成員の重複等課題の整理が必要。

就業・⽣活⽀援センターや就労移⾏
事業所との連絡を密にし、情報交換
に努めています。

吹田
(すいた) 淀川



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
一般就労されている方の中には事業主に障がい者
であることを伝えていないケースもあり、そういった中
で作業能率の向上を求められたりするため、障がい
がある故にやむを得ず欠勤や遅刻が増えてしまうこと
に理解を得られない場合がある。

障がい者手帳を所持していることを事業
主に伝えることに抵抗を感じている場
合、事業主との関係を取り持つことが困
難であるが、障がい者自身が自分のしん
どさを訴える場や自分の課題を検討でき
る場をより充実させることが望まれる。

【福祉的就労】
景気の低迷の影響もあり、福祉的就労の中には利
⽤⽇数や利⽤時間、⼯賃が減少している場合があ
る。

⾃⽴⽀援協議会の就労⽀援部会（⾨
真市と圏域で取り組んでいる）の中で、
意⾒交換等を⾏い、⼯賃の向上を図
る。

【その他】
軽度の障がいがあり、就労を⽬指すものの就労に結
びつかず、就労継続支援B型等への事業所に通所
することには抵抗があるようなケースの場合、⾃宅に
引きこもりがちになってしまうケースが⾒られる。

数年先には就労に繋がるようなステップ
アップ的な支援を受けられる場が必要。

障害福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会（エル・フェスタｉｎ北河内⻄実
⾏委員会)
構成員：相談支援事業所、障害者就
業・⽣活⽀援センター、医療機関、教
育関係機関、当事者団体、ハローワー
ク、就労移⾏⽀援事業所、就労継続
支援事業所、社会福祉協議会、市産
業振興課、大阪労働局
所掌事務：就労支援等
開催回数：年６回程度

⾃⽴⽀援協議会の就労⽀援部会（⾨
真市と圏域で取り組んでいる）の中で、
北河内⻄就業・⽣活⽀援センター
（わーくぷらす）が中心となり、就労移
⾏⽀援事業所や就労継続⽀援事業
所、相談支援事業所、ハローワーク、保
健所、医療機関、⽀援学校、企業、市
等との連携を図りながらネットワークを構
築している。

北河内⻄就業・⽣活⽀援センター
（わーくぷらす）とは、⾃⽴⽀援協
議会の就労支援部会で、障害者の
就労をテーマにした啓発イベント「エ
ル・フェスタ」の実⾏委員会等を通じ
て情報の共有と課題の確認を⾏って
いる。
また、平成２１年からは市役所の中
で、わーくぷらすと市の人事課との調
整により障がいのある人の庁舎実習
を実施しており、その中から数名、臨
時職員として雇用に繋がったケースも
ある。
就労移⾏⽀援事業所とは、個別⽀
援計画書を通じて利⽤者の課題等
を確認し、必要に応じてケース会議を
開催している。

守口市
(有)

北河内⻄
(北河内⻄) 門真



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
福祉施設から⼀般就労に移⾏するには、就労移
⾏⽀援事業所等の努⼒によるところが⼤きい。
しかし、障がい者就労に関しては一方でハローワーク
や就業・⽣活⽀援センターとの連携を取り、協⼒し
ながら就労支援を進めている。

知的障がい者・⾝体障がい者が対象の就労移⾏
支援事業所が市内にない。

就労関係機関がより⼀層連携・協⼒体
制をとり支援する。
就労専⾨会議参画機関の協⼒のもと、
一般就労を目指す障がいのある方を対
象に、庁舎実習の取り組みを継続して
いく。

【福祉的就労】
工賃は府下でも低く、工賃を上げる取り組みが必
要である。
景気低迷のため、仕事が不⾜している。

⽀援学校⽣が卒業後の進路を決めるうえで、⾃主
通所が困難な場合の通所手段が問題となる場合
がある。

知的障がい者・⾝体障がい者が対象の就労移⾏
支援事業所が市内にない。

一般の会社から事業所向けの仕事の
あっせん等があれば事業所に紹介をして
いる。

市が保護者、学校、事業所の調整をす
るなど利⽤につながるような⽀援を⾏う。

⾃⼒通所できる⽅には他市の就労移⾏
支援事業所を紹介している。

【その他】  

門真市
(有)

健康福祉部
障がい福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会（エル・フェスタｉｎ北河内⻄実
⾏委員会)
構成員：北河内⻄障害者就業⽣活
支援センター、門真市障がい福祉課、
門真市産業振興課、門真市社会福祉
協議会、ハローワーク門真、門真市障が
い者相談支援センタージェイ・エス、障が
い者相談支援事業所あん、JSN門真、
ジェイ・エスステージB、ホワイトハウス、ふ
ろんてぃあ、サニーデイ、グレース工房、あ
したの会、ウイタン、（株）ウイングル、
大阪労働局、守口市障害福祉課、守
口市人事課、守口市社会福祉協議
会、⼤阪府⽴守⼝⽀援学校、わかた
け・わかすぎ園、シュポール、生活支援
事業所みみ、かごの神経クリニック、京阪
病院デイケア、GYO、すみれカンパニー、
まんまる
所掌事務：就労支援等(守口市・門
真市で共同の就労支援部会を運営し
ている)
開催回数：年6回程度

  障がい者就業・生活支援センターと
は、就労⽀援部会・地域⾃⽴⽀援
協議会のサブ協議会・庁舎実習を
通じて連携を取っているほか、障がい
者から障がい福祉課・相談支援セン
ターに就労相談をされた場合で必要
なケースについては障がい福祉課も
連携し支援している。
また、市内の就労移⾏⽀援事業所
とは就労支援部会や市内通所事業
所で構成する部会に参画されている
ため、また、サービスの利⽤を通じて
密な連携を取れている。

北河内⻄
(北河内⻄) 門真



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
地域⾃⽴⽀援協議会提⾔より
・就労意欲はあるが雇用に結びつかない人が多い。
・就労移⾏⽀援での就労実習を受けてもなかなか
雇用に結びつかない実態がある。

今年度の地域⾃⽴⽀援協議会の取り
組み目標として、①企業に対しての障が
い者雇⽤の啓発を⾏っていく②就労に
関するデータをまとめ、雇用に結びつかな
い原因を分析し、改善していく③就労を
支援する機関・支援者を増やすことが挙
がっている。

【福祉的就労】
年々、⽀援学校等からの卒業⽣が出てくる中で、
既存の通所施設では受け入れが困難になる。
（市内の施設の定員に限りがあるため）

今までも市が所有している建物の空き等
を活⽤できるように働き掛けを⾏ってい
る。今後も活用できる資源があれば積
極的に利⽤できるようにしていきたい。
（市の所有地を事業者に無償貸与し、
施設を増やすことも検討。）

【その他】  

大東市
(無・予定有)

福祉・子ども部
障害福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会サブ協議
会③（地域生活支援）
構成員：相談支援事業所、障害者就
業・生活支援センター、教育関係機
関、ハローワーク、就労移⾏⽀援事業
所、就労継続支援事業所、市産業労
働課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年6回程度

⼤東市の地域⾃⽴⽀援協議会の専⾨
部会であるサブ協議会③（地域生活
⽀援）に北河内東障害者就業・⽣活
支援センターの方に入ってもらっている。
また、地域⾃⽴⽀援協議会全体会に
は門真公共職業安定所の専門員の方
が委員として参加している。
各種相談については当事者の方が最初
に相談に⾏った場所で受けた相談員が
どの専門機関で今後相談にのることが適
切かどうか判断して引継や連絡調整を
⾏っている。

障害者就業・生活支援センターの相
談員とは必要性に応じて随時連絡
調整を⾏っている。また、必要性があ
れば個別⽀援会議の開催も⾏ってい
る。
就労移⾏⽀援事業所は市内に2か
所あり、利⽤開始時から⽀給決定に
関し相談しながら⾏っている。また、
必要があれば⾯接時に就労移⾏⽀
援事業所にも⽴ち会いしてもらう。

就業・生活支援センターの職員と就
労移⾏⽀援事業所（⽇中活動系
事業所の代表として）の職員には地
域⾃⽴⽀援協議会のサブ協議会の
委員として参加をしてもらっている。

門真北河内東
(北河内東)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
従業員56人以上の大きな企業が少なく、採用数
の増加が⾒込めない。

商⼯会等へ障がい者就労の啓発を⾏
い、まずは実習を受け入れてもらえる企
業を探す。
平成22年度より、庁内での就労体験
機会の取組みとしてインターンシップで年
３⼈程度受け⼊れ。

【福祉的就労】
生活介護施設が５、就労継続Ｂ型施設が３、と
福祉的就労の場も少なく、定員も埋まっている状態
が続いており、出入りが頻繁ではない。

ハード面等の社会資源をいかに当市に
増やすか、という課題が常時ある。高齢
施設にも障がいサービスの提供を働きか
けることを検討中。

【その他】  

障がい福祉課四條畷市
(有)門真北河内東

(北河内東)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：北河内東就業・⽣活⽀援セ
ンター、ハローワーク門真、企業人権協
会、交野支援学校四條畷校、障がい
者相談支援センター、当市産業観光振
興課、人権政策課、障がい福祉課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年11回程度

地域商店街への作業所商品販路の働
きかけ、市役所庁舎内実習（インターン
シップ）、ゴルフ場の職業訓練(芝刈り
等)への働きかけ(３〜４回/週、３⼈
程度)、企業実習先の確保への⽅策
等々の検討を⽉１回のペースで⾏って
いる。

作業所の定員が一杯な状態で、新たな
利⽤者がなかなか⼊りづらい。また、就
労のきっかけとなる実習受け入れしてくれ
る企業も少ない。

当市の⾃⽴⽀援協議会 就労⽀援
部会に、障害者就業・生活支援セン
ターの職員に参加していただき、当市
援護実施利⽤者について、就労対
象者がいれば情報を入れてもらってい
る。

当市内に就労移⾏⽀援事業所がな
いので、利⽤者には電⾞等を利⽤し
てもらっており、身近な施設という存
在ではないかもしれない。



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・ 職場実習の受け入れ先が少ない。
・ 市内は中小企業が多く、障がい者雇用に積極的
でないところが多い。（求人が少ない。）
・ （就労移⾏⽀援事業所の）就労⽀援に関する
ノウハウや実績について、⼒量に差がある。⽇常業
務に追われて就労⽀援に⼿が回らないからという理
由など、取り組みに差がある。

・ 今年度から市でインターンシップ事業を
実施予定。（24年10⽉）
・ 地域の工業会や商業連合会、OSK
ネットワークへの参加とPR
・ ⾃⽴⽀援協議会・就労⽀援部会で、
担当者間の情報交換、各種⾒学会、
外部講師を招聘して勉強会を実施。

【福祉的就労】
・ 授産製品の販路の確保・拡⼤
・ 市場ニーズをつかんだうえでの事業展開
・ 日常業務に追われて、新規に取り組んだり、改善
していくのが、現場では困難。

・ ⾃⽴⽀援協議会・就労⽀援部会で、
担当者間の情報交換、各種⾒学会、
外部講師を招聘して勉強会を実施。
・ 官公需発注の促進

【その他】  

障がい福祉課交野市
(有)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：障害者就業・生活支援セン
ター、教育関係機関、ハローワーク、就
労移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援事
業所、市障がい福祉課、市暮らしの安
心課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年12回程度（⽉1回）
課題：ハローワーク、就業・生活支援セ
ンターが市内になく、さらにそれぞれの圏
域が違う。（ハローワークは「枚方」。就
業・⽣活⽀援センターは「北河内
東」。）だからこそ、就労支援部会の定
期開催が必要不可⽋。

・ 本市障がい者⾃⽴⽀援協議会・
就労支援部会の定期開催（月1
回）により、就労支援担当者同士
が「顔の⾒える関係」を築けている。

北河内東
(北河内東) 枚方



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・障がい者に対する理解に乏しく、障がい者雇⽤⾃
体を検討していない企業が多いと考えられる。
・就労に結びついても、本⼈の能⼒、スキルに起因
せず、職場環境（人間関係を含めて）の悪化によ
り定着しない事例も散⾒される。
・⻑時間就労することが困難な障がい者等に対する
短時間労働、或いは週に数日といった雇用形態が
現実的に難しく、日々の通院が欠かせない精神障
がい者にとって就労が困難となっている。
・従来あった単純作業が機械化、或いは海外での
生産にシフトされているため、国内での仕事が激減
している。
・ジョブコーチ及び就労開拓員の不⾜。

・企業の採用担当者だけでなく、企業全
体、従業者全員が障がい者に対する理
解を深める必要がある。また、企業として
の社会的貢献の意義についても認識し
てもらうことが必要であり、企業に対する
啓発や障がい者雇用に関する研修の実
施も必要であると考える。
・障害者雇⽤率を満たさない場合の納
付⾦の増額等の罰則規定の厳格化。
・ジョブコーチ及び就労開拓員の安定的
雇用につながる財政的支援が必要。

【福祉的就労】
・工賃水準の向上に向けた支援は必要。
・⼀⽅、就労継続⽀援Ｂ型利⽤者像からして、全
ての就労継続支援Ｂ型事業所に対して工賃水準
の向上を求めることについては無理がある。

・授産品の購⼊の働きかけを⾏い、促進
を図る。
 福祉会館に授産製品販売コーナー設
置、ふれあいフェスティバルで販売の場の
提供
・市場において、選択、購入される商品
開発への専⾨的⾒地からの技術的⽀
援の供与。また、宣伝、販路等に対する
専⾨的⾒地からの技術的⽀援の供与。

【その他】  

障害福祉室

枚方市
(無・予定有)
H24 10月開
設予定

枚方
(枚方市) 枚方

協議会名：障害者就業・生活支援セ
ンター実務担当者会議
構成員：相談支援事業所、障害者就
業・生活支援センター、教育関係機
関、当事者団体、ハローワーク、就労移
⾏⽀援事業所、就労継続⽀援事業
所、市障害福祉室
所掌事務：就労支援等
開催回数：年12回程度（⽉1回）
・障害者就業・生活支援センター実務
担当者会議にて、枚方市管内の就労
⽀援の現状や課題を共有。新規開拓し
た企業等の情報も共有している。
・上記で挙がった課題について、枚方市
⾃⽴⽀援協議会の就労⽀援部会で今
後、解決に向けた方策を、検討し取り組
んでいく。
・ジョブコーチ、就労開拓員については、
情報、ノウハウを一元化することにより、
大きなメリットが享受できると考えるが、そ
れぞれ事業所任せになっている傾向があ
る。

・就労希望者に対しては、障害者就
業・生活支援センターを紹介し、就
職、或いは就労移⾏⽀援事業所等
の日中活動事業所へとつなぎ、連携
をとりながら就労に向けてサポートを
⾏なっている。
・ジョブコーチ、就労開拓員について
は、公平性を担保したうえで、情報、
ノウハウを一元化することにより、大き
なメリットが享受できると考えている
が、それぞれ事業所任せになっている
傾向があり課題と考える。
・障害者就業・生活支援センター、
就労移⾏⽀援事業所ともに、事業
所ごとに障がい種別によって、（自ら
の事業所の主たる障がいは対応がス
ムーズにできる）対応方法に差が生
じており、課題があると考える。
・就労移⾏⽀援事業所⾃体の⼈
員、⼒量不⾜もあると考える。（国
の報酬体系等についても問題があ
る。）



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・就業・⽣活⽀援センターと就労移⾏⽀援事業所
との連携
・ハローワークも含めた関係機関との連携
・職場実習の場の開拓
・職場定着

・ ⾃⽴⽀援協議会、就労⽀援部会
で、情報共有をし、障がい者それぞれに
応じた支援の方法を検討する。
・ 市庁舎内実習の実施
・ 職場実習の場所募集のチラシを作成
し、企業や個人商店にPR。
・ 府の補助事業を利⽤。

【福祉的就労】
・ 仕事の確保
・ 工賃の向上

・ 事業所紹介のパンフレットの作成を就
労支援部会としてすすめる。
・ 福祉施設協議会で市内全作業所の
とりまとめをするとともに仕事のとりまとめを
⾏う。

【その他】

寝屋川市
(有)

保健福祉部
障害福祉課

寝屋川
(寝屋川市) 枚方

⾃⽴⽀援協議会就労⽀援部会におい
て連携をとっている。
参加機関は就業・生活支援センター、
就労移⾏⽀援事業所、医療機関（精
神神経科）、ハローワーク、相談支援
事業所、寝屋川市障害福祉課、産業
振興室
■部会会議（就業・生活支援センター
運営会議）年1回開催
・就業・生活支援センターの運営
・就労支援の推進
■ワーキング会議（就業・生活支援セ
ンター実務担当者会議）年12回開催
・就業・生活支援センターの運営
・就労支援の推進
・就労のきっかけづくり等に関する協働事
業の実施
■サブ・ワーキング（就労移⾏⽀援事
業所連絡会）年6回開催
・支援のレベルアップのための情報交換
や学習
・就労移⾏⽀援事業の利⽤促進

市、就業・生活支援センター、就労
移⾏⽀援事業所、⾃⽴⽀援協議
会事務局で就労移⾏⽀援事業所
連絡会を実施している。今年度から
⾃⽴⽀援協議会就労⽀援部会の
サブワーキングとして位置づけた。



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・今後、就労者の増加に伴う定着支援の対応が追
い付かなくなることが予想される。
・加齢に伴う業務遂⾏能⼒の低下。
・家族の高齢化等の環境変化による生活面での支
援の必要性の顕在化。
・⽀援ノウハウが不⾜している分野（発達障がいや
高次脳機能障がい等）において、連携すべき機関
（特に医療機関）とのネットワークが整っていない。

・平成24年度より、障害者就業・⽣活
支援センターの1か所増設、人員増1
人、人材育成。
・⽀援ノウハウが不⾜している分野（発
達障がいや高次脳機能障がい等）にお
ける医療機関を含めたネットワーク構
築。

【福祉的就労】
・依然として、障がい者施設などのサービスを利⽤せ
ず、福祉的就労につながっていない障がい者もい
る。
・福祉的就労を推進するための障がい者施設間の
連携協⼒が不⼗分である。
・障がい者施設間において、福祉的就労としての工
賃向上に対する意識の度合に格差がある。
・小規模な障がい者施設が、単独で工賃水準を向
上させることは比較的難しい。
・一般就労に向けた福祉的就労の質を向上させる
必要があるが、市⺠や企業等において、障がい者
施設で⾏う活動の認知度が依然として低い。

・福祉的就労につなげるための第一歩と
して、⾃由で気軽に利⽤できる「地域活
動支援センター」を整備拡大していく。
・様々な障がい者支援機関が集合した
総合⽀援拠点である堺市⽴健康福祉
プラザに整備された「授産活動支援セン
ター」が、障害者施設の主体性を第一
に、それを側面からサポートすることを基
本として、障がい者の福祉的就労の質
の向上、工賃水準の向上、各障がい者
施設の連携の促進をめざして支援してい
く。

【その他】  

堺市
(無・予定無)

健康福祉局障害
福祉部

障害者支援課
堺堺市

(堺市)

協議会名：堺市就労移⾏⽀援事業
所連絡会
構成員：就労移⾏⽀援事業所、就労
継続支援（Ｂ型）事業所、特別支援
学校、堺市障害者就業・生活支援セン
ター、堺市障害者支援課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年６回程度

左記「堺市就労移⾏⽀援事業所連
絡会」において意⾒交換を⾏い、連
携している。
課題としては、障がい者の就職増加
に伴う定着支援における支援のあり
方の検討や各関係機関の連携強化
である。



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
就労を希望する本人や家族と、雇用主が期待する
もののギャップがあるように⾒受けられる。

３市２町１村(富⽥林市、河内⻑野
市、大阪狭山市、河南町、太子町、千
早赤阪村)で、雇用推進フォーラムを開
催し、企業への障がい者雇⽤、理解の
促進や、ハローワークや障害者就業・生
活支援センターとの連携の下、個別相
談支援を実施。

【福祉的就労】
過去、福祉的就労においても担えていた比較的取
り組み易い作業について、昨今はオートメーション化
が図られ機械で対応されている。その為、作業内容
自体が非常に限られ、また、その種類も減少してい
ると考えられる。

市庁舎敷地の一部を障がい者施設によ
る物販の際に定期的に開放し、福祉的
就労において創作された物が流通するよ
うに支援している。
また、その物販による工賃の増加に寄与
している。

【その他】  

障がい福祉課富⽥林市
(無・予定無)河内⻑野南河内南

(南河内南)

本市においては、南河内南就業・生活支援
ネットワーク会議（南河内南3市2町1村及
び当該地域に所在する就労移⾏⽀援事業
所、ハローワーク、商⼯会、医療機関、⽀
援学校等の機関が参画）の場において課
題の共有や検討を⾏っています。その中で、
代表者会議・実務担当者会議(3か月に１
回)・実務担当者ワーキングを形作り、それ
ぞれに全体的な方向や具体的な課題、現
場レベルでの調整について検討・連携を⾏う
ことを目指しています。
市⾃⽴⽀援協議会との関係性としては、前
述のネットワーク会議を市協議会における就
労部会と同義とした取り扱いを⾏っていま
す。そのため、ネットワーク会議において抽出
された課題については、その主たる対応や検
討はネットワーク会議において⾏い、必要に
応じて市⾃⽴⽀援協議会において連携を
図ります。
就労に関する課題としては、障がい者本人
の思い（障がいの状態、就労条件や待
遇、他の職員からの対応等）と就労現場
が求めるもの（従業員として期待するもの
等）とのミスマッチがあるように思われます。ま
た、支援機関相互の連携構築や強化につ
いては、各々の事業所によって支援方針や
事業所運営方針があることから、相互連携
に対する具体的なメリットやそれによる支援
の強化が感じ取れにくいことにあると考えま
す。その為、先駆的な取組みや成功事例な
どを提示し、連携構築やその強化による事
業所としての利点、また利⽤者に対する⽀
援強化につながる点について事業者が感じ
取ることが必要と考えます。それには、障がい
者就業・生活支援Ｃが中心となった働きか
けや企画等の仕掛け、それを運用するだけ
の人員配置が必要です。

前述（Ｑ２）における、ネットワーク
会議において、会議の場を設定し連
携を図っています。
本市においては、就労移⾏⽀援事
業所そのものが無く、市単独では課
題解決やその検討そのものが難しい
ため、広域的な連携が必要です。



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
職場実習受入れ企業の拡大

就労移⾏⽀援事業所が少ない

市での知的・精神障がい者の雇用

インターンシップ実習の実施

法人等への働きかけ

平成24年度より、市アルバイトでの雇⽤
の試⾏的実施

３市２町１村(富⽥林市、河内⻑野
市、大阪狭山市、河南町、太子町、千
早赤阪村)と障害者就業・生活支援セ
ンター、ハローワーク等との連携により、雇
用推進フォーラムを開催し、企業への障
がい者雇⽤、理解の促進や個別相談
支援などを実施

【福祉的就労】
就労継続支援Ａ型事業所が少ない。 法人等への働きかけ

市における障がい者就労支援策の実施
方針を定め、作業の委託、市庁舎での
展示販売の場の提供等を実施。
今年夏から、市役所⾷堂を就労継続
支援Ｂ型事業所としてオープンし、作業
所連絡協議会との連携の下、接客等の
就労訓練の場として活用。
 

【その他】

地域福祉部
障がい福祉課河内⻑野南河内南

(南河内南)

⾃⽴⽀援協議会に就労⽀援部会を設
置している。
メンバーは、ハローワーク、就業・生活支
援センター、作業所連絡協議会、就労
移⾏⽀援事業所、委託相談⽀援事業
所、市商工観光課、市障がい福祉課。
２ヶ⽉に１回、定例で会議。関係機関
の意⾒を踏まえて、インターンシップ実習
を制度化し、企業等への働きかけを強め
ている。

本市では、早くから市委託相談支援事
業所に就労支援員を配置しているととも
に、ハローワーク、就業・生活支援セン
ターが近接して本市内にあるという「地の
利」を活かしつつ、積極的に就労⽀援策
を進めている。

南河内南でも広域的に同様の取組み
が進められているが、そのネットワークとの
関係性を今後整理していく必要性があ
ると思われる。

左記のとおり、就労支援部会を通じ
て連携を図っている。
（課題）
本市単独で配置している就労支援
員と就業・生活支援センターとの関
係性の整理。
就労移⾏⽀援事業所のさらなる拡
充。

河内⻑野市
(有)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・福祉施設等における一般就労に関する支援ノウ
ハウ不⾜
・一般就労への意欲が障がい者本人・家族とも高く
ない

・就労関係機関や福祉施設との連携強
化
・本人・家族を含めた就労相談支援の
強化
（今後実施予定）
・３市２町１村(富⽥林市、河内⻑野
市、大阪狭山市、河南町、太子町、千
早赤阪村)で、雇用推進フォーラムを開
催し、企業への障がい者雇⽤、理解の
促進や、ハローワークや障害者就業・生
活支援センターとの連携の下、個別相
談支援を実施。

【福祉的就労】
・所得保障が二の次になっている
・福祉施設（事業者）の変革
・価格、品質、納期の達成（作品から商品）

・官公需の優先発注
・発注企業に対する優遇策を講じる
・組織職員の⽬標設定と達成度の評価
・専門家の活用等、売れる商品開発

【その他】

河内⻑野南河内南
(南河内南)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：相談支援事業所、障害者就
業・生活支援センター、教育関係機
関、ハローワーク、保健所、就労移⾏⽀
援事業所、就労継続支援事業所、市
福祉グループ
所掌事務：就労支援等
開催回数：年2回程度

・ハローワークや就労移⾏⽀援事業所
は、障がい者施策推進協議会の構成
員となり、障がい者計画や障がい福祉
計画など、各計画の策定や推進のため
の審議・検討することを担っており、そこで
策定された計画案については、⾃⽴⽀
援協議会にて助言を求めている。
・⾃⽴⽀援協議会においては、就労移
⾏⽀援事業所が参画している。さらに就
労支援部会にて、ハローワーク、障害者
就業・生活支援センター、障害者職業
センター、商⼯会、就労移⾏⽀援事業
所、市担当者などを構成員とする南河
内南就業・生活支援ネットワーク内に設
置している実務担当者会議を⾃⽴⽀援
協議会の就労移⾏⽀援部会と位置づ
けして、制度理解や事例検討による情
報共有や協議・検討を通じて、各機関
の連携強化を図っている。

・年に２回、労働局、ハローワーク、
地域障害者職業センター、自治体、
福祉事務所、保健所等の関係機関
との連絡会議を開催し、これら機関と
の連携を図る。会議の内容としては
全体講演として現状の障がい者の就
労についての講演を聴き、実践事例
を参考とし、グループセッションにより、
顔の⾒える関係つくりや現状における
「課題」の共有に努めている。
・それぞれの⽴場があり、踏み込める
範囲と踏み込めない範囲等があり、う
まく⽀援が出来ているかどうか不安な
ところもある。

大阪狭山市
(有)

保健福祉部
福祉グループ



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
３町村には、企業が少なく、個人経営者がほとんど
であり、商⼯会についても富⽥林商⼯会に加盟して
いる状況である。そのため、雇用・就労については広
域的な連携が必要である。

南河内南障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会就労部会を広域的観点においてセ
ンターに一元化し、地域全体で検討して
いく体制を整備している。

３市２町１村(富⽥林市、河内⻑野
市、大阪狭山市、河南町、太子町、千
早赤阪村)で、雇用推進フォーラムを開
催し、企業への障がい者雇⽤、理解の
促進や、ハローワークや障害者就業・生
活支援センターとの連携の下、個別相
談支援を実施。

【福祉的就労】
就労継続Ａが１か所あり、就労継続Ｂなどの事業
所が、３町村内にできつつあるが、他市町村の事
業所を活用しなければいけない状況である。既存の
事業所を近隣市町村と共有していく必要がある。

南河内南障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会就労部会を広域的観点においてセ
ンターに一元化し、地域全体検討してい
く体制を整備している。

近隣市町村の既存の事業所を共有す
るなど、連携を図っていく。

【その他】

南河内南
(南河内南) 河内⻑野

健康福祉部
高齢障がい福祉

課

河南町
(無・予定無)

就労については広域的課題として位置
付け、南河内南就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会の就労部会を一元化して設置し、
実務担当者会議や実務担当者ワーキ
ングを開催し、就労についての課題等の
検討、取組を⾏う。

南河内南就業・生活支援センターに
おいて、６市町村の⾃⽴⽀援協議
会の就労部会を一元化して設置し、
実務担当者会議や実務担当者ワー
キングを開催し、就労移⾏⽀援事業
所などと意⾒交換や連携を図ってい
る。



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
３町村には、企業が少なく、個人経営者がほとんど
であり、商⼯会についても富⽥林商⼯会に加盟して
いる状況である。そのため、雇用・就労については広
域的な連携が必要である。

南河内南障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会就労部会を広域的観点においてセ
ンターに一元化し、地域全体で検討して
いく体制を整備している。

３市２町１村(富⽥林市、河内⻑野
市、大阪狭山市、河南町、太子町、千
早赤阪村)で、雇用推進フォーラムを開
催し、企業への障がい者雇⽤、理解の
促進や、ハローワークや障害者就業・生
活支援センターとの連携の下、個別相
談支援を実施。

【福祉的就労】
就労継続Ａが１か所あり、就労継続Ｂなどの事業
所が、３町村内にできつつあるが、他市町村の事
業所を活用しなければいけない状況である。既存の
事業所を近隣市町村と共有していく必要がある。

南河内南障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会就労部会を広域的観点においてセ
ンターに一元化し、地域全体検討してい
く体制を整備している。

近隣市町村の既存の事業所を共有す
るなど、連携を図っていく。

【その他】

河内⻑野 福祉室
福祉グループ

太子町
(無・予定無)

就労については広域的課題として位置
付け、南河内南就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会の就労部会を一元化して設置し、
実務担当者会議や実務担当者ワーキ
ングを開催し、就労についての課題等の
検討、取組を⾏う。

南河内南就業・生活支援センターに
おいて、６市町村の⾃⽴⽀援協議
会の就労部会を一元化して設置し、
実務担当者会議や実務担当者ワー
キングを開催し、就労移⾏⽀援事業
所などと意⾒交換や連携を図ってい
る。

南河内南
(南河内南)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
３町村には、企業が少なく、個人経営者がほとんど
であり、商⼯会についても富⽥林商⼯会に加盟して
いる状況である。そのため、雇用・就労については広
域的な連携が必要である。

南河内南障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会就労部会を広域的観点においてセ
ンターに一元化し、地域全体で検討して
いく体制を整備している。

３市２町１村(富⽥林市、河内⻑野
市、大阪狭山市、河南町、太子町、千
早赤阪村)で、雇用推進フォーラムを開
催し、企業への障がい者雇⽤、理解の
促進や、ハローワークや障害者就業・生
活支援センターとの連携の下、個別相
談支援を実施。

【福祉的就労】
就労継続Ａが１か所あり、就労継続Ｂなどの事業
所が、３町村内にできつつあるが、他市町村の事
業所を活用しなければいけない状況である。既存の
事業所を近隣市町村と共有していく必要がある。

南河内南障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会就労部会を広域的観点においてセ
ンターに一元化し、地域全体検討してい
く体制を整備している。

近隣市町村の既存の事業所を共有す
るなど、連携を図っていく。

【その他】

就労については広域的課題として位置
付け、南河内南就業・生活支援セン
ターにおいて、６市町村の⾃⽴⽀援協
議会の就労部会を一元化して設置し、
実務担当者会議や実務担当者ワーキ
ングを開催し、就労についての課題等の
検討、取組を⾏う。

南河内南就業・生活支援センターに
おいて、６市町村の⾃⽴⽀援協議
会の就労部会を一元化して設置し、
実務担当者会議や実務担当者ワー
キングを開催し、就労移⾏⽀援事業
所などと意⾒交換や連携を図ってい
る。

健康福祉課千早赤阪村
(無・予定無)河内⻑野南河内南

(南河内南)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
○ 事務的な作業を⾏える実習先が少ない。
○ 就労した後継続していくためには引き続き定着
⽀援を⾏っていく必要があるが、現状の⽅法ではい
ずれ事業所等で処理しきれなくなる。
○ 管内の就労移⾏⽀援事業所は実績も上がって
おり、実績の乏しい就労移⾏⽀援事業所に⽀援す
る事業スキームの府の就労支援強化事業に他の
中核市のように参加するのか、市独⾃で事業を⾏う
のか、移⾏⽀援事業所、就ポツとともにゼロベースで
検討中。
○ 就ポツを核とした就労支援についても、就ポツの
マンパワーや裏付けとなる予算が乏しく、定着⽀援
が⼗分にできていない。また、就労移⾏⽀援事業
所にそのしわ寄せが⾏っている。
○ 就労移⾏⽀援事業所も、就職実績を上げると
⼈員⽋員が出て、報酬上の評価がないなど制度上
の課題もある。

○ 企業に対する障がい者の啓発活動
を進めていく必要があるが、現状市として
は取り組めていない。
○ 定着⽀援に対する助成等を⾏う。
○ 移⾏⽀援事業所等も今までと同じ
⽅法を続けるだけでなく、経営努⼒や企
業開拓を⾏う必要がある。
○ 庁舎内職場実習は、平成25年度
実施を目指す。

【福祉的就労】
○ 授産品を売ることが難しい。このため、就労継続
⽀援単独で⾒ると経営が厳しく、利⽤者の⼯賃も
上がらない。
○ 売れる授産品の⽣産や営業努⼒等が必要。

○ 庁舎を活用した、販売スペース提供
の検討

【その他】

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：障害者就業・生活支援セン
ター、教育関係機関、当事者団体、ハ
ローワーク、就労移⾏⽀援事業所、就
労継続支援事業所、市労働福祉課、
障害福祉課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年６回程度
課題としては、現在のところ十分な連携
はできていない。

⾃⽴⽀援協議会就労⽀援部会に、
障害者就業・生活支援センターに参
加していただき、情報の共有をはかっ
ている。

定着支援について、最初は就労支
援事業所等が⾏い、徐々に障害者
就業・生活支援センターに関りを持っ
てもらうように変わっていく。

障がい福祉課高槻市
(有)

高槻
(高槻市) 茨木



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
これまでは、町内に就労移⾏⽀援事業所が無く、
就労継続支援B型事業所も１か所しかなかった
が、今年7⽉に就労移⾏⽀援事業所ができ、就労
継続支援B型事業所も２か所目ができた。

 
就労移⾏⽀援事業所をはじめ、福祉施
設と連携強化を図る。

【福祉的就労】
これまでの授産製品や請負作業だけでは、授産収
入が頭打ちとなっており、限界を感じる。
新規開拓や製品の創意⼯夫については、利⽤者の
対応に追われる中で、現場対応にも制約がある。

今後開催予定の地域⾃⽴⽀援協議会
において、事業所間で検討の場を持ち、
情報共有に努める。

【その他】  

⺠⽣部
福祉保健課

島本町
(無・予定無)

 本町協議会については、要綱策定され
ているが、平成21年度に⼀度開催され
た以降、実動できていない状況となって
いる。
 本年度中には、要綱を⾒直すとともに、
町内事業所(通所施設)の実務担当者
を中心に構成した会議開催を予定して
いる。

就ポツとの連携は個別ケース毎のやり
とりのみ。移⾏⽀援事業所とは、新た
に出来たところと今後連携していく。

高槻
(高槻市) 茨木



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
企業と就労支援機関との連携強化
就労⽀援機関の不⾜
継続⽀援事業所利⽤者の保護者の就労に対する
意識改善
移⾏⽀援事業所⽀援員の就労に対する意識・ス
キルアップ
学齢期からの就労支援

具体的な取組みに繋がっていないが課
題の対応としては、
就労⽀援機関利⽤の斡旋と広報活動
就労支援センターの設置
保護者向け支援員への就労体制等の
学習会やセミナーの実施
市内小中学校支援部等の保護者、教
諭を対象に学習会やセミナーの実施など

市の取組みとしては、職場実習の取組
みや支援学校と連携して就労継続支
援B型事業所の体験を実施しているほ
か、商⼯労政課で年２回企業⾯接会
を開催。

【福祉的就労】
自主製作品のスキルアップ
販路拡⼤
⼯賃向上に向けて⽀援員の意識改⾰
施設外支援の拡充

・官公需の促進
・庁舎を活用し、製品の販売及び展示
スペースの提供。
・事業所連絡会設⽴の検討
・商工労政等との機関連携

【その他】  

障害福祉課茨木市
(無・予定有)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援プロジェクトチーム
構成員：障害者就業・生活支援セン
ター、就労移⾏⽀援事業所、就労継続
支援事業所、市障害福祉課、市商工
労政課
所掌事務：就労支援のシステム作りと
社会資源の整備
開催回数：年12回程度

⾃⽴⽀援協議会で、就労⽀援機関が
集まり、連携を強化し、就労について情
報交換、また、⽀援について研修を⾏っ
ている。部会化に向けてプロジェクトチー
ムがある。

就業・生活支援センターとは、個別
ケースや平成25年度からの就労⽀
援部会の⽴ち上げに向けた就労⽀
援プロジェクトチームなどで連携を図っ
ていますが、茨木市内にないため、市
⺠の利便性と⾔う意味では課題があ
る。

茨木茨木
(茨木・摂津)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
福祉部署において、一般就労を促進するための知
識・経験が不⾜しており、雇⽤・就労部署との連携
が弱い。
したがって、就労移⾏⽀援事業所からの⼀般就労
についても事業所が⾃助努⼒する必要がある。

雇用・就労部署やハローワーク、障害者
就業・生活支援センターへの繋ぎ。

【福祉的就労】
事業所の主体的な取組みが重要であることから、
支援方策が限られている。

事業所の情報を集約し、市の関係機関
や企業への周知を図ることにより、受注
機会の拡大を図る。

【その他】  

障害福祉課摂津市
(無・予定無)

就ポツとは、⾃⽴⽀援協議会相談⽀援
部会（２ヶ月に１回開催、構成員：
市、就ポツ及び相談支援事業所３ヵ
所）を通じてネットワークを構築してい
る。
ハローワークと管内の市町による就職フェ
アを例年実施（９⽉に１⽇間）してい
るが、定型的なネットワークは構築されて
いない。
就労支援については、それぞれの機関の
目的のもと取り組まれており、福祉部署
との連携は弱い。福祉部署では、各機
関へ繋ぐほか支援の方策がなく、就労支
援機関として連携のメリットが薄いのでは
ないかと推測する。

両機関とも同一の法人が運営してい
るが、定型的な連携の体制はない。
課題としては、就労移⾏⽀援事業
所に一般就労に向けた支援のノウハ
ウが不⾜していること。

茨木茨木
(茨木・摂津)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
公務分野での職場実習の実施において、個人情
報保護の観点から提供できる業務に大幅な制限が
ある。

就労移⾏⽀援事業所の利⽤者がなかなか確保で
きない。

個⼈情報を扱わない業務での仕事の切
り出し

支援学校生徒に対して、働く暮らす
フォーラムを開催（Ｈ23）し、東大阪
市内の就労移⾏⽀援事業所について
紹介する機会を設けている。

【福祉的就労】
利⽤者に沿ったきめ細かい⽀援をしていかないと利
用者が確保できず、事業所の安定的運営が保障
されない。
きめ細かい支援をしていこうとすれば、そのための支
援やサービスが法的に整備されないとならないが、現
状は事業所の努⼒に負うところが⼤きい。

工賃がなかなか増えない。

・事業所から障がい者の方へアウトリーチ
支援した際の報酬加算
・通所についてのガイドヘルパー利⽤
・欠席時対応時加算のよりフレキシブル
な運用
・処遇困難事例に対応したときの報酬
加算

共同作業所共同受注連絡会（Ｈ23
年度ＮＰＯ化）を作り、対応するように
している。（不定期開催）

【その他】  

障害福祉室
⾃⽴⽀援課

東大阪市
(有)

東大阪
(東大阪市)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会（就労
支援部会）
構成員：相談支援事業者、就ポツ、
教育関係課、保健所、就労移⾏⽀援
事業所、市関係課。市雇用開発セン
ターが事務局。
所掌事務：就労支援等
開催回数：年６回程度
部会の課題としては、ＷＧ（分科会）
があるため、報告に留まっている。また、
企業との関係強化や精神障がい者、発
達障がい者への対応が課題。

⾃⽴⽀援協議会の就労部会で２つの
ワーキンググループを設けており、うち１つ
が就労移⾏⽀援事業所ワーキングで、
東⼤阪市内の就労移⾏⽀援事業所で
は２年間の有期限であることなどからな
かなか利⽤者が確保できない現状があ
る。平成２３年度からワーキングで検討
し支援学校の学生･保護者に知ってもら
う機会を作ろうということで、ある催しで各
事業所がプレゼンテーションを⾏った。そ
のワーキングには障害者就業･生活支
援センター、就労移⾏⽀援事業所が参
加している。

Ｈ15年度より、就労・⽣活⽀援セン
ターが組織する就労支援ネットワーク
連絡会（市内就労移⾏⽀援や就
労継続支援事業所、授産施設、作
業所、ハローワーク等）と市担当部
局との連携がなされている。（毎月
開催）また就労支援ネットワーク連
絡会に、精神障がいに特化した「ジョ
ブねっと」（精神障がい者の就労支
援に携わる関係機関のネットワーク）
が置かれ、活動している。

布施



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・職場実習企業の確保
・障がい者と企業のマッチング
・就労後のフォロー
・企業への⽀援（障がい者理解）
・職業準備性が低い

・官公内での実習受け入れ
・就業生活支援センターによる支援
・就労先との連携を深める
・企業への啓発活動(市産業政策課に
より、柏原市と合同で雇用シンポジウム
を年１回開催。８０⼈程度参加)

【福祉的就労】
・工賃向上
・事業所の空きがなく支援学校等の卒業生の受け
入れが困難
・有期限のため安⼼して事業所利⽤が続けられな
い

・下請け作業の官公等による販売活動
の情報提供
・事業所を増やす（特に重度対応も可
能な事業所）
・スーパーでのアンテナショップを市が支援

【その他】  

八尾市
(有) 障がい福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会（就労・
日中活動支援部会）
構成員：相談⽀援事業者、就労移⾏
支援事業所、就労継続支援事業所、
市障がい福祉課。アドバイザーとして学
識経験者。相談⽀援事業者、市障が
い福祉課が事務局。
所掌事務：就労支援等
開催回数：年２〜３回程度
部会の課題としては、福祉的就労での
⽀援のあり⽅が主で⼀般就労移⾏の具
体的検討ができていない。関係機関の
意識の差がある。

現在のところ、ハローワークなど国の就労
支援機関と連携がとれているとはあまり
いえない。本人が希望する就労の形の
中で個々で機関と連携をとることもありま
す。

・平成24年度より⼋尾・柏原障害者
就業・生活支援センターに委託して
「八尾市障がい者就労支援推進事
業」を⾏っている。企業の障がい者雇
⽤への理解促進を図るため、市内の
就労移⾏⽀援事業所に向けて、研
修、懇談や、利⽤者向けには職場
実習体験のプログラムが設けられてい
る。プログラムの内容の中心は「働き
たいという気持ちをいかに広げていく
か」であり、内容は就労された方の話
を実際に聞く、企業⾒学、実習など
幅広く充実したものになっている。一
事業所だけではこのプログラムはでき
ないので有意義な事業であるため今
後も活用したい。
・課題として地域で精神障がいのある
方の特性について話し合う場が必要
であると考えている。布施八尾・柏原

(八尾・柏原)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
就労移⾏⽀援事業は期限付きの⽀援なので、事
業所としての運営が成り⽴たなくなっていくため、すべ
て就労継続⽀援に移⾏された。就労継続⽀援の
利⽤者から⼀般就労に結びつけるためには、利⽤
者を減らすことになるので、事業所として積極的に
進めていくことができていないことが現状である。

企業の障がい者理解や雇⽤を進めて⾏く必要があ
る。

就労継続支援の事業所が一般就労に
結びつけるために積極的に進めてもらお
うとするのであれば、対応するための報酬
改定が必要であると思われる。

産業振興課において、八尾市やハロー
ワーク、就ポツ、相談支援事業所と連携
した企業向けのシンポジウムを予てから
開催。

【福祉的就労】
就労継続B型事業所について、内職などの受注が
少ないため、工賃の向上が難しい状況。

 市として全庁的に発注促進、展示販
売の場の提供
 市役所の業務の一部を委託できるか
検討。

【その他】  

柏原市
(有) 社会福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会（就労
部会）
構成員：相談支援事業者、就ポツ、ハ
ローワーク、就労継続支援事業所、社
協、市関係課。社協が事務局。
所掌事務：就労支援等
開催回数：年12回程度
部会の課題としては、⼀般就労移⾏へ
の対応が課題。

就労部会にハローワーク、障害者就業・
生活支援センターも参加されていたが、
就労も一般就労、福祉的就労に別れ、
特に福祉的就労の話となるので、参加
される機会がなくなっている。ハローワーク
と障害者就業・生活支援センターは一
般就労のため連携されている。また、就
労継続事業所の中で一般就労を希望
する者もいないという現状があり、連携す
る機会が少なくなっている。必要があれ
ば、連携できる体制は整っている。

市内に就労移⾏⽀援事業所がない
ため、連携できていない。また、当事
者は八尾市や東大阪市内の就労移
⾏⽀援事業所を利⽤されている。
就ポツとの連携は、障がい者生活支
援センターでの月1回の出張相談に
来てもらってるほか、個別の会議等で
連携している。

八尾・柏原
(八尾・柏原) 河内柏原



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・企業の障がい者雇⽤への理解がなく雇⽤が進まな
いという課題。
・企業と福祉が連携する際の窓口がなく連携が取り
にくい課題。
・⾃⼒通勤困難者の通勤⽅法の課題。

・藤井寺、羽曳野市と持ち回りで、雇用
フォーラムを開催。毎年50社程度参
加。

【福祉的就労】
○ 福祉的就労を進めるにあたっての課題
・就労系の作業所は⾃⼒通所が基本となる為、通
所困難が理由で通所できない課題がある。
○ 工賃水準向上の課題
・作業所ごとで得意、不得意な作業があったり、利
益が上がる仕事のない作業所がある。

市庁舎で展示販売スペース提供

【その他】  

障害福祉課松原市
(無・予定無)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会
構成員：相談支援事業者、就ポツ、
教育関係課、保健所、子家Ｃ、就労
移⾏⽀援事業所、社協、市障害福祉
課、子育て支援課。
所掌事務：日中活動、相談支援、虐
待等
開催回数：年６回程度
部会の課題としては、関係者が多いた
め、意⾒が出にくい。

市役所で就労相談があった場合、就
業・生活支援センターへつなげてい
く。
ケースによって市役所、センターへの
訪問時の同⾏等⾏っている。
ケースごとに関係機関で情報共有し
支援していく。

就労移⾏事業所での就労⽀援を⾏
う際に助言等を就業・生活支援セン
ターよりもらっている。
精神障がい者の就労移⾏⽀援事業
所が市内になく、移動手段や交通費
などが利⽤の障害となっている。

河内柏原南河内北
(南河内北)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
管内では中小企業が多く、障がい者を雇用する規
定があてはまらないため、就労や実習先の企業を開
拓することが難しい。

新しく⽴ち上げた事業所の場合は、⽀援のスキルが
不⾜している。

就労支援だけでなく、生活支援も必要な方が多
い。

松原、羽曳野市と持ち回りで、雇用
フォーラムを開催。毎年50社程度参
加。

相談支援事業所との連携が必要。

【福祉的就労】
事業所で受け入れる仕事が少ない。 商工会との連携。

【その他】  

藤井寺市
(無・予定無)

健康福祉部
福祉総務課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会（事業
所部会）
構成員：相談支援事業者、就ポツ、
教育関係課、当事者団体、保健所、
⼦ども家庭Ｃ、就労移⾏⽀援事業所、
社協、市関係課。福祉部局は相談支
援センターと合同で事務局。
所掌事務：相談支援、日常生活支援
等
開催回数：年１回程度(⼦家Ｃ、保
健所、子育て支援課を除く事業所部会
は２か⽉に１回程度）
部会の課題としては、メンバーが協議会
とほとんど同じため、議題に深みが持てな
い。

役割分担として、就労先を捜す支援
は、在校生については学校が中心となっ
ており、卒業者については障害者就業・
生活支援センターやハローワークが相談
を受ける窓口となっている。
また、就労が定着するようにしていくため
には、障害者就業・生活支援センターや
学校が支援し、市や相談支援事業所
が生活面において支援している。
障がい者においては、生活面での支援を
必要としている方が多く、１機関で対応
できる範囲を超える内容であったり、家
族⽀援が必要な⽅も多いため、⾃⽴⽀
援協議会で話し合うケースもある。
就労がうまくいかなくなった場合、生活面
の⽴て直しや、新しい就労先の開拓など
難しい課題が多い。

障害者就業・生活支援センターが管
内３市にある就労移⾏⽀援事業者
を集めて、情報交換会を定期的に開
催している。（年３回程度）
また⾃⽴⽀援協議会で就労移⾏⽀
援事業者が事例を提供し、障害者
就業・生活支援センターとの役割分
担や連携について話し合いを⾏う場
合がある。

南河内北
(南河内北) 河内柏原



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・障がい者雇用の取組が遅れている企業等では、
障がい者雇用の経験が乏しいために、障がい者に
合った職域開発、雇⽤管理等のノウハウがなく、障
がい者を雇入れることに躊躇する面。

・障がい者雇用を促進している企業に対
し、優先的に公共の業務委託・発注が
出来ないか方策の検討
・「障がい者雇用フォーラム」などを通じ
て、市⺠や企業等の理解を深めるため
の啓発活動
・法定雇⽤率の更なるUP
・パネル啓発展

【福祉的就労】
・賃⾦の安さ
・安定した仕事量の確保

・庁舎等を活用し、製品の販売及び展
示スペースの提供

【その他】  

市内で就労移⾏⽀援、就労継続⽀援
Ｂ型を運営している社会福祉法人が、
南河内北障害者就業・⽣活⽀援セン
ター及び障害者⾃⽴⽀援法の指定⼀
般・特定相談支援事業所も運営してお
り、就業・生活支援センターとして圏域
内の関係機関（ハローワーク、就労移
⾏事業所、商⼯会等）の参加を得て、
障害者雇用フォーラムを開催しているほ
か、市産業振興課から障がい者の雇用
相談（毎月１回市役所で実施）を受
託するなど、中心的な役割を果たしてい
る。
就ポツを中心としたゆるやかなネットワー
クのため、設置要綱等はないが、3か月
に1回程度集まる。実務者レベルの議論
も⼤切であるが、⽅向性を決めて⾏くた
めには、施策提言するようなトップレベル
の議論も重要である

Ｑ２に記載しましたとおり、本市にお
いては同一法人が就業・生活支援セ
ンター、就労移⾏⽀援事業等、指定
一般・特定相談支援事業所の運営
をしており、連携を図りやすい状況と
なっています。就労移⾏⽀援事業所
との連携は特にない。

福祉支援課羽曳野市
(無・予定無)河内柏原南河内北

(南河内北)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・景気が低迷している中、なかなか受け入れ先がな
い。
・受け入れ体制（設備などのハード面）が整ってい
ない。

・中小企業の実態把握
・企業に対する補助制度の充実
（ハローワーク等の助成制度の普及）

【福祉的就労】
・市内においては、就労継続支援B型が多数を占
めている⼀⽅、就労移⾏⽀援については、1カ所、
就労移⾏⽀援A型においては、⼀か所もない状況
であり、市内で就労に直接結びつく事業所が少な
い。

・就労移⾏⽀援、就労継続⽀援A型に
ついては、企業のバックアップも不可⽋で
あると考えられるため、市の商工観光
課、商工会議所、就業・生活相談支援
センター等との連携をより強化し検討を
⾏っていきたいと考えています。

【その他】  

障害福祉課貝塚市
(有)

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：相談⽀援事業者、就労移⾏
支援事業所、就労継続支援事業所、
教育関係機関、障害者就業・生活支
援センター、ハローワーク、市障害福祉
課
所掌事務：就労⽀援等(24年度は、
「社会資源マップ」最新版の作成)
開催回数：年３〜４回程度

・⾃⽴⽀援協議会の就労⽀援部会で
各関係機関が集まり、情報の共有や課
題検討を⾏っている。

・泉州中障害者就業・生活支援セン
ターが就労相談や企業案内などの情報
提供・共有をしている。また、研修会も
⾏っている。

 泉州中障害者就業・生活支援セン
ターが⾃⽴⽀援協議会の事務局会
議のメンバーに入っており、そこで連携
を図っている。
 また、本市の就業・生活支援セン
ターは事業所と併設されており、連携
がスムーズである。

泉州中
(泉州中) 岸和田



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・ 障がいへの理解不⾜か、個⼈の能⼒によるものな
のか、リストラされる人が多く、再就職が困難な状
況。
・ 就職率の⾼い⽀援学校から実習を経て就労に
至っても、定着が困難。

・ 障がい者理解のための働きかけが必
要。
・ 再就職にむけ、「就・」との連携、
「就・」のＰＲが必要。
・ 当事者と事業所とのマッチングの難しさ
が考えられるため、実習を重ね、充実し
た就労前訓練が必要である。

【福祉的就労】
・ Ａ型事業所、就労移⾏⽀援事業所が不⼗分
で、⼒のある⼈のステップアップがスムーズにできにくい
部分がある。
・ 作業所で請け負える軽作業の種類、量が⼗分で
ない。また、納期厳守のため、職員が作業に従事し
ている例もあり、通所者の能⼒向上、⼯賃向上に
つながりにくい。

・ 法⼈等の⼒量に委ねることになる。

・ 請負について、事業者の新規開拓⼒
が重要である。

【その他】  

協議会名：⾃⽴⽀援協議会定例会
構成員：障害者就業・生活支援セン
ター、医療機関、教育関係機関、当事
者団体、ハローワーク、保健所、子ども
家庭センター、就労継続支援事業所、
社会福祉協議会、市福祉政策課、市
保育課、市人権推進課、市健康推進
課、いきいきネット、タイムケア事業所、
委託相談支援事業所
所掌事務：就労支援ほか障がい福祉
全般
開催回数：年２回程度(ハローワーク、
就ポツが参加)
ハローワークからは、⾃⽴⽀援協議会の
定例会、全体会（年２回）に委員の
派遣をしてもらっています。
部会活動への直接的な参加はありませ
ん。
・ ⾃⽴⽀援協議会内に就労⽀援部会
がないことから、定期的、継続的な連携
には至っていません。

【岸和田市のスキーム】
⾃⽴⽀援協議会（年2回）Ｈ２１.
２⽉〜
   ↓
定例会（年２回）
   ↓
運営会議（原則月１回）
（身体・精神・知的の部会毎に開催）

・泉州中障害者就労・生活支援セン
ター（就・）の職員とは、協議会の
定例会のほか、必要に応じ、ケース
会議を開くなどの連携、協⼒をしてい
ます。かつて、⾃⽴⽀援協議会で障
害者の実習受け入れ先がない、とい
うことが課題にあがったため、平成23
年度から市役所内で実習受⼊れを
実施。
本年も、8⽉中に２クール（１クール
5日×3名）で実習生を受け入れる
予定。作業は、返信用封筒を折るこ
とやゴム印押しなど、平易な軽作業で
す。
・⾃⽴⽀援協議会内に就労⽀援部
会がないことから、定期的、継続的な
連携には至っていません。
・就労移⾏⽀援事業所とは、充分な
連携はできておりません。

岸和田市
(無・予定無)

保健福祉部
福祉政策課岸和田泉州中

(泉州中)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
○ 職場開拓が困難であり、就労先の選択肢が少
ない。
○ 就労に向けた訓練を⾏える場所などが少ない。
○ 就業・生活支援センターが上手く機能しておら
ず、就労に結び付きにくい。（利⽤者登録に留ま
る。企業開拓のノウハウが乏しい）

○ 課題認識は有るが、商⼯労働担
当、福祉担当課ともに市として企業への
働きかけは現状できていない。

【福祉的就労】
○ 事業所努⼒であるが、各作業所間での⼯賃の
格差があること。
○ 福祉的就労から一般就労に結びつく人が少な
いことと、作業所間で就労率にも⼤きな隔たりがあ
ること

○ 庁舎を活用した、製品の販売スペー
ス提供を検討
○ 作業所連絡会と情報共有を図る。

【その他】  

協議会名：障害者就業・生活支援セ
ンター運営会議
構成員：和泉市商工労働室労働政
策担当、障がい福祉課、和泉商工会
議所、相談支援事業所、和泉市障が
い者団体連絡協議会、和泉支援学
校、和泉保健所、障害者職業センター
南大阪支所、泉大津ハローワーク、岩
橋クリニック
所掌事務：就労支援等
開催回数：年1回程度

平成24年度からの新たな取組みとし
て、就業・生活支援センターが中心とな
り、就ポツ運営協議会とは別に各市単
位の運営会議を設置。単に集まるだけ
でなく、それぞれの役割分担を明確に
し、顔の⾒える関係づくりを⾏う。従来か
らある障がい者作業所連絡会との連携
方策は今後の課題。

就ポツとは、運営協議会や左記のブ
ロック会を通じて連携。

和泉市
(無・予定無)

生きがい健康部
障がい福祉課泉大津泉州北

(泉州北)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
○ 地場産業（繊維関係）中⼼の中⼩零細企
業が多く、従業員規模５６人以上の事業所が少
ない。また、厳しい経営状況のもとでの雇用拡大が
難しいと考えられる。
○ 移⾏⽀援事業所の連絡会などネットワーク化
は、当市の場合はうまくいかないと思われる。（相互
に競合関係にある）

就労体験受⼊先の事業者の新規開拓
に努めるとともに、障がい者雇用を促進
する施策・事業を拡充する必要がある
が、市として労働部局とも現状では取り
組めていない。

【福祉的就労】
授産製品の受注増につながるＰＲが不⾜してい
る。
自治体においても逼迫した財政状況下では、福祉
的就労に資する施策・事業を優先的に位置付ける
ことは困難である。

・庁舎を活用し、製品の展示スペースの
提供。
・商店街を活用し、製品の販売スペース
の提供
・自治体の取り組みを適正に評価のう
え、しかるべき財政的⽀援が必要不可
欠である。

【その他】  

泉大津市
(有)

・泉州北障害者就業・⽣活⽀援セン
ター全体運営会議
 センター運営全般にかかわる諸問題の
検討・提⾔を⾏う。

協議会名：障害者就業・生活支援セ
ンター泉大津市・忠岡町運営会議
構成員：泉大津市障がい福祉課、地
域経済課労働政策担当、忠岡町いき
がい支援課、産業振興課、泉大津商
工会議所、忠岡町商工会、相談支援
事業所、泉大津市障がい者団体連絡
協議会、和泉支援学校、和泉保健
所、障害者職業センター南大阪支所、
泉大津ハローワーク、岩橋クリニック
所掌事務：就労支援等
開催回数：年1回程度

平成24年度からの新たな取組みとし
て、就業・生活支援センターが中心とな
り、就ポツ運営協議会とは別に各市単
位運営会議を設置。年に数回、単に集
まるだけでは意味がないので、具体的な
活動を目指している。

・泉⼤津市・忠岡町地域⾃⽴⽀援協
議会 就労部会
 障がい者の就労に係る地域課題の解
決に向けた情報の共有、社会資源の開
発。⾃⽴⽀援協議会が委員の異動等
の関係で、休止状態にあるため、傘下の
就労部会も休止している。

・泉州北障害者就業・⽣活⽀援セン
ター運営会議への参画
・泉⼤津市・忠岡町地域⾃⽴⽀援
協議会 就労部会への参加

顔合わせ、情報交換レベルにとどま
り、具体的中身が乏しい。

健康福祉部
障がい福祉課泉大津泉州北

(泉州北)



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
職場実習先の不⾜。 現在、就労部会にて企業訪問をし、実

習先の開拓を考える（今年中に⾏う予
定）一方、高石市商工会議所を通じ
て、実習を受け入れてもらうようチラシ配
りを⾏う。（Ｈ24〜）
また、市役所においても、実習生を受け
入れられるよう、体制を整備していく必
要がある。また、予算が必要となるため、
市の実習受け入れに対して、一定の補
助⾦があれば動きやすい。（Ｈ25当初
予算要求を検討）

【福祉的就労】
作業所から一般就労し、上手くいかなかった人が、
定員の関係で、また元の作業所に戻ることができな
いパターンが発⽣しているため、保護者等が不安に
なり、就労に消極的になっている。

虐待の対応時と同様に、就労が上手く
いかずに、元の作業所に戻る方に対し
て、定員の特例措置を考慮していく必
要がある。

【その他】  

高石市
(有)

高齢介護・障害
福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：相談支援事業所、ハローワー
ク、商⼯会議所、就労移⾏⽀援事業
所、高石市経済課、高齢介護・障害福
祉課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年６回程度
２か月に１回、就労部会を開催してい
る。その中で、実習先の開拓に向けて、
話し合いを⾏っている。

・泉州北障害者就業・⽣活⽀援セン
ター全体運営会議
 センター運営全般にかかわる諸問題の
検討・提⾔を⾏う。

協議会名：障害者就業・生活支援セ
ンター高石市運営会議
構成員：高石市高齢介護・障害福祉
課、経済課、高石商工会議所、相談
支援事業所、和泉支援学校、和泉保
健所、障害者職業センター南大阪支
所、泉大津ハローワーク、岩橋クリニック
所掌事務：就労支援等
開催回数：年1回程度

平成24年度からの新たな取組みとし
て、就業・生活支援センターが中心とな
り、就ポツ運営協議会とは別に各市単
位運営会議を設置。

Ｑ２と同様。

泉州北
(泉州北) 泉大津



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
障がい者雇⽤に理解のある事業者が少ない。また、
厳しい経営状況のもとでの雇用拡大が難しいと考え
られる。

就労体験受⼊先の事業者の新規開拓
に努めるとともに、障がい者雇用を促進
する施策・事業を拡充する。

【福祉的就労】
授産製品の受注増につながるＰＲが不⾜してい
る。
自治体においても逼迫した財政状況下では、福祉
的就労に資する施策・事業を優先的に位置付ける
ことは困難である。

一般企業からの受注ネットワークシステ
ムの構築とそのＰＲに努める。
自治体の取り組みを適正に評価のうえ、
しかるべき財政的⽀援が必要不可⽋で
ある。

【その他】

忠岡町
(有)

健康福祉部
いきがい支援課

・泉州北障害者就業・⽣活⽀援セン
ター全体運営会議
 センター運営全般にかかわる諸問題の
検討・提⾔を⾏う。

協議会名：障害者就業・生活支援セ
ンター泉大津市・忠岡町運営会議
構成員：泉大津市障がい福祉課、地
域経済課労働政策担当、忠岡町いき
がい支援課、産業振興課、泉大津商
工会議所、忠岡町商工会、相談支援
事業所、泉大津市障がい者団体連絡
協議会、和泉支援学校、和泉保健
所、障害者職業センター南大阪支所、
泉大津ハローワーク、岩橋クリニック
所掌事務：就労支援等
開催回数：年1回程度

平成24年度からの新たな取組みとし
て、就業・生活支援センターが中心とな
り、就ポツ運営協議会とは別に各市単
位運営会議を設置。年に数回、単に集
まるだけでは意味がないので、具体的な
活動を目指している。

・泉⼤津市・忠岡町地域⾃⽴⽀援協
議会 就労部会
 障がい者の就労に係る地域課題の解
決に向けた情報の共有、社会資源の開
発。⾃⽴⽀援協議会が委員の異動等
の関係で、休止状態にあるため、傘下の
就労部会も休止している。

・泉州北障害者就業・⽣活⽀援セン
ター運営会議への参画
・泉⼤津市・忠岡町地域⾃⽴⽀援
協議会 就労部会への参加

顔合わせ、情報交換レベルにとどま
り、具体的中身が乏しい。

泉州北
(泉州北) 泉大津



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・家内企業や零細企業が多く、障がい者雇⽤の理
解、雇用が課題。

 
・平成24年８⽉に、⾃⽴⽀援協議会
就労支援部会を泉佐野市、熊取町、
⽥尻町で⽴ち上げ。
・平成24年11⽉に「泉佐野市、熊取
町、田尻町事業所人権連絡会」研修
会を開催し、障がい者雇⽤についての理
解をアンケートする予定。

【福祉的就労】
 下請け作業自体が減少している中、作業の確保
が困難

 
  泉佐野市・熊取町・⽥尻町地域⾃⽴
支援協議会主催で開催する「わ∞ねっ
とフェスタ」での作業所製品販売

【その他】

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：基幹相談支援センター、就労
移⾏⽀援事業所、⽀援学校、障害者
就業・生活支援センター、泉佐野公共
職業安定所、熊取町商工会、泉佐野
市障害福祉総務課、泉佐野市商工労
働観光課、熊取町福祉課、熊取町に
ぎわい創造課、田尻町福祉課、田尻町
産業振興課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年４回程度

これから、泉佐野市・熊取町・田尻町自
⽴⽀援協議会においても、各関係機関
と協議を重ねて検討していく段階であ
る。

これから、泉佐野市・熊取町・田尻
町⾃⽴⽀援協議会においても、各
関係機関と協議を重ねて検討してい
く段階である。

障害福祉総務課泉佐野市
(有)

泉州南
(泉州南) 泉佐野



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・就労を希望する障がい者は多いが、実際に就労
できる障がい者は少ない。
また、就労後も定着支援が必要。

・職業適性検査の活用
・主治医の意⾒
・障がいに合った雇用の創出など
 
・就労⽀援機関の⽀援⼒強化の必要
性を感じている

・平成２３年４⽉に開所した、就労移
⾏⽀援事業所「夢楽⼈」から３名（泉
南市が援護の実施者）就労実績が
あった。（内２名は既に辞職）

【福祉的就労】
・就労移⾏・就労継続A型の事業所が圏域内に少
ない。
・支援学校の卒業生等、就労継続B型事業所の
利⽤を希望する重度障がいの利⽤者が、本意では
ない就労移⾏⽀援を利⽤しなければ、卒業後すぐ
にB型を利⽤できない。

国における制度の⾒直し。

【その他】

泉南市
(無・予定無)

健康福祉部
高齢介護課
障害福祉係

協議会名：⾃⽴⽀援協議会
構成員：泉佐野公共職業安定所、泉
州南障害者就業・生活支援センター、
佐野⽀援学校（進路担当）、地域就
労支援センター
所掌事務：就労支援等
開催回数：年１〜２回程度

・⾃⽴⽀援協議会の全体会（年１〜
２回）及び定例会議（担当者レベル
年４〜６回）を開催。

・個別事例への対応は、相談⽀援
事業と就業・生活支援センター、支
援学校と相談⽀援事業など、事例に
より、各機関が連携しながら支援して
いる。

・一般就労への支援（企業との直接
的な連携）は、現状、ハローワークと
就業・生活支援センターが中心となっ
ている。
今後は、就労移⾏⽀援事業所の活
躍を期待している。

泉州南
(泉州南) 泉佐野



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・不況下でのそもそもの求⼈不⾜。
・当事者と就労先とのマッチングに体験、実習等期
間が⻑期間必要。
・企業内の他の就労者との人間関係、雇用の担当
者の異動による関係の再構築の困難さから、就労
が継続しない。

・⾃⽴⽀援協議会専⾨部会「就労・⽣
活⽀援部会」に⺠間企業の代表、ハ
ローワーク、障害者就業・生活支援セン
ター、市の就労支援コーディネーターが
委員として参加し、地域の求人等につい
て情報交換を⾏っている。
・ハローワーク、障害者就業・生活支援
センター、就労支援コーディネーターが連
携し就労後も当事者の福祉的支援を
⾏っている。

【福祉的就労】
・市内には就労継続B型のみの施設が多く、B型⇔
就労移⾏、就労継続A型との連携が確⽴されてい
ない。
・工賃水準の向上については各施設がそれぞれに
取り組んでいる。

・個別ケースの対応の中から個々の施
設の連携は可能と考えるが、圏域内の
施設同士の情報交換や連携の場として
の役割を⾃⽴⽀援協議会が担ってい
る。
・庁舎内での製品の販売は⾏っている。

【その他】

阪南市
(有) 市⺠福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援就労・⽣活⽀援
部会
構成員：障害者就業・生活支援セン
ター、教育関係機関、⺠間企業（特例
⼦会社）、ハローワーク、就労移⾏⽀
援事業所、グループホーム、社会福祉
協議会、岬町地域福祉課、阪南市市
⺠福祉課、商⼯労働観光課等
所掌事務：就労支援等
開催回数：年6回程度

 障害者就業・生活支援センターが中心
となって圏域内の障がい者の就労、福
祉的就労施設について検討している。
一般就労しても、それぞれの障がい特性
故に職場の人間関係やコミュニケーション
に対し福祉的な支援は継続して必要。
障害者就業・生活支援センターの職員
のみでのフォローは困難。各福祉的就労
施設にも一般就労後の支援を継続して
⾏う職員の育成、ジョブライフサポーター
の活用等必要。

 個別ケースについて、障害者就業・
生活支援センター支援員、市の商工
労働観光課内地域就労支援セン
ターのコーディネーター、ハローワークの
専門援助部門指導官と市の担当
ケースワーカーが連携して就労支援を
⾏っている。
 就労移⾏⽀援事業所については、
障害者就業・生活支援センター支援
員、担当ケースワーカーが利⽤者の
相談⽀援を⾏っている状況で他機関
との連携は現在無い。

 相談支援事業所が今後は圏域内
の中心的役割を担っていくべきであ
り、個別ケースの処遇を通して就労
支援の経験を積み、技能習得する
必要がある。地域⾃⽴⽀援協議会
において相談支援事業所の展開につ
いて今後検討する予定。
 個別ケースの課題から地域課題とし
て地域⾃⽴⽀援協議会で検討する
枠組みは出来ているが、実際に稼働
できていない実情が課題である。

泉州南
(泉州南) 泉佐野



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・家内企業や零細企業が多く、障がい者雇⽤の理
解、雇用が課題。

 
・平成24年８⽉に、⾃⽴⽀援協議会
就労支援部会を泉佐野市、熊取町、
⽥尻町で⽴ち上げ。
・平成24年11⽉に「泉佐野市、熊取
町、田尻町事業所人権連絡会」研修
会を開催し、障がい者雇⽤についての理
解をアンケートする予定。

【福祉的就労】
 下請け作業自体が減少している中、作業の確保
が困難

 泉佐野市・熊取町・⽥尻町地域⾃⽴
支援協議会主催で開催する「わ∞ねっ
とフェスタ」での作業所製品販売

【その他】

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：基幹相談支援センター、就労
移⾏⽀援事業所、⽀援学校、障害者
就業・生活支援センター、泉佐野公共
職業安定所、熊取町商工会、泉佐野
市障害福祉総務課、泉佐野市商工労
働観光課、熊取町福祉課、熊取町に
ぎわい創造課、田尻町福祉課、田尻町
産業振興課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年４回程度

 これから、泉佐野市・熊取町・田尻町
⾃⽴⽀援協議会においても、各関係機
関と協議を重ねて検討していく段階であ
る。

 これから、泉佐野市・熊取町・田尻
町⾃⽴⽀援協議会においても、各
関係機関と協議を重ねて検討してい
く段階である。

熊取町
(有)

健康福祉部
福祉課

泉州南
(泉州南) 泉佐野



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
・家内企業や零細企業が多く、障がい者雇⽤の理
解、雇用が課題。

 
・平成24年８⽉に、⾃⽴⽀援協議会
就労支援部会を泉佐野市、熊取町、
⽥尻町で⽴ち上げ。
・平成24年11⽉に「泉佐野市、熊取
町、田尻町事業所人権連絡会」研修
会を開催し、障がい者雇⽤についての理
解をアンケートする予定。

【福祉的就労】
 就労継続B事業所がない  泉佐野市・熊取町・⽥尻町地域⾃⽴

支援協議会主催で開催する「わ∞ねっ
とフェスタ」での作業所製品販売

【その他】

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労⽀
援部会
構成員：基幹相談支援センター、就労
移⾏⽀援事業所、⽀援学校、障害者
就業・生活支援センター、泉佐野公共
職業安定所、熊取町商工会、泉佐野
市障害福祉総務課、泉佐野市商工労
働観光課、熊取町福祉課、熊取町に
ぎわい創造課、田尻町福祉課、田尻町
産業振興課
所掌事務：就労支援等
開催回数：年４回程度

これから、泉佐野市・熊取町・田尻町自
⽴⽀援協議会においても、各関係機関
と協議を重ねて検討していく段階であ
る。

これから、泉佐野市・熊取町・田尻
町⾃⽴⽀援協議会においても、各
関係機関と協議を重ねて検討してい
く段階である。

⺠⽣部
福祉課

田尻町
(有)

泉州南
(泉州南) 泉佐野



課題 対応
設問２：ネットワークの現状について

設問３：就ポツ・就労移⾏⽀援事
業所との連携方策やその課題につ
いて

圏域
(就ポツ) ハローワーク

市町村
(就労支援部
会の設置)

担当部課

障がい者⾃⽴⽀援協議会（就労⽀援部会）に関する調査【障がい者の雇⽤・就労⽀援の現状・課題等に関する調査】

設問１：取組みの課題とその対応方策について【一般就労、福祉的就労、その他】

【一般就労】
○ 社会的不況による雇⽤率の低下。管内企業の
倒産等で就労の場が減少。
○ 最初から一般就労を避けるケースの増加(保護
者の意識として、⽀援学校卒業後の就労をめざす
のではなく、就労継続B型にいくために、夏休みの間
に就労移⾏を体験させるケースも多い)

○ 雇用の場を確保する。(地域福祉課
にCSWを配置。障がい者をはじめ、アウ
トリーチ型支援)
○ 就労移⾏⽀援事業の充実化(具体
的な助言)

【福祉的就労】
受託事業の減少による収益の低下 ○ 官公需発注促進にかかる庁内周知

○ 庁舎を活用し、製品の販売及び展
示スペースの提供。
○ 商工会が開催するイベントへの出店
依頼

【その他】  

岬町
(有)

しあわせ創造部
地域福祉課

協議会名：⾃⽴⽀援協議会就労・⽣
活支援部会
構成員：障害者就業・生活支援セン
ター、教育関係機関、⺠間企業(特例
⼦会社)、ハローワーク、就労移⾏⽀援
事業所、グループホーム、社会福祉協
議会、岬町地域福祉課、阪南市市⺠
福祉課、商工労働観光課等
所掌事務：就労支援等
開催回数：年６回程度

⾃⽴⽀援協議会の本部会議にハロー
ワークの次⻑クラス、専⾨部会「就労⽣
活支援部会」にハローワークの支援員さ
んに出席頂き、就労に関わる国機関とし
てのご意⾒を頂戴している。
また、障害者就業・生活支援センターの
主任さんには、サービス調整連絡会議、
専門部会「就労生活支援部会」に参画
頂き、直接障がい者就労支援に携わる
者としてのご意⾒を頂戴している。
課題としては、⼈事異動による担当者の
リセットや所属する団体の⻑が協議会に
理解が無いこと。

障害者就業・生活支援センターと
は、就労生活支援部会やケースを通
じた連携を⾏っている。
移⾏⽀援事業は、最近出来たばかり
でこれと云った連携は確認出来てい
ませんが、今後、情報の共有などで
関わりが出てくると思われる。

泉州南
(泉州南) 泉佐野


