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千葉県障害者就業･生活支援センター
連絡協議会だより
挨 拶
10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。それに伴い、様々な研修会が各地で催されています。千葉県では先
日、障害者虐待連携協議会の第1回目が開催され、当協議会からも私が代表として参加させていただきました。この法律に
より、障害を持つ人たちの虐待がいち早く解決されたり、未然に防がれたりするようになることが期待されます。
それでは、私たち中ポツが果たすべき役割とは何なのでしょうか。企業や家族、グループホームや訓練施設と障害者本
人との間で様々な支援を行う中で、私たち支援者が目にする虐待と言えるような事案があれば、いち早く声を挙げていかな
ければならないのは言うまでもありません。
ただしその中でも、企業で働く障害者の状況に対しては、一方的に企業の対応を糾弾するだけでは、却って今の障害者
雇用の流れを鈍らせることにもなりかねません。
来年には雇用率が1.8%から2.0%へ引き上げられます。全ての障害者を雇用する企業で、本当の意味で、障害を持つ人た
ちが望まれて採用されている訳ではないかもしれません。しかし、障害を持っている人たちにとってみれば、様々な求人の
中から、自分の納得の行く求人を選べるように、選択できる企業の求人が増えてきていることは歓迎すべきことと言えます。
今回の障害者虐待防止法により、企業が障害者の採用を手控える、あるいは手控えることはできないまでも、形だけの人
数合わせの為の採用でお茶を濁す様な事案が増えない様、見守っていく視点も私たち支援者には必要と言えるでしょう。
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会
会長 國島 弘

平成２４年度第１回スタッフ研修会報告

～１６センターが足並みを揃える～

今年度、第１回目となる千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会スタッフ研修が先日８月２日に千葉市「きぼー
る」で行われました。今回の研修は「法律や権利擁護の視点からみた障害者の就労問題」と題して、困難ケースや日頃ふ
と違和感のある状況等、日常的に支援の現場で向き合う様々な状況を法的な視点で検討して、今後の方向性や課題の整
理につながるような機会になればと企画いたしました。
前半は弁護士・ＰＡＣガーディアンズの理事長でもある佐藤彰一先生をお招きして、「権利擁護からみた就業・生活支援」
をテーマにご講演を頂きました。「権利擁護とは」といった基本的な歴史・背景や、１０月から施行された「虐待防止法」の概
要、また事前に回収していた事例や疑問・質問についてもコメントを頂きました。研修会後半には各センターから提出され
た事例についてグループワークを行い、活発な意見交換が行われました。参加者についても５０名を超すスタッフが集まり
ました。
研修会の後には店舗のフロアを貸し切りにして、立食式の懇親会を行いました。様々な方との意見交換ができたとスタッ
フの方からも好評を頂き、今後の懇親会の新しいスタイルにもなりそうです。
今年度は年明けに（全国就業支援ネットワークからの受託事業。関東ブロックセミナー千葉大会の開催。）２回目のスタッ
フ研修の企画を検討しています。今後も県内のセンターの連携をさらに深め、より支援の質を向上できるような企画をして
いきたいと思います。
研修部会
大久保学園 入澤
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障害者就労促進チャレンジ事業 ～見学先企業紹介～
今年度、本協議会では「障害者就労促進チャレンジ事業」を千葉県産業人材課様より受託しましたのでご紹介致します。

①「企業等の理解促進」
これから障害者雇用を進める企業がすでに障害者を雇用している企業に見学へ行き、意見交換等を行い障害者雇用を
推進していこうという趣旨の事業です。
〇「企業等の理解促進」見学先企業一覧
圏域

日程

見学先企業

障害者が行う業務

柏・松戸

平成２４年９月１４日（金）

ソフトバンク・フレームワークス株式会社

物流加工

市原・君津

平成２４年９月２１日（金）

株式会社千葉農産

農業

市川・船橋

平成２４年９月２７日（木）

株式会社ヒロハマ

キャップの検品作業

海匝・山武

平成２４年１０月３１日（水）

社会福祉法人九十九里ホーム

介護補助・洗濯業務

香取・印旛

平成２４年１１月１３日（火）

①ＤＩＣ株式会社総合研究所
②ヴェオリア・ウォーター・インダストリー・
ジャパン株式会社

①環境整備
②清掃

千葉・夷隅・長生

平成２４年１１月２２日(木)

ちばぎんハートフル株式会社
（受付終了）

事務

②「障害がある人達の意識改革」
企業で働くことを目指している障害のある方、保護者、支援者を対象として、障害のある方が働いている企業に見学へ行
き、意見交換等を行い就労意欲の向上を目的とする事業です。

〇「障害者向け見学会」見学先企業一覧
日程

圏域

見学先企業

障害者が行う業務

山武

平成２４年９月２７日（木）

協栄流通株式会社

集品業務

野田

平成２４年１０月１９日（金）

株式会社

ピッキング、梱包

習志野

平成２４年１０月２５日（木）
平成２４年１１月１４日（水）
平成２４年１２月 ４日（火）

スポーツデポ

館山

平成２４年１１月１５日(木)

房南興業建材株式会社

ᮾ༢野田物流センター
メルクス新習志野店

バクヤード業務
店舗清掃
セメント製造

③「短期職場実習」
障害者が職場体験を目的に行う実習であり、１センター５件、全１６センターで８０件を目標とし、企業の方にとっても有効
な取り組みとなるよう、またこの実習を通して一人でも多くの障害者が、就職に結びつくことができるよう取り組んでいきた
いと思います。
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～平成２４年度 若年性認知症対策総合推進事業について～
昨年に引き続き、千葉県高齢者福祉課様より本協議会へ委託していただき、平成24年度におきましても若年性認知症に
おける支援について、検 討していくこととなりました。昨年は『認知症って何？』をテーマにまずは知ることからスタートし、今
年は具体的にどの支援が有効なのかについて、４つの柱を掲げ取り組む予定です。
①先進的に取り組まれている事業所への見学などの研修及び意見交換会
・特定非営利活動法人 いきいき福祉ネットワークセンター（東京都目黒区）への見学
・千葉県内において、講師を招き意見交換会を実施する。
②若年性認知症に関する実態調査（アンケート）
・対象を各市町村地域包括支援センター、市町村障害福祉課、医療機関、認知症の当事者とその家族など若年性認知症
を支援する支援機関に向け、相談対応上の問題点や課題点についてを探る。
③若年性認知症の人と家族へ支援のためのパンフレット作成
・若年性認知症に関する相談窓口や医療機関、福祉サービスや助成制度等について情報を収集し、パンフレットとして取
りまとめる。
④自立支援ネットワーク会議の開催
・専門的助言を受け、千葉県における相談支援体制のあり方について検討し、提案を取りまとめる。
以上、本年度実施する活動内容です。各関係機関の皆様及び各センターの皆様のご協力をお願いいたします。

～障害者トライアル雇用の行方～
今年度の制度施策部会では、就労系事業所対象に障害者就業・生活支援センター（以下、センター）に対して「センターに
対しての要望を聞く事」をメインとしたアンケート調査を行っていき、千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会（以下、
協議会）としてだけでなく、各圏域のセンターが地域において就労系事業所とのより良い連携を深めていくためのきっかけ作り
を進めていこうと考えています。
しかしながら、そのアンケート調査を進めていく前に、障害者雇用を進めていくためのとても重要な障害者試行雇用事業（以
下、トライアル雇用）が理由も曖昧な状態で停止となってしまった事を受け、当初予定していたアンケート調査を延期する事と
なりました。
そこで、急遽、連絡協議会としては、各センターにおける昨年度のトライアル雇用活用の実績を集計し、制度の必要性の指
摘と制度再開等を含めた提案を労働局に検討していただくべくアンケート調査を実施しました。（実施結果は連絡協議会ホー
ムページのWhat’s New参照）
ちなみに、平成２３年度におけるトライアル雇用制度を利用した数等については、下記のグラフ通りになっています。
結果、アンケート集計と同時に制度の一部再開ということになり事なきを得ましたが、就労支援を行っていくに際し、一つの
制度利用の停止が障害者や企業側に大きな影響を及ぼす事と制度の趣旨をきちんと理解する事の大切さを改めて感じまし
た。
冒頭で述べた就労系事業所に対するアンケートは、冬に実施予定としていますので、結果については次号の広報誌でご報
告させていただきます。
制度施策部会
ビック・ハート柏 古川

■

平成23年度 障害者トライアル雇用制度の集計結果（データ提供：千葉労働局）

Page 4

障害者就業・生活支援センター 一覧
名

ホームページもご覧
ください
http://www.chiba
-centernw.com/

称

郵便番号

電話番号

ＦＡＸ番号

習志野市茜浜3-4-6

047-452-2718

047-408-1050

261-0002

千葉市美浜区新港
43番地

043-204-2386

043-246-7911

障害者就業・生活支援センター
ビック・ハート柏

277-0005

柏市柏1-1-11
ファミリかしわ３F

04-7168-3003

04-7168-3006

障害者就業・生活支援センター
東総就業センター

289-2513

旭市野中3825

0479-60-0211

0479-60-0212

障害者就業・生活支援センター
ふる里学舎地域生活支援センター

290-0265

市原市今富1110-1

0436-36-7762

0436-36-7612

障害者就業・生活支援センター
就職するなら明朗塾

285-0026

佐倉市鏑木仲田町9-3

043-235-7350

043-235-7351

障害者就業・生活支援センター
山武ブリオ

299-3211

山武郡大網白里町細草
3221-4

0475-77-6511

0475-77-3399

大久保学園
障害者就業・生活支援センター

274-0082

船橋市大神保町1359-7
船橋市光風みどり園内

047-457-7380

047-457-7131

障害者就業・生活支援センター
中里

294-0231

館山市中里291

0470-20-7188

0470-28-2080

障害者就業・生活支援センター
エール

292-0067

木更津市中央1-16-12
サンライズ中央１F

0438-42-1201

0438-25-5250

障害者就業・生活支援センター
ビック・ハート松戸

271-0047

松戸市西馬橋幸町117
ロザール松戸109号室

047-343-8855

047-343-8860

障害者就業・生活支援センター
香取就業センター

289-2241

香取郡多古町多古694

0479-74-8331

0479-74-8332

障害者就業・生活支援センター
夷隅ブリオ

298-0004

いすみ市大原8748-5

0470-62-6641

0470-62-6642

障害者就業・生活支援センター
長生ブリオ

297-0012

茂原市六ツ野2796-40

0475-44-7797

0475-44-7798

障害者就業・生活支援センター
いちされん

272-0026

市川市東大和田1-2-10
市川市分庁舎Ｃ棟内

047-300-8630

047-300-8631

障害者就業・生活支援センター
はーとふる

278-8550

野田市鶴奉７－１
野田市役所内１階

04-7124-0124

04-7124-0124

障害者就業・生活支援センター
あかね園

275-0024

障害者就業・生活支援センター
千葉障害者キャリアセンター

住

所

編集後記・広報部会より
厳しい残暑も通り過ぎ、やっと本格的な秋到来という感じでしょうか。個人的には今年の秋は「食欲の
秋」をテーマに美味しいものを追求し、夏場の疲れの癒し、日頃のストレス解消と行きたいところです。
連絡協議会の活動は受託事業も増え、年々活発になっています。協議会の活動の透明化及びさらな
る周知を目的に皆様方にわかりやすい内容で今後もお届けしたいと思います。
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 広報部会
平成24年10月吉日
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名 称：千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会
障害者就業・生活支援センター
ふる里学舎地域生活支援センター
住 所：千葉県市原市今富1110-1
電 話：0436-36-7762
ＦＡＸ：0436-36-7612
E-mail：fgakusya-shien@abelia.ocn.ne.jp

