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　平成30年４月に改正障害者総合支援法が施行され、報酬改定後の第５期障害福祉計画に基づくサービス
提供が始まっています。就労系事業については、その事業目的に則った評価の仕組みが導入される等、取り
巻く環境が大きく変わることとなりました。
　こうした状況を受け、全国社会就労センター協議会は、これまでと同様に働くことを希望する障害のある
方の「働く・くらす」を支え、地域での自立生活につなげる取り組みをより一層進めるために、平成30年
度事業計画の基本方針を『より高い工賃・賃金を社会就労センターが支払えるような環境を整備する』とし
ております。就労継続支援事業の支援の質は決して工賃・賃金の多寡だけで評価できるものではありません
が、地域での自立生活を実現するための所得保障という点で高工賃・賃金が広く社会からも期待されている
との課題意識によるものです。
　今年度の総合研究大会は、この事業方針を踏まえて「社会就労センターの工賃向上・受注拡大をいかに実
現するか」をテーマとしました。高工賃・賃金に向けた支援だけでなく、作業環境整備も含めたその人の希
望や状況にあった就労機会（一般就労含）の提供、住まいの場の提供も含めた生活課題への対応等、社会就
労センターに求められる幅広い役割があります。まさにテーマの副題にある「障害のある方の地域生活を支
えるためにどのように“働く”を支えるか」を関係者間で検討・共有することを目的に開催いたします。
　最後に、総合研究大会は７ブロック持ち回りで開催しておりますが、東北ブロックでの開催は平成15年
度の岩手大会以来となります。平成23年７月に青森県での開催を予定しておりましたが、東日本大震災に
より開催地を変更しました。東北地方の社会就労事業の振興につなげる契機とすべく、全国からの多くの社
会就労センターの関係者にご参集いただくことを期待しております。

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会
〔共催〕■ 認定特定非営利活動法人 日本セルプセンター
　　　■ 社会福祉法人 青森県社会福祉協議会
　　　■ 東北地区社会就労センター協議会　
　　　■ 青森県社会就労センター協議会

■ 厚生労働省　■ 青森県　■ 青森市
■ 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会

平成30年７月12日（木）～13日（金）〔２日間〕

「ホテル青森」３Ｆ『孔雀の間』（全体会場）
〒 030-0812　青森県青森市堤町 1 丁目 1-23　（TEL：017-775-4141）

（会場地図は別紙「大会参加のご案内」の「宿泊施設及び会場マップ」参照）
※大会２日目の分科会の一部会場は近隣の「ホテルクラウンパレス青森」となります。

500名

■ 社会就労センター（就労支援事業所、障害者支援施設等）に勤務する役職員 
■ 都道府県・指定都市、市区町村の行政職員および社会福祉協議会役職員
■ 社会就労センターを利用する本人およびご家族等

平成30（2018）年度
全国社会就労センター総合研究大会（青森大会）

開催要綱
社会就労センターの工賃向上・受注拡大をいかに実現するか

～障害のある方の地域生活を支えるためにどのように“働く”を支えるか～テーマ
社会就労センター［セルプ］

３.  後援（予定）

２.  主　　催

４.  日　　程

５.  会　　場

   １.  趣　　旨

６.  募集人数

７.  参加対象
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時　  間 内  　　　容
10:30～11:30 開会式 ・永年勤続表彰式

＜開会挨拶＞ 全国社会就労センター協議会 会長　阿由葉　寛
　　　　　　 日本セルプセンター　　　　 会長　髙江　智和理
＊ 「永年勤続表彰」は、社会就労センター等に20年以上勤務している職員の方で、社

会就労センターを経営（運営）する法人の理事長より推薦された方に対して、セル
プ協会長が表彰します。

11:30～12:30
（60分）

行政説明「障害保健福祉施策の動向について」
　厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課
＊ 障害保健福祉施策について、就労支援に係る動向（平成30年４月の報酬改定及び改

正障害者総合支援法の施行（就労定着支援事業の創設等）後の状況等）を中心にご
説明いただきます。

12:30～13:30 昼食・休憩

13:30～15:30
（120分）

シンポジウム「工賃向上・受注拡大をいかに実現するか
　　　　　　　～働くことを希望する障害のある方の社会参加と地域に

おける自立生活の実現に向けて～」
＜シンポジスト（４名程度）＞ 
　日本財団 公益事業部 国内事業開発チーム チームリーダー　竹村　利道 氏
　全国社会就労センター協議会 会長　阿由葉　寛
　（※他２名程度　調整中）
＊ 本会の平成30年度事業計画の重点対応事項として、工賃・賃金向上、受注拡大方策

の具体化を進めるために、高工賃・賃金を実現している事業所や外部有識者に参画
いただく特別委員会を設けることとしています。同委員会のメンバーより、工賃向上・
受注拡大をいかに実現するかを議論します。

15:30～15:45 休憩

15:45～16:45
（60分）

報告「ユニバーサル農業の実践に見る農福連携の可能性」
　京丸園株式会社　園主　鈴木　厚志 氏
＊ 高齢者や障害者等の社会参加と農業の担い手を広げる「ユニバーサル農業」を静岡

県浜松市で行っている京丸園㈱より実践報告をいただき、障害者就労支援施設・事
業所が農福連携に取り組むうえでのポイントを学びます。

16:45～17:00 休憩

17:00～18:00
（60分）

リレーリポート「災害時の要配慮者支援を考える
～平成28年台風第10号災害における岩手県内の取組から～」

・報告①「施設全避難の経験から」
　（福）岩手県社会福祉事業団 救護施設松山荘 施設長　中村　光一 氏

・報告②「岩手県災害派遣福祉チームによる岩泉町支援の取組から」
　岩手県社会福祉協議会  岩手県災害派遣福祉チーム事務局　加藤　良太 氏
＊ 平成28年台風第10号により利用者全員の広域避難を余儀なくされた施設の経験か

ら、また、東日本大震災を機に岩手県に創設された避難所等における要配慮者の支
援を担う「災害派遣福祉チーム」の実際の活動から、災害時の要配慮者支援につい
て考えていただく機会とします。

18:00～18:50 移動・休憩

18:50～20:30 情報交換会〔希望者のみ〕

【第１日　７月12日（木）】

９. プログラム

■ 主催団体会員施設・事業所　　　１名につき15,000円
■ 未加入施設・事業所　　　　　　１名につき38,000円
※ 行政職員、社協役職員、利用者本人及びご家族の方は会員施設・事業所の参加費を適

用します。
※ 参加申し込みと同時に加入申し込みをされた場合、会員扱いとします。
※ 永年勤続表彰を受けられる方で、表彰式のみに参加される方は、参加費は必要ありま

せん（表彰式以外のプログラムに参加する場合は参加費をいただきます）。

（※ 予定であり変更の可能性があります）

８.  参  加  費
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時　  間 内  　　　容
9:00～11:00

（120分）
分科会（事業種別部会等）
① 生保・社会事業部会（運営：セルプ協 生保・社会事業部会 幹事会）
　 ※ 生活保護授産施設、社会事業授産施設の方が主な参加対象となります。
② 雇用事業部会（運営：セルプ協 雇用事業部会 幹事会）
　 ※ 就労継続支援Ａ型事業所の方が主な参加対象となります。
③ 就労継続支援事業部会（運営：セルプ協 就労継続支援事業部会 幹事会）
　 ※ 就労継続支援Ｂ型事業所の方が主な参加対象となります。
④ 就労移行支援事業部会（運営：セルプ協 就労移行支援事業部会 幹事会）
　 ※ 就労移行支援事業所、就労定着支援事業所の方が主な参加対象となります。
⑤ 生産活動・生活介護事業部会（運営：セルプ協 生産活動・生活介護事業部会 幹事会）
　 ※ 生活介護事業所、地域活動支援センターの方が主な参加対象となります。
⑥ くらす検討会（運営：セルプ協 制度・政策・予算対策委員会）
　 ※ この分科会は、グループホームや施設入所支援等の“くらす”の場面の支援に従

事している方が主な参加対象となります。
＊ ５つの就労支援事業と住まいに係る事業の計６つの分科会を設けます。各事業の、

①現状と課題を踏まえ今後の制度改善に向けた方策を検討すること、②各事業の役
割をいかに果たしていくかの視点を共有することを目的に、実践報告や討議を実施
します。各分科会のプログラムは４～５月の部会幹事会等での協議を経て決定しま
すので、詳細はセルプ通信速報を通じて５月下旬を目途にご案内いたします。

11:00～11:20 休憩、全体会場へ移動

11:20～12:20
（60分）

特別講演「奇跡のリンゴを実現した力（仮題）」
　株式会社木村興農社　代表　木村　秋則 氏
＊ 無農薬でのりんご栽培への挑戦の物語は、ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」

で全国に紹介されると、たちまち大きな反響を呼び、書籍となり、映画にもなりま
した。木村氏自らこの挑戦についてお話しくださいます。

12:20～12:30 閉会式　＜次年度開催県挨拶＞ とくしま障害者授産支援協議会
　　　　　　　　　　 ※ 2019年度大会は2019年７月に徳島県で開催予定です。

　　　　＜閉会挨拶＞ 全国社会就労センター協議会　副会長　叶　義文

【第２日　７月13日（金）】

　参加、宿泊等お申し込み受付は「名鉄観光サービス㈱青森支店」が行います。別添の「大会参加のご案内」
をご参照のうえ、「申込書」（「大会参加のご案内」の最終ページに掲載しています）をＦＡＸで送ってくだ
さい（宿泊・昼食・情報交換会が不要な方も参加申込は行ってください）。ＷＥＢ申込みも可能ですので、
詳細は「大会参加のご案内」をご確認ください。
※ 車いす利用や、手話通訳・要約筆記等の希望等、大会参加にあたって配慮が必要なことがありましたら、

事前にお知らせください（申込書の通信欄をご活用ください）。

【申込・問合先】名鉄観光サービス㈱青森支店（担当：近藤、大水、和田）
　〒030-0802　青森県青森市本町1-2-15　青森本町第一生命ビル内
　TEL：017-776-5291　FAX：017-776-5232　E-mail：aomori@mwt.co.jp

  10.  申込方法 （インターネット（ＷＥＢ）申込み、又はＦＡＸ申込みのどちらか）

　分科会では、実践報告等に続いて６～８人のグループに分かれてディスカッション（討議）を実施する予
定です。グループ編成は事前に行いますので、当日の運営を円滑に進めるためにも、分科会を欠席される場
合は、申し込みとあわせて事前にご連絡ください（分科会希望欄に “ 欠席 ” とご記入ください）。
※ 分科会によっては、グループ討議を行わない場合もあります。

  11.  分科会（事業種別部会等）
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※ 締切日前でも、募集人数に達した場合はお断りをすることがありますので、ご了承ください。

（１）６月中旬に請求書と参加券を郵送いたします。期日までにお振込みをお願いいたします。なお、参加
券は当日必ず会場受付にお持ちください。

（２）参加の変更や取り消しは、お送りいただいた申込書に訂正箇所がわかるようにして、ＦＡＸで名鉄観
光サービス㈱青森支店へご連絡ください（ＷＥＢ申込の方は申込みサイトで手続きしてください）。

（３）申込締切日以降の参加の取り消しについては、大会終了後に資料一式をお送りし、参加費のご返金は
いたしませんので、予めご了承ください。

（４）領収書は、お振込み時の控えをもって領収書に代えさせていただきます。別途参加費の領収書がご必
要な場合は、申込書の備考欄に希望する旨の記載をお願い致します。

（１）「申込書」にご記入いただいた個人情報につきましては、申込受付等委託業者（名鉄観光サービス㈱青
森支店）とセルプ協事務局で共同利用させていただきます。

（２）個人情報は、参加申込受付、参加にあたり希望される宿泊等のサービス提供など、大会運営に必要な
範囲内で使用いたします。

（３）参加者の交流に資するため「申込書」をもとに参加者名簿（参加者氏名及び役職、施設・事業所名及
び実施事業種類を掲載）を作成し、当日配布しますのでご了承ください。

全国社会就労センター協議会（「セルプ協」）事務局〔担当：寺西、小髙、安藤〕
　〒100-8980　東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞が関ビル
　社会福祉法人 全国社会福祉協議会　高年・障害福祉部内
　TEL：03-3581-6502　FAX：03-3581-2428
　Ｅ-mail：selp@shakyo.or.jp　WebサイトURL  http://www.selp.or.jp/

  12.  参加申込締切

  13.  参加費の支払い・変更・取消

  14.  個人情報の取り扱い

  15.  大会の内容に関する問合先（セルプ協事務局）

平成30年６月13日（水）必着

参考：全国社会就労センター協議会 平成30年度研修会の予定（※約２か月前に開催要綱発送予定）

＊「ナイスハートバザール担当者研修会」
　〔日程／会場〕平成30年８月20日（月）／全社協会議室（東京都千代田区）
　〔定員／対象〕60名／社会就労センターにおいて製品等の企画・販売を担当している管理者・職員

＊「第23期（平成30年度）リーダー養成ゼミナール」
　〔日程／会場〕（前期面接事業）平成30年８月22日（水）～24日（金）
 　　　　　　  （後期面接事業）平成31年１月16日（水）～18日（金）
 　　　　　　  （修了式）平成31年３月（１日間）　　※会場はいずれも全社協会議室
　〔定員／対象〕18名／社会就労センターの若手管理者およびリーダー職員

＊「平成30年度 全国社会就労センター協議会 課題別専門研修会」
　〔日程／会場〕平成30年10月13日（土）～14日（日）／全社協灘尾ホール・会議室
　〔定員／対象〕150名／社会就労センターの職員（主に新人～中堅）

＊「全国共同受注窓口担当者会議」
　〔日程／会場〕平成30年11月30日（金）／全社協会議室
　〔定員／対象〕50名／共同受注窓口組織の役職員、行政職員

＊「平成30年度リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会」
　〔日程／会場〕平成31年１月15日（火）～16日（水）　
　〔定員／対象〕50名／リーダー養成ゼミナール修了生、受講者及び受講を検討している方

＊「平成30年度 全国社会就労センター長研修会」
　〔日程／会場〕平成31年２月27日（水）～28日（木）／全社協灘尾ホール
　〔定員／対象〕350名／社会就労センターの管理者


