
 
 
 

平成２１年 ７月 ８日（水）１４：００～１６：３０ 
 

（司会）京都市立北総合支援学校 進路指導主事 小谷加代子 
 

１．挨 拶                              （京都市教育委員会） 
２．出席者自己紹介 
３．事務局構成員・事務局長選出 
４．代表の選出 
５．代表の挨拶 
６．規約の確認 
７．報 告 
（１）平成２０年度 事業報告                             （福田） 
（２）第７２回事務局会議以降の活動報告                      （事務局長） 
 
８．情報交換 
（１）総合支援学校就職の状況                             （山本） 
（２）平成２１年度卒業生進路希望状況について                     （小谷） 
（３）最近の雇用失業の状況と京都障害者職業相談室における業務取り扱い状況等について 

（京都障害者職業相談室） 
（４）障害者就労支援推進会議設立について            （京都市保健福祉課保健福祉局） 
（５）平成２１年度「京都障害者ワークフェア」「アビリンピック京都大会」について            

（京都府高齢・障害者雇用支援協会） 
（６）その他 
 
９．議 事  
（１）平成２１年度 事業計画（案）                          （中西） 
（２）第１６回「障害のある市民の雇用フォーラム」について             （井上） 

 
１０．閉会の挨拶                                （事務局長） 
 
１１．諸連絡 
 
＜配布資料＞ ・平成２０年度卒業生進路状況 

・平成２１年度卒業生進路希望状況 
・最近の雇用失業の状況と京都障害者職業相談室における業務取り扱い状況等 
・障害者就労支援推進会議設立について 
・京都市からの昨年度広報資料 

 
 
 

 

第７３回『巣立ちのネットＷＯＲＫ』事務局会議 



第７３回事務局会議出席予定者名簿 

氏 名 職  名  等 出欠

鈴鹿 且久 株式会社 聖護院八ツ橋総本店取締役社長  
伊藤  裕 社団法人 京都府高齢・障害者雇用支援協会 相談支援部長  
柊  正章 社団法人 京都府高齢・障害者雇用支援協会 相談サービス課長  
岩井 光男 京都手をつなぐ育成会理事  
大釜 和子 ハローワーク京都七条 京都障害者職業相談室長  
田中 正人 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 京都障害者職業センター所長  
阪田 理恵 社会福祉法人京都障害児福祉協会 京都障害者就業・生活支援センター所長  
吉原 百合子 京都市文化市民局 市民生活部 人権文化推進課 担当係長（企業啓発） 欠 
門野 大輔 京都市産業観光局 商工部 産業政策課係長  
居内  学 京都市保健福祉局 保健福祉部 障害保健福祉課 課長  
舟瀬 伴子 京都市保健福祉局 保健福祉部 障害保健福祉課 課長補佐  
中村 泰之 京都市保健福祉局 保健福祉部 障害保健福祉課 課長補佐  
梁川  惠 京都市児童福祉センター発達相談所 発達相談課 相談判定係長  

 溜池 律子 京都市立総合支援学校 PTA 連絡協議会 会長  
 中川 徳子 京都市立総合支援学校 PTA 連絡協議会 『巣立ちのネットＷＯＲＫ』担当  

春原 克彦 国立大学法人 京都教育大学附属特別支援学校 副校長  
木下 幹雄 国立大学法人 京都教育大学附属特別支援学校 進路指導主事  
奥田 信一 京都市立北総合支援学校長  
小谷 加代子 京都市立北総合支援学校 進路指導主事  
森脇  勤 京都市立白河総合支援学校長  
井上 美加 京都市立白河総合支援学校 進路指導主事  
堀田 明彦 京都市立東総合支援学校長  
福田 好孝 京都市立東総合支援学校 進路指導主事  

 北村 裕二 京都市立鳴滝総合支援学校長  
山本 陽子 京都市立鳴滝総合支援学校 進路指導主事  
永井  実 京都市立西総合支援学校長  
白方 秀和 京都市立西総合支援学校 進路指導主事  
森  卓也 京都市立呉竹総合支援学校長  
中西 太郎 京都市立呉竹総合支援学校 進路指導主事  
中村 一郎 京都市教育委員会総合育成支援課 指導主事  
伊丹 由紀 京都市教育委員会総合育成支援課 指導主事  
安部 裕太 京都市教育委員会総合育成支援課   
   
   
   

 



事務局構成員 

団体名（関係機関） 氏 名 団体名（学校） 氏 名 

京都府高齢・障害者雇用

支援協会 

伊藤 裕 
京都教育大学附属

特別支援学校 
春原 克彦 木下 幹雄

柊 正章 
京都市立呉竹 
総合支援学校 

森  卓也 中西 太郎

京都手をつなぐ育成会 岩井 光男 
京都市立鳴滝 
総合支援学校 

北村 裕二 山本 陽子

京都障害者職業相談室 大釜 和子 
京都市立東 
総合支援学校 

堀田 明彦 福田 好孝

京都障害者職業センター 田中 正人 
京都市立白河 
総合支援学校 

森脇 勤 井上 美加

京都市保健福祉局保健

福祉部障害保健福祉課 

舟瀬 伴子 
京都市立西 
総合支援学校 

永井 実 白方 秀和

中村 泰之 
京都市立北 
総合支援学校 

奥田 信一 小谷加代子

京都市児童福祉センタ

ー発達相談所 
梁川 惠 京都市教育委員会

指導部  
総合育成支援課 

中村 一郎 安部 裕太

京都市立総合支援学校

PTA 連絡協議会 
中川 徳子 伊丹由紀  

京都市文化市民局 市民

生活部 人権文化推進課 
吉原 百合子  

京都市産業観光局  
商工部 産業政策課 

門野 大輔 

京都障害者就業・生活支援セ

ンター 
阪田 理恵 

   

事務局長の選出 

所    属 氏 名 

  

代表の選出 

所    属 氏 名 

  



総合支援学校生徒の進路開拓をめざす「巣立ちのネットＷＯＲＫ」規約 

 
（目 的） 
第１条 総合支援学校高等部生徒の進路先の開拓・開発及び定着に向け，教育・労働・福祉及び家庭の連携

をより一層緊密にし，一人一人の障害の状態に応じた幅広い多様な進路を確保するための情報交換

及び社会啓発等を推進する。 
 
（名称と構成団体） 
第２条 本会の名称は，総合支援学校生徒の進路開拓をめざす「巣立ちのネットＷＯＲＫ」とする。 

２ 本会の構成団体は，別表に掲げるものとする。 
３ 本会の事務所は，事務局長の出身団体の事務所に置く。 

 
（事 業） 
第３条 本会は，第１条の目的を達成するため，次の事業を行う。 
  ①進路保障に向けた就労に関する情報交換 
  ②企業就職している卒業生に対する職場適応指導 
  ③企業等への啓発活動 
  ④その他第１条の目的を達成するために有益な事業 
 
（事務局） 
第４条 本会に事務局を設置する。 

２ 事務局は，第２条第２項の各構成団体から推薦された者で構成する。 
３ 事務局の構成員は，本会の会議等で得た個人情報の秘密保持義務を負う。 

 
（代表及び事務局長） 
第５条 本会に代表及び事務局長を置く。 

２ 代表は本会の構成員の中から，事務局長は事務局の構成員の中から選出するものとし，前条の事務

局で選出する。 
３ 代表及び事務局長の任期は１年とし，前条の事務局で選出する。 
４ 代表は本会を代表する。 
５ 事務局長は本会の会務を総括するとともに，代表に事故あるときはその職務を代理する。 

 
（会 計） 
第６条 本会の経費は，寄付金，助成金及びその他の収入を持ってこれにあたる。 

２ 会計年度は，毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 
 
（規約の改廃） 
第７条 規約の改廃は事務局の議決による。 
 
 



    【付 則】 
    ＊この規約は，平成 ６年７月 １日から実施する。 
    ＊この規約は，平成１１年５月２５日から実施する。 
    ＊この規約は，平成１５年６月 ９日から実施する。 
    ＊この規約は，平成１６年７月 ９日から実施する。 

＊この規約は，平成１９年６月 １日から実施する。 
     

別表（第２条第２項関係） 
○社団法人 京都府高齢・障害者雇用支援協会  
○社団法人 京都手をつなぐ育成会 
○ハローワーク京都七条 京都障害者職業相談室  
○独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 京都障害者職業センター 
○障害児福祉協会 京都障害者就業・生活支援センター 
○京都市文化市民局市民生活部人権文化推進課 
○京都市産業観光局商工部産業政策課 
○京都市保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課 
○京都市児童福祉センター発達相談所 
○京都市立総合支援学校ＰＴＡ連絡協議会 
○独立行政法人 国立大学機構 京都教育大学附属特別支援学校 
○京都市立北総合支援学校 
○京都市立白河総合支援学校 
○京都市立東総合支援学校 
○京都市立鳴滝総合支援学校 
○京都市立西総合支援学校 
○京都市立呉竹総合支援学校 
○京都市教育委員会指導部総合育成支援課 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 報 告 ］ 
  
 
 

（１） 平成２０年度 事業報告 
 
 
 
 

（２）第７２回事務局会議以降の 
『巣立ちのネットＷＯＲＫ』の活動報告 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２０年度 事業報告 
事業内容（開催日時）及び報告・議事内容 情報交換内容 

第７０回事務局会議 （Ｈ２０．７．９） 
○事務局構成員の確認，事務局長・代表の選

出 
 ＜報 告＞  
○平成１９年度事業報告 
○第６９回事務局会議以降の活動報告 
＜議 事＞ 

○平成２０年度事業計画（案） 
・事業日程について 
・第１５回「障害のある市民の雇用フォーラ

ム」について 
○啓発チラシ，雇用フォーラムチラシについ

て 

○総合支援学校就職状況の報告 （京都市立総合支援学校）

○平成２０年度卒業生進路希望状況について 
        （京都市総合支援学校進路指導主事会）

○最近の雇用失業の状況と京都障害者職業相談室におけ

る業務取り扱い状況について （京都障害者職業相談室）

○平成２０年度「京都障害者ワークフェア」について 
○第６回アビリンピック京都大会開催について 

（京都府高齢・障害者雇用支援協会）

○京都市予算事業と障害者地域自立支援協議会の概要に

ついて（京都市保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課）

○企業啓発事業について 
（京都市産業観光局商工部経済企画課）

 
 

第７１回事務局会議 （Ｈ２０．９ ．１０）

 ＜報 告＞ 
○第７０回事務局会議以降の取組について 
○白河総合支援学校における「ＰＴＡ職場開

拓状況」について 
 ＜議 事＞ 
○第 1５回「障害のある市民の雇用フォーラ

ム」実施要綱について 

○平成２０年度「京都障害者ワークフェア」について 
（京都府高齢・障害者支援協会）

○第６回アビリンピック京都大会開催について 
（京都府高齢・障害者支援協会）

○平成２０年度「障害者就職面接会」最近の雇用・失業情

勢及び職業相談室での業務取扱について  
（京都障害者職業相談室）

○平成２０年度市民啓発の取組       （事務局）

○その他 
 第１５回「障害のある市民の雇用フォーラム」 （Ｈ．２０．１１．５） 
○会場：メルパルク京都         ○参加企業：４０社（１３団体），参加者：１６６名（総数）

 第７２回事務局会議（Ｈ２１．２．１７）

＜報 告＞ 
○第７１回事務局会議以降の取組について 
・第１５回「障害のある市民の雇用フォーラ

ム」について 
・平成２０年度事業報告 
・第６回アビリンピック京都大会 
・平成２０年度第２回障害者就職面接会 
・職業自立を推進するための実践研究事業 
＜議 事＞ 

○平成２１年度「巣立ちのネットＷＯＲＫ」

の事業計画について 

○平成２０年度「巣立ちのネットＷＯＲＫ」の事業報告，

 平成２０年度市民啓発の取組       （事務局）

○平成２０年度京都市総合支援学校高等部卒業生の進路

状況     （京都市総合支援学校進路指導主事会）

○障害のある人の雇用状況及び雇用失業の状況，来年度の

予算等          （京都障害者職業相談室）

○施設内定状況及び施設整備計画，来年度予算等 
     （京都市保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課）

○移行支援事業について     （手をつなぐ育成会）

○その他 
 

 啓発活動 
『障害者就職面接会（企業セミナー）』Ｈ２０．９／２４・２／４ 
『ＰＴＡフェスティバル』Ｈ２０．１２／１３ 
『小さな巨匠展』Ｈ２１．１／２９～２／１   



 
 

 
 
［ 議 事 ］ 

 
 
 

  平成２１年度 事業計画（案） 
 

（１）事業日程について 

 
（２）雇用フォーラムについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２１年度 事業計画（案） 
（１）事業日程について 
事業内容（開催日時）及び報告・議事内容 情報交換内容 

第７３回事務局会議 （Ｈ２１．７．８） 
○事務局構成員の確認，事務局長・代表の選

出 
 ＜報 告＞  
○平成２０年度事業報告 
○第７２回事務局会議以降の活動報告 

 
＜議 事＞ 

○平成２１年度事業計画（案） 
・事業日程について 
・第１６回「障害のある市民の雇用フォーラ

ム」について 

○総合支援学校就職状況の報告 （京都市立総合支援学校）

○平成２１年度卒業生進路希望状況について 
        （京都市総合支援学校進路指導主事会）

○最近の雇用失業の状況と京都障害者職業相談室におけ

る業務取り扱い状況について （京都障害者職業相談室）

○障害者就労支援推進会議設立について 
（京都市保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課）

○企業啓発事業について 
（京都市産業観光局商工部産業政策課）

○平成２１年度「京都障害者ワークフェア」について 
○第７回アビリンピック京都大会開催について 

（京都府高齢・障害者雇用支援協会）

 
 

第７４回事務局会議 （Ｈ２１．９ ．１６）

 ＜報 告＞ 
○第７３回事務局会議以降の取組について 
 
 ＜議 事＞ 
○第 1６回「障害のある市民の雇用フォーラ

ム」実施要綱について 

○支援学校における職場開拓の取組状況      
（京都市総合支援学校進路指導主事会）

○平成２１年度障害者就職面接会 （京都障害者職業相談室）

○ワークフェア(9/14)を開催して 
○第７回アビリンピック京都大会開催について      

（京都府高齢・障害者支援協会）

○平成２１年度市民啓発の取組       （事務局）

○その他 

 第１６回「障害のある市民の雇用フォーラム」 （Ｈ．２１．１１．１１） 
○会場：メルパルク京都          ○参加企業：  社（  団体），参加者：  名 

 第７５回事務局会議（Ｈ２２．２．１７）

＜報 告＞ 
○第７４回事務局会議以降の取組について 
・第１６回「障害のある市民の雇用フォーラ

ム」について 
・平成２１年度事業報告 
・第７回アビリンピック京都大会 
  
＜議 事＞ 

○平成２２年度「巣立ちのネットＷＯＲＫ」

の事業計画について 

○平成２１年度「巣立ちのネットＷＯＲＫ」の事業報告，

 平成２１年度市民啓発の取組       （事務局）

○平成２１年度京都市総合支援学校高等部卒業生の進路

状況     （京都市総合支援学校進路指導主事会）

○障害のある人の雇用状況及び雇用失業の状況，来年度の

予算等          （京都障害者職業相談室）

○施設内定状況及び施設整備計画，来年度予算等 
     （京都市保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課）

○その他 
 

 啓発活動 
『障害者就職面接会（企業セミナー）』Ｈ２１．９／２８・２／   
『ＰＴＡフェスティバル』Ｈ２１．１２／１２ 
『小さな巨匠展』Ｈ２１．１／２８～１／３１  

 



１６回「障害のある市民の雇用フォーラム」について（案） 
 
ア．日 時  平成２１年１１月１１日（水） １３：３０～１６：３０ 
イ．会 場  メルパルク京都（５Ｆ・６Ｆ） 
ウ．目 的   
（１） 京都市総合支援学校及び京都教育大学附属特別支援学校の卒業生を，継続雇用する企業に感謝

の意を表すとともに，継続勤務している卒業生を表彰し，今後の更なる活躍を期する場とする。 
（２） 企業に職業的自立を願う総合支援学校生徒や保護者の思いを伝え，総合育成支援教育や総合支

援学校が取り組んでいる職業教育の内容や実践及び総合支援学校生徒について理解を深める場

とする。 
（３） 企業に，障害のある市民に関る認識を深めていただき，「総合支援学校生徒の進路開拓を目指す

『巣立ちのネット WORK』」の活動について知っていただくことで，企業における体験実習の

場及び雇用を働きかける場とする。 
（４） 障害のある人の雇用に関する様々な支援（学校や相談機関による支援，ジョブコーチ制度，助

成金制度，報奨金制度，トライアル雇用など）について理解を深める場とする。 
   
エ．日 程  
 １３：００～１３：３０   受 付 
 １３：３０～１３：４０   開会挨拶（１０分） 

・『巣立ちのネット WORK』代表 鈴鹿且久 
・京都市教育委員会 
・市長祝辞 

 １３：４０～１４：１０   勤続５年表彰状・感謝状の贈呈式：１４名予定（３０分） 
 １４：１０～１４：３５   全体会（２５分） 
               ・行政における障害者の就労にむけて今後の展開（仮） 

・京都市立総合支援学校の進路の取組について 
               ・分科会での基調提案について 

①企業での障害者雇用について事例紹介 
②行政からの障害者雇用に向けた取り組みについて事例紹介 
③職業学科の取り組みについて 

 １４：５０～１６：１０   分科会（８０分） 
               第一分科会「事例紹介：障害者雇用からナチュラルサポート（仮）」     

                    （企業：日本新薬） 
               第二分科会「就労支援の事例紹介・今後の事業展開について（仮）」 
                    （行政：京都府ジョブパーク・京都市障害者保健福祉局） 
               第三分科会「職業学科の取り組みについて」 
                     （学校：鳴滝総合支援学校の卒業生・白河総合支援学校の在校生の発表） 
 １６：１５～１６：２５   各分科会の報告 
１６：２５～１６：３０      閉会挨拶 
               （社団法人 京都府高齢・障害者雇用支援協会） 
１６：３０         閉会 


