
「働く」を支える様々な取組や課題を知ろう！
～その人らしく活躍できる「働き方」の実現を目指して～

主催：埼玉県立大学 研究開発センター Hプロジェクト
共催：一般社団法人コンパスナビ・NPO法人リマインド

後援：埼玉県

オンラインシンポジウム
2022年8月20日（土）
13：10～16：30

当シンポジウムは埼玉県立大学研究開発センターHプロジェクト「多主体協働

による地域課題解決」を推進するための体制・方法に関する研究～支援者支
援に焦点を当てて～の一環として開催しています。



「働く」を支える様々な取組や課題を知ろう！

8月20日（土）

13：10～16：30
2022年

障害者、生活困窮者や外国籍、高齢者など働きにくさを抱えている人たちの「はたらき・役割獲得」に
関わりのある個人・団体の機能や役割、取組などの情報を共有し、それらが有機的に繋がり、新たな働
き方を考える機会となることを目的とします。

日時：第1回

【お問合せ等】埼玉県立大学研究開発センター　電話 048-973-4362
メールアドレス　research_c@spu.ac.jp

形式：オンラインシンポジウム形式　ZOOM にて開催

障害の重い人の多様なはたらき方について1
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社会福祉法人皆の郷　川越いものこ作業所 大畠宗宏氏

働くを支える「就業・生活支援センター」の
役割と機能

社会福祉法人ヤマト自立センター
障害者就業・生活支援センター SWAN 中村竜志氏

働くを支える「障害者就労支援センター」の
役割と機能

社会福祉法人あげお福祉会
上尾市障害者就労支援センター 木全美幸氏

企業一体型就労移行から職業紹介へ 株式会社トレパル 山口将秀氏

精神科デイケアでの多様な働き方支援 医療法人社団ユーアイエメリー会
新座すずのきクリニック 金子 力氏

「もったいない」をテーマに持続可能な就労支援 もったいないボランティアプロジェクト
川口本店事業所

川村匡平氏

働くを受け入れる企業支援について 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター 鍵和田幹夫氏

その人らしく働ける職場づくりについて 社会福祉法人志木福祉会特別養護老人ホーム
あったかの家 アリヤ聖子氏

様々な立場で働いてきて感じたこと 一般社団法人発達精神プロシューマー協会 近藤誠一氏

協同労働という新しい働き方について 日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会
センター事業団 埼玉事業本部 埼玉西南エリア 須賀貴子氏

対象：障害者、生活困窮者や外国籍、高齢者を支援
　　　している団体、企業、行政、社協
　　　その他関係者

内容：埼玉県内にて各領域で支援活動をしている
　　　団体の活動紹介、情報交換・交流会

主催：埼玉県立大学研究開発センター
共催：一般社団法人コンパスナビ、NPO 法人リマインド

申込方法：フォームメーラーにて登録をお願いいたします。
https://www.spu.ac.jp/research/centers/tabid848.html

申込〆切：2022年 8月 9日（火）

←こちらから

埼玉県立大学研究開発センターHプロジェクト オンラインシンポジウム〈就労支援〉

～その人らしく活躍できる「働き方」の実現を目指して～

講　演

【参加費
】

無料

誰もが
イキイキと
働ける社会へ

誰もが
イキイキと
働ける社会へ

タイトル講演 所属 講演者



本日のスケジュール 
時間 講演タイトル ご所属 お名前 

13:10 開会の⾔葉・趣旨説明   川越雅弘 

13:25 障害の重い⼈の多様なはたらき⽅について 
社会福祉法⼈ 皆の郷  
川越いものこ作業所  ⼤畠宗宏さん 

13:40 
働くを⽀える「就業・⽣活⽀援センター」の
役割と機能 

社会福祉法⼈ヤマト⾃⽴センター  
障害者就業・⽣活⽀援センターSWAN 中村⻯志さん 

13:55 
働くを⽀える「障害者就労⽀援センター」の
役割と機能 

社会福祉法⼈ あげお福祉会  
上尾市障害者就労⽀援センター ⽊全美幸さん 

14:10 企業⼀体型就労移⾏から職業紹介へ 株式会社トレパル ⼭⼝将秀さん 

14:25 精神科デイケアでの多様な働き⽅⽀援  医療法⼈社団ユーアイエメリー会  
新座すずのきクリニック 

⾦⼦⼒さん 

14:40 休憩 質問等はチャットでお願いします。  

14:50 
「もったいない」をテーマに持続可能な就
労⽀援 

もったいないボランティアプロジェクト 
川⼝本店事業所 川村匡平さん 

15:05 働くを受け⼊れる企業⽀援について 埼⽟県障害者雇⽤総合サポートセンター 鍵和⽥幹夫さん 

15:20 その⼈らしく働ける職場づくりについて 
社会福祉法⼈志⽊福祉会   
志⽊あったかの家 アリヤ聖⼦さん 

15:35 様々な⽴場で働いてきて感じたこと  
⼀般社団法⼈ 
発達精神プロシューマー協会 近藤誠⼀さん 

15:50 協同労働という新しい働き⽅について 
⽇本労働者協同組合（ワーカーズコープ）
連合会センター事業団 
埼⽟事業本部 埼⽟⻄南エリア 

須賀貴⼦さん 

16:05 質疑応答    

16:25 閉会挨拶    

16:30 閉会   

 
※シンポジウム終了後に参加者アンケートにご協力お願いいたします。   

https://forms.office.com/r/v2yYzg0v2G 

 
第 2 回 H プロジェクトオンラインシンポジウム（就労支援）は 2023 年 1 月 28 日（土）に開催予定です。 



８月２０日 埼玉県立大学研究開発センター オンラインシンポジウム(就労支援) 

講演団体概要 

 

社会福祉法人 皆の郷 川越いもの子作業所 

運営団体 社会福祉法人 皆の郷 

ホームページ https://www.imonoko-1.jp/ 

連絡先 電話     049-233-2940 FAX 049-234-2940 
E:mail      imonoko-1○mth.biglobe.ne.jp 

ミッションや目的について １．川越市に一人ぼっちの障害者を出さない。 
２．障害のある人も地域の中で働き暮らすことを通して豊かに成長発達できる社会
をめざす。 
３．地域の人たちが気軽に立ち寄れる、地域のセンター的な施設づくりをめざす。 

支援対象者 知的障害者;精神障害者;身体障害者 

支援対象者備考 
 

現在の主な活動 生活介護、就労継続 B 型、就労継続 A 型、入所支援施設、障害者地域生活支
援拠点事業、グループホーム。 

今困っていること 重度の知的障害者の入所支援事業。（多くのニーズがある。） 
重症心身障害者の通所（生活介護） 

地域や他団体との連携につ

いて 

重度の障害者も、地域の中で働き暮らしている社会の実現。 
授産製品の購入。 
農業やリサイクル、授産製品の土日の販売活動、障害のある人の暮らしの場への
支援。 

 

障害者就業・生活支援センターSWAN 

運営団体 社会福祉法人ヤマト自立センター 

ホームページ https://yamato-jiritsu.jp/index.php 

連絡先 048-480-3603 

jobsupport-swan○yamato-jiritsu.jp 

ミッションや目的について 障害者の自立と社会参加 

支援対象者 身体障害者;知的障害者;精神障害者;難病者;その他; 

支援対象者備考 手帳が無くても診断等あれば、まずはお話をお聞きできます。 

現在の主な活動 ・障害者の就労に係る相談・支援 

・就業に伴う生活の相談・助言 

・地域の支援機関ネットワークの構築と推進 

・企業からの障害者雇用に係る相談・支援 

 

今困っていること ・マンパワーを必要とするきめ細やかな企業・支援機関への相談・支援。 

・難病患者の就労相談のニーズが多いと聞きますが、（他に障害等の無い）当事

者が相談に来ない。相談の必要があればご連絡ください。 

 

地域や他団体との連携につ

いて 

・「障害のある人」たちの事を知って欲しい。知るためには交流をして欲しい。企業

においては見学や実習の受け入れをして欲しい。 

 

 



 

上尾市障害者就労支援センター 

運営団体 社会福祉法人 あげお福祉会 

ホームページ http://park1.wakwak.com/~ageofukushikai/subsub_csa.html 

連絡先 電話 048-767-8991 

FAX 048-767-8995 

ミッションや目的について 障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けられる

よう支援すること 

支援対象者 身体障害者;知的障害者;精神障害者;難病者; 

現在の主な活動 働きたい障害者のかたや障害者を雇用したい企業の支援。 

具体的には、就労に向けた相談、方向性を検討するための作業検査、就労準備の

ための支援（訓練等を行っている事業所の紹介）、就職活動のお手伝い、職場定着

支援等。 

今困っていること 企業向けの研修や交流会等、障害福祉サービス事業所等の支援力向上のための

取り組み、難病のかたの就労支援など 

 

地域や他団体との連携に

ついて 

地域の就労支援機関とは日常的に連携したいと思っています。 

 

株式会社トレパル 

運営団体 株式会社トレパル 

ホームページ https://torepal.co.jp/   http://torepania.com/ 

連絡先 トレパル・移行の窓口共通連絡先：048-473-6780 

トレパニア連絡先：048-984-7338 

ミッションや目的について 理念を軸にした経営「人の可能性を信じ 相手の立場を想像し 想いやりと笑顔の

絶えない 明るい社会の実現に取り組みます」 

支援対象者 身体障害者;知的障害者;精神障害者;難病者;引きこもり;青年;高齢者;生活困窮者;

外国籍の方;その他; 

支援対象者備考 働きたいと思う方、全ての方へ応えていきたいので対象者を限定していません。 

現在の主な活動 就労移行支援事業、職業紹介事業を通して「働きたい方」の選択肢を増やし、その

人のステージにあわせてステップが踏めるよう取り組んでいます。 

※リアルタイムオンラインで利用可能なプログラムも充実しております。 

今困っていること 就職したい方を支える仕組みは、職業紹介事業や就労移行支援の作業系・PC 系・

CAD系など整ってきているので「働きたい」けどハードルがある方、実現できていな

い方ともっともっと出会いたいと思っています。 

地域や他団体との連携に

ついて 

・就労移行支援の認知度を上げたい。 

・働くことは人生の大部分を占めると思います。その素晴らしさを知る機会は平等だ

と思いますので身近に働きたいけど課題を抱えている方がいらしたら是非お繋ぎ頂

きたいです。 

宜しくお願いいたします。 



 

新座すずのきクリニック デイケア 

運営団体 医療法人社団ユーアイエメリー会新座すずのきクリニック 

ホームページ https://www.niiza-suzunoki.net/ 

 

連絡先 新座すずのきクリニック 048-480-5511 

 

ミッションや目的について 様々なこころの悩みを抱える患者さんや、その御家族のニーズにお応えし、豊富

な経験と最新の医学的知見に基づいた質の高い医療を提供することを目指してい

る。 

支援対象者 精神障害者;引きこもり;青年;高齢者;生活困窮者; 

現在の主な活動 当クリニックは外来診療・カウンセリング・重度認知症デイケア・精神科デイケアを

実施。 

居宅介護支援事業所・訪問看護も併設している。 

精神科デイケアとしては「目指す生活の実現」をテーマに日々活動を実施してい

る。 

今困っていること デイケアの入り口と出口の具体化は常に意識して行っている。特に出口の方は「い

つまで通うのか分からない」不透明なデイケアではなく、「〇〇ができるようになっ

たら次のステップへ」といったような明確な流れや評価項目があり、地域の支援事

業所と共通言語のもと支援・運営できる連携シートの作成の希望。 

地域や他団体との連携につ

いて 

利用者様の「目指す生活の実現」のための支援はもちろん、地域の店舗や社会資

源等を活用したプログラム活動の提供を希望し、大きな支援の輪をもって実現した

い。 

 

 

  



もったいないボランティアプロジェクト川口本店事業所 

運営団体 一般社団法人 もったいないボランティアプロジェクト 

ホームページ https://mottainai-vp.jp 

連絡先 もったいないボランティアポロジェクト川口本店事業所 
埼玉県川口市本蓮 3-6-12   
048-242-3944 

ミッションや目的について 私たちは、国内の不用品＝「もったいない」モノを世界規模でリユースすることによ
り 日本国内では 5000 人の障がい者の方々の働く場の創出とそれによる自立可
能な工賃の実現を、 海外ではミャンマーの孤児院のこどもたちの教育支援の充
実を目指しています。 

支援対象者 身体障害者;知的障害者;精神障害者;高齢者; 

現在の主な活動 M.V.P.の取り組み内容は、みなさまのご家庭にある、使わないけど、捨てられない
「もったいないもの」を、ご寄付して頂き、それらを障がい者の方々に仕分け・梱包
していただきながら “新しい命” を吹き込んでもらいます。 
このようにして生まれ変わった寄付品を輸出会社を通じて海外のリユースショップ
へ販売し、そこで得た収益の一部をミャンマーの孤児院の子どもたちへ直接寄付
しています。 

今困っていること ご家庭にお邪魔した際に、生活家電や、冬物の衣類、絵本など、私たちの活動で
は引き取れない商品を、寄付したいとのお声を多くいただいております。他団体様
で連携できるところがありましたら、もっと利用者様に喜んでいただけると思いま
す。 

地域や他団体との連携につ

いて 

とにかく沢山の不用品が必要です。私たちは国内の捨てるには「もったいない」不
用品を集めて、世界規模でリユースしています。 
寄付されたものを仕分け・梱包、リメイクするという、障がい者の方の仕事を生みま
すので、B 型就労支援施設の方々はお仕事として検討いただけることが可能かと
思います。 
企業様、個人宅におきましても、もし捨てる不用品がありましたら、一度お気軽に
お問い合わせください。 
どんな商品が引き取れるのか、引き取れないのかに関しても HPに詳細を載せて
おりますのでご確認ください。 

 

埼玉県障害者雇用総合サポ－トセンター 

運営団体 埼玉県 

ホームページ http://koyou-support.jp 

連絡先 企業の障害者雇用ヘルプデスク （対象は、埼玉県内の民間企業に限定） 

0120-540-271  月～金（祝祭日、年始除く）8時 30分～17時 

ミッションや目的について 埼玉県内民間企業の障害者雇用を促進するために、企業支援に特化して障害者

雇用についての専門的助言・提案実施 

支援対象 埼玉県内民間企業 

現在の主な活動 ① 雇用の場の創出 

② 就労のコーディネート 

③ 企業ネットワークの構築③その他各種相談 

 

  



 

特別養護老人ホーム あったかの家 

運営団体 社会福祉法人志木福祉会 

ホームページ attakanoie.com 

連絡先 shiki-fukushikai○sand.ocn.ne.jp 

ミッションや目的について 高齢者福祉施設の運営 

支援対象者 高齢者; 

 

現在の主な活動 特別養護老人ホームあったかの家における高齢者の介護全般 

 

 

近藤さん所属団体 一般社団法人発達プロシューマー協会 

運営団体 一般社団法人発達プロシューマー協会 

ホームページ https://kaeru.cafe/ 

連絡先 電話 049-256-9014 

ミッションや目的について 当事者による B 型作業所の運営 

支援対象者 精神障害者;知的障害者; 

支援対象者備考  

現在の主な活動 発達、精神当事者によるピアサポートを充実させた B 型作業所の運営 

 

今困っていること ピアサポーターの養成 

 

地域や他団体との連携につ

いて 

カフェで色々な茶話会などを開いて欲しい 

 

  



 

 

 

※各団体のメールアドレスについては○を@マークに変更してご利用下さい。 

森のとうふ屋さんの手づくり菓子工房 

運営団体 日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団 

ホームページ （法人）https://workers-coop.com/target/   

（事業所）https://morinokashi.storeinfo.jp/ 

 

連絡先 森のとうふ屋さんの手づくり菓子工房 

所沢市上新井１－４－４ 

０４－２９３６－６００１ 

morinokashi○roukyou.gr.jp 

 

ミッションや目的について みんなで協同し、「ともに生き、ともに働く」社会をつくる『協同労働』を地域のみな

さんに伝え、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。 

 

支援対象者 知的障害者;精神障害者; 

 

現在の主な活動 ●豆腐・湯葉製造・販売   ●豆乳やおからを使用した菓子製造   ●農業（施

設外就労含む） 

●高齢者施設の除菌（施設外就労）   ●事務処理（施設外就労） 

●農福商消連携の地域づくり（所沢農福連携地域協議会：カレイドスコーププロジ

ェクト） 

 

今困っていること ・障がいの有無関係なく対等な立場で働く仕組みづくり 

・給与（工賃）向上 

・住まいづくり 

 

地域や他団体との連携につ

いて 

・所沢農福連携地域協議会を地域の方たちと進めています。農業やモノづくりを通

じて、経済面だけでなく障がいのある方の生活や暮らしを豊かにしていきたいと考

えています。互いに学び合い（相互理解）の場が地域の中で作っていければと思

います。 

 




