
別添 

「就労支援フォーラムNIPPON 2019」プログラム 

＜1 日目＞12 月 14 日（土）13：00～18：15（18：30～ ナイトセッション） ※開場 12:00 

13:00 オープニング 

13:40～ 

14:00 

メッセージ 

「障害者就労支援に期待すること」 

村木厚子 津田塾大学 客員教授 

14:05～ 

15:05 

オープニングセッション 

「アップデート」 

後藤千絵 一般社団法人サステイナブル・サポート 代表理事 

安田祐輔 株式会社キズキ 代表取締役社長 

川俣聡司 社会福祉法人愛光園 理事 

吉原大樹 社会福祉法人筑紫会 常務理事 

斉藤 剛 NPO 法人レジスト 理事長 

進行／枡谷礼路 NPO 法人み・らいず 理事 
 

15:20～ 

16:45 

パネルディスカッション① 

「やらなければならないことから逆算し報酬改定を考える」 

源河真規子 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 課長 

金塚たかし NPO 法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 統括施設長 

北川雄史 社会福祉法人いぶき福祉会 専務理事／きょうされん就労支援部会員 

久保寺一男 NPO 法人就労継続支援 A 型事業所全国協議会 理事長 

進行／奥西利江 社会福祉法人維雅幸育会 ふっくりあモォンマール 管理者 
 

17:00～ 

18:15 

パネルディスカッション② 

「国など公共機関で働く障害者の支援について ～批判を超えて当事者、職場のために何をすべきか～ 」 

小野寺徳子 厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課 課長 

眞保智子 法政大学現代福祉学部・大学院人間社会研究科 教授 

奥平真砂子 公益財団法人笹川平和財団 経営企画部 特任調査役 

酒井京子 NPO 法人全国就業支援ネットワーク 代表理事 

進行／野路和之 NPO 法人わかくさ福祉会 障害者就業・生活支援センター TALANT センター長 
 

18:30～ 

20:30 

ナイトセッション 

「ポスターセッション “計画・挑戦・実践・更新”」 

「アップデート Part2 “ザ・プレゼンテーション”」 

 

※開催時間中は参加も出入りも自由です（事前にフォーラムへの参加申し込みが必要です） 

 

 
 



＜2 日目＞12 月 15 日（日）9：00～16：00 ※開場 8:30 

9:00～ 

10:30 

分科会Ⅰ ※6 会場で同時進行／定員あり／事前登録制 

Ⅰ‒ア 「就労移行支援事業の支援者に求められること ～アセスメントとジョブマッチングの視点から支援

の質を考える～ 」 

中山 肇 NPO 法人リエゾン 就労移行支援事業所リエゾン 所長 

星明聡志 社会福祉法人北摂杉の子会 ジョブジョイントおおさか 所長 

進行／稲葉健太郎 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーショ

ンセンター 自立支援部 就労支援課長 

 

Ⅰ‒イ 「障害の重い人の“はたらく”を支える実践からみえてくること」 

福島さち子 社会福祉法人あけぼの福祉会 府中共同作業所 支援員 

竹腰龍太 社会福祉法人いぶき福祉会 ごんのしまカンパニー 支援員 

助言者／塩田 彩 毎日新聞統合デジタル取材センター 

進行／北川雄史 社会福祉法人いぶき福祉会 専務理事 

 

Ⅰ‒ウ 「もうそろそろ本気で工賃倍増 Part 2～セルプ／工賃向上・受注拡大実現特別委員会進捗報告～」 

志賀正幸 社会福祉法人つかさ会 理事長 

新堂 薫 社会福祉法人武蔵野千川福祉会 常務理事／チャレンジャー 施設長 

奥西利江 社会福祉法人維雅幸育会 ふっくりあモォンマール 管理者 

進行／叶 義文 社会福祉法人キリスト者奉仕会 理事長 

 

Ⅰ‒エ 「精神障害者の社会的復権と就労～就労支援のあり方を権利擁護の視点から問い直す～ 」 

廣江 仁 社会福祉法人養和会 理事長 

中原さとみ 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 桜ヶ丘記念病院 精神保健福祉士 

太田隆康 独立型精神保健福祉士事務所 相談室あめあがり 代表 

谷奥大地 公益財団法人浅香山病院 アンダンテ就労支援ステーション サービス管理責任者 

進行／森 克彦 公益財団法人浅香山病院 アンダンテ就労支援ステーション 管理者 

 

Ⅰ‒オ 「精神障害者に対する就労支援のコツ～対応が困難と言われる事例も捉え方と介入の工夫次第～」 

金川善衛 医療法人清風会茨木病院 デイケアセンター 作業療法士 

千葉由香里 株式会社ハートスイッチ サービス管理責任者 

中越太一 社会福祉法人ファミーユ高知 しごと・生活サポートセンターウェーブ 副センター長・サービス

管理責任者 

峰野和仁 社会福祉法人復泉会 くるみ共同作業所 施設長 

進行／野﨑智仁 国際医療福祉大学 助教 

助言者／小川 浩 大妻女子大学人間関係学部 教授 

 

 



Ⅰ‒カ 「本物の農福連携とは？～巷にあふれる家庭菜園をそう呼ばない～」 

難波良多 農林水産省農村振興局農村政策部 都市農村交流課 都市農業室長（兼農福連携推進担当） 

林 博文 NPO 法人ピアファーム 理事長 

久万真毅 山陽新聞社 経済部記者 

進行／竹村利道 日本財団公益事業部国内事業開発チーム シニアオフィサー 

11:00～

12:30 

分科会Ⅱ ※6 会場で同時進行／定員あり／事前登録制 

Ⅱ‒キ 「障害者就業・生活支援センターのこれからを考える～生活困窮者等のうち障害が窺われるものへの

支援についてみんなでセッション！～」 

大戸優子 千葉県生活困窮者自立支援実務者ネットワーク 会長 

前野哲哉 大阪市障がい者就業・生活支援センター センター長 

コーディネーター／藤尾 健二 全国就業支援ネットワーク障害者就業・生活支援センター部会 部会長 

 

Ⅱ‒ク 「就労支援の変化の中であらためてジョブコーチのあり方を問う」 

新荘暢孝 社会福祉法人南高愛隣会・長崎障害者就業・生活支援センター 主任職場定着支援担当者 

鈴木 修 NPO 法人くらしえん・しごとえん 代表理事 

滝谷和久 豊通オフィスサービス株式会社 業務グループ グループリーダー 

進行／若尾勝己 NPO 法人東松山障害者就労支援センター 代表理事 

助言者／小川 浩 大妻女子大学人間関係学部 教授 

 

Ⅱ‒ケ 「破綻解雇事件のあと、A 型事業所は存続できるのか？～働きがいのある仕事の提供ができないとこ

ろは撤退か？良きと悪しき事業所が徹底討論～」 

萩原義文 NPO 法人就労継続支援 A 型事業所全国協議会 副理事長 

前田隆之 都市環境サービス株式会社 代表取締役 

加藤裕二 社会福祉法人オリーブの樹 理事長 

進行／朝日雅也 埼玉県立大学 副学長／保健医療福祉学部社会福祉子ども学科 教授 

 

Ⅱ‒コ 「工賃向上を支える共同受注窓口機能とは」 

寺口能弘 NPO 法人のんぴーり青山の会 理事長 

永田弘幸 社会福祉法人福井県セルプ 福井県セルプ振興センター センター長 

安部善明 NPO 法人島根県障がい者就労事業振興センター 事務局長 

進行／髙江智和理 社会福祉法人北海道光生舎 理事長 

 

Ⅱ‒サ 「雇用企業での定着推進とは～定着化向上の方向性～当事者だからできる支援と業務」 

田中章仁 NTT クラルティ株式会社 営業部 アクセシビリティ推進室 担当課長代理 

山内礼美 トヨタループス株式会社 管理部 経理・総務グループ 

藤田英親 国分寺すずかけ心療クリニック 院長 

進行／有村秀一 一般社団法人障害者雇用企業支援協会 理事 



 

Ⅱ‒シ 「働いて元気になる！」 

中谷真樹 公益財団法人住吉偕成会 住吉病院 院長 

工藤泰世 公益財団法人住吉偕成会 すみよし障がい者就業・生活支援センター（生活支援担当） 

進行／末安民生 岩手医科大学看護学部 教授／一般社団法人日本精神科看護協会 相談役 

13:30～

14:45 

パネルディスカッション③「障害者雇用ビジネス～それは“安易な雇用”ではないのか？～」 

中島隆信 慶應義塾大学商学部 教授 

中村健太郎 アクセンチュア株式会社 戦略コンサルティング本部 マネジング・ディレクター 

藤尾健二 千葉障害者就業支援キャリアセンター センター長 

山田雅彦 厚生労働省政策立案総括審議官 

玉木幸則 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 地域生活支援課 地域福祉権利擁護係 係長 

進行／中野香帆里 ジャーナリスト／早稲田大学ジャーナリズム研究所 招聘研究員 

14:50～

15:50 

シンポジウム「WORK! DIVERSITY は働きづらさに何をもたらすか」 

衛藤晟一 参議院議員／自由民主党 

清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団 理事長／全国社会福祉協議会 会長 

堀家春野 NHK 解説委員 

炭谷 茂 社会福祉法人恩賜財団済生会 理事長 

伊原和人 厚生労働省政策統括官 

進行／駒村康平 慶應義塾大学経済学部 教授 

15:50～

16:00 
エンディング 

※プログラムのタイトルはすべて仮題です。内容、出演者、時間帯などは調整中のため変更することがあります。 

 


