愛媛県障がい者一般就労移行等促進事業

えひめ障がい者就労支援セミナー２０１９
【日 時】
1日目：令和元年１０月２５日（金）９：００～１７：０0 ( 開場8：30～ )
2日目：令和元年１０月２６日（土）９：００～１７：００ ( 開場8：30～ )
【場 所】
1日目：愛媛大学南加記念ホール
定 員：２００名
2日目：愛媛県身体障がい者福祉センター２階 大会議室
定 員：１００名
【参加費】無 料 ※駐車場が少ないため、公共の交通機関をご利用ください。
※会場が、1日目・2日目と変更になっております。お気をつけください。

【1日目】

働く人、雇う人、ともに働く人、働くを支える人・・・
みんなで、愛媛ならではの『障がい者雇用』について学び、考えます。

９：００～

９：２０

開会式

〇プログラム1-1
９：２０～１１：３０

障がい者が働くということ
社会福祉法人横浜やまびこの里

相談支援事業部

志賀 利一 氏

〇プログラム1-２
１２：３０～１４：００

障がい者雇用をするということ
NPO法人障がい者就業・雇用支援センター 理事長

秦 政氏

〇プログラム1-３
１４：１０～１５：１０

働くためのアセスメント
早稲田大学 教育・総合科学学術院 教育心理学専修

梅永 雄二 氏

〇プログラム1-４
１５：２０～１７：００

シンポジウム
障がい者雇用と就労支援の質をたかめよう！
「新しい時代の雇用の輪」
進 行：愛媛障害者職業センター所長 高木 雄二氏
パネリスト：志賀 利一氏・秦 政氏・梅永 雄二氏ほか

【2日目】

１８：００～懇親会

友輪荘にて（定員80名

参加費3５00円）

〇プログラム２
９：００～１２：００

TTAP概論 /

１３：００～１７：００

ESPIDD概論

早稲田大学 教育・総合科学学術院 教育心理学専修
大妻女子大学共生社会文化研究所

梅永 雄二 氏
縄岡 好晴 氏

主 催：愛媛県／愛媛県障がい者就業・生活支援センター連絡会
後 援：愛媛労働局／愛媛障害者職業センター/JDDnet愛媛
事務局：八幡浜・大洲圏域 障がい者就業・生活支援センターねっとWorkジョイ
【お問合せ先】TEL0894-62-7887 FAX0894-62-7886

「えひめ障がい者就労支援セミナー2019」に寄せて

研修世話人
自立屋本舗 親分 大澤隆則
この度の研修会は、10年来愛媛に呼んでいただき、共に学んできたナカポツや就労系
事業の方々と共に「もう一度障がい者が働く」ということを考えてみようと三年計画
で企画に参加いたしました。「働きたい障がい者」が何をすればよいのか、障がい者
雇用を進めるため、力強く継続していくためにはどうしたらいいのか。そして本人・
事業所（企業）・支援者をつなぐものは何かを、振り返りながら、一緒に学んでいき
たいと思います。

【講師紹介】
プログラム１－１ 志賀 利一（しが としかず）氏 社会福祉法人横浜やまびこの里 相談支援事業部長
大学を卒業後、民間の発達障害専門の診療所で働く。当時は、心理職として乳幼児から学齢時を中心とした発達障害児の療育相談
を行っていた。その後、障害者の一般就労を目指す施設の運営と就労施行支援施策の企画に協力。そして、国立のぞみの園で、知
的障害・発達障害のある人の生活上の課題と支援のあり方について調査研究を行った後、現在は横浜市内において発達障害者支援
センター等の管理業務を行っている。
プログラム１－２ 秦 政（はた まこと）氏 NPO法人障がい者就業・雇用支援センター 理事長
三重県津市出身。慶應義塾大学商学部卒業後、専門商社勤務を経て、1969年6月 リクルート入社テスト部所属。1990年2月特例子会
社リクルートプラシス設立（現リクルートオフィスサポート）専務取締役就任。現在の業務は、NPO障がい者就業・雇用支援セン
ター理事長、キューブ･インテグレーション株式会社取締役、株式会社ダブルフォース取締役、株式会社ＮＡＮＡＩＲＯアドバイザ
リー。（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構講師、（独法）労働政策研究・研修機構労働大学校講師、兵庫県立淡路景観園芸学
校講師、京都市障害者就労支援推進会議委員、秦コンサルティングオフィス代表。
専門領域は、障害者雇用全般に亘るコンサルテイング。講演は2016年度60回。
著 作『特例子会社設立マニュアル』『特例子会社運営マニュアル』『障がい者雇用促進のための119番』『精神障害者雇用のための
Q&A』執筆など多数。
プログラム１－３・10/26プログラム２ 梅永 雄二（うめなが ゆうじ）氏 早稲田大学教育・総合科学学術院 教授
昭和58年、慶応義塾大学文学部社会・心理・教育学科卒業、昭和62年、筑波大学大学院修士課程修了。
地域障害者職業センターカウンセラー、障害者職業総合センター研究員、明星大学人文学部専任講師、助教授、宇都宮大学教育学部教
授を経て現職。
著 作 ・発達障害の人の「就労支援」がわかる本(講談社)・アスペルガー症候群に特化した就労支援マニュアル－ESPIDD(明石書店)
・大人のアスペルガーがわかる（朝日新聞出版)・仕事がしたい発達障害がある人の就労相談（明石書店）
・15歳までに始めたい！発達障害の子のライフスキルトレーニング(講談社)
・自閉症スペクトラムの移行支援アセスメントプロフィール－TTAP(川島書店)
10/26プログラム２ 縄岡 好晴（なわおか こうせい）氏 大妻女子大学 共生社会文化研究所 研究員
明治学院大学 心理学部 非常勤講師鶴見大学 短期大学部 非常勤講師
2013年4月より千葉県発達障害者支援センター勤務。2019年4月より現職。
著 作・アスペルガーに特化した就労支援マニュアルESPIDD‐職業カウンセリングからフォロ―アップまで(明石書店)

TTAPとは？ESPIDDとは？
【TTAP】
TTAPとは、TEACCH Transition Assessment Profileの略語で、知的障害を伴う自閉症児童生徒の学校から成人生活へ
の移行に必要な能力や指導目標を立てるためのアセスメントです。
わが国では、知的障害特別支援学校だけではなく、就労移行支援事業所や就業・生活支援センター、地域障害
者職業センターで支援を受ける知的障害を伴う自閉症者にも有効なアセスメントです。
TTAPは「フォーマルアセスメント」と「インフォーマルアセスメント」に二分されており、フォーマルアセス
メントでは、検査道具を使って行う「直接観察尺度」の他に家庭の状況を把握する「家庭尺度」、学校や事業所
における活動や能力を整理するための「学校/事業所尺度」があります。
採点は、合格、不合格の間に「芽生え」という段階を設け、芽生えのスキルを合格に持っていくことを個別の
指導目標とします。
【ESPIDD】
ESPIDDとは、Employment Support Program for Individuals with Developmental Differenceの略語で、主に知的障害を
伴わないアスペルガー症候群に特化した就労支援のプログラムとなっています。
プログラムの中身は、職業相談から始まり、職業アセスメント、職業ガイダンス、職場実習、適職マッチング、
職場定着指導等それぞれにおいてアスペルガー症候群の特性を考慮した内容となっています。アスペルガー本人
に対しては自己理解を深め必要な職場でのソフトスキルの獲得をめざし、企業側に対してはアスペルガー症候群
に特化した合理的配慮の方法をアドバイスするプログラムが含まれています。

お申込書

申込日 令和元年

月

日

申し込み締め切り 令和元年１０月１０日
※送付状なしで、このままお送りください。
※個人情報に関しては、本研修のみ使用させていただきます。
※参加希望者多数の場合は先着順とし、締め切らせていただく場合がございます。
※希望者多数の場合はご所属内での調整をお願いすることがございます。

FAX:0894-62-7886
お名前

10/25全日程 9:00~17:00
参加・不参加

お名前

10/25全日程 9:00~17:00
参加・不参加

お名前

10/25全日程 9:00~17:00
参加・不参加

お名前

10/25全日程 9:00~17:00
参加・不参加

お名前

10/25全日程 9:00~17:00
参加・不参加

ご所属

1-1のみ 9:00~11:30
参加・不参加

ご連絡先 （職場・自宅・携帯）

1-2のみ 12:30~14:00
参加・不参加

ご所属

1-1のみ 9:00~11:30
参加・不参加

1-2のみ 12:30~14:00
参加・不参加

1-2のみ 12:30~14:00
参加・不参加

10/26全日 9:00~17:00
参加・不参加

1-2のみ 12:30~14:00
参加・不参加

10/26全日 9:00~17:00
参加・不参加

懇親会 3５00円
参加・不参加

懇親会 3５00円
参加・不参加

ご連絡先 （職場・自宅・携帯）

1-2のみ 12:30~14:00
参加・不参加

10/26全日 9:00~17:00
参加・不参加

【質問】本研修で学びたいこと、講師へのご質問などお書きください。

【通信欄】配慮が必要な方はご記入ください。

懇親会 3５00円
参加・不参加

ご連絡先 （職場・自宅・携帯）

ご所属

1-1のみ 9:00~11:30
参加・不参加

10/26全日 9:00~17:00
参加・不参加

ご連絡先 （職場・自宅・携帯）

ご所属

1-1のみ 9:00~11:30
参加・不参加

懇親会 3500円
参加・不参加

ご連絡先 （職場・自宅・携帯）

ご所属

1-1のみ 9:00~11:30
参加・不参加

10/26全日 9:00~17:00
参加・不参加

懇親会 3５00円
参加・不参加

会
場

2日目会場
1日目会場

案
内
図

【愛媛大学までの交通アクセス】

【1日目

会場地図】

国立大学法人 愛媛大学
住所：〒790-8577愛媛県松山市道後樋又10番13号
電話：089-927-9000

【２日目

会場地図】

愛媛県 身体障がい者福祉センター
住所: 〒790-0843愛媛県松山市道後町2丁目12-11
電話: 089-924-2101

