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障害者雇用・就労促進　連携プログラム2011　事業名一覧【事業番号順】

視点 行動 番号 事業名 事業所管

視点 1

行動 1
地域の就労支援ネットワークを構築
します。

1-1 就労支援ネットワーク強化・充実事業 福祉保健局

1-2 職業リハビリテーション推進フォーラムの実施 東京障害者職業センター

行動 2
障害者のライフステージを通じた就
労を支援します。

2-1 区市町村障害者就労支援事業の充実 福祉保健局

2-2 障害者就業・生活支援センター事業の拡充
東京労働局・産業労働
局 ･ 福祉保健局

2-3 障害者一般就労・職場定着促進支援事業 福祉保健局

2-4 離職・再チャレンジ支援助成事業 福祉保健局

2-5
障害者支援施設等における若年障害者雇用促
進事業

福祉保健局

視点 2

行動 3
職業的自立を支援する職業教育を充
実します。

3-1 民間を活用した企業開拓 教育庁

3-2
知的障害が軽い生徒を対象とした特別支援学
校高等部の設置

教育庁

行動 4
障害者ニーズ・企業ニーズに応じた
職業訓練を実施します。

4-1
東京障害者職業能力開発校における訓練の推
進

産業労働局

4-2
一般校における障害者職業能力開発訓練の推
進

産業労働局

行動 5
企業等での訓練・実習の場を拡充し
ます。

5-1 障害者職場実習ステップアップモデル事業 福祉保健局

5-2 障害者の態様に応じた多様な委託訓練の拡充 産業労働局

5-3 職場実習・職場見学促進事業 福祉保健局

5-4 離職障害者職場実習事業 福祉保健局

視点 3 行動 6
福祉施設においてキャリアカウンセ
リングを実施します。

6-1 地域開拓促進コーディネーターの設置 福祉保健局

6-2 キャリアカウンセリングの普及 福祉保健局

視点 4

行動 7
福祉施設の従事者の人材育成を図り
ます。

7-1 就労支援体制レベルアップ事業 福祉保健局

7-2
就労支援に関する助言・援助・実務的研修の
提供

東京障害者職業センター

行動 8
効果的な就労支援ツールを普及させ
ます。

8-1 支援プログラム（職業評価等）の普及 東京障害者職業センター

視点 5

行動 9
精神障害者のグループ就労、医療連
携の仕組み作り、職場復帰の支援に
取り組みます。

9-1
精神障害者雇用好事例リーフレットの作成・配
布

産業労働局

9-2 東京ジョブコーチ支援事業の推進 東京しごと財団

9-3
精神障害者の雇用支援ネットワークの充実・強
化

東京障害者職業センター

9-4 精神障害者の職場復帰支援の推進 東京障害者職業センター

9-5 精神障害者の雇用継続支援の推進 東京障害者職業センター

9-6
総合就労支援プログラム「トライワークプロジェ
クト」

福祉保健局

9-7 事業の紹介（精神障害者雇用安定奨励金） 東京労働局

9-8 精神医療機関就労支援研修事業 福祉保健局

行動 10
「精神障害者ステップアップ雇用奨励
金」を積極的に活用します。

10-1 事業の紹介（ステップアップ雇用奨励金） 東京労働局



56

連携プログラム　2011

視点 行動 番号 事業名 事業所管

視点 6

行動 11
経営者へ障害者雇用の働きかけを推
進します。

11-1 企業への障害者雇用相談の実施 東京経営者協会

11-2
【緊急雇用創出事業】企業等の訪問による障害
者雇用普及啓発事業

産業労働局

11-3 「特例子会社等設立促進助成金」の活用 東京労働局

11-4 事業の紹介（難治性疾患患者雇用開発助成金） 東京労働局

11-5 事業の紹介（発達障害者雇用開発助成金） 東京労働局

11-6 事業の説明（職場支援従事者配置助成金） 東京労働局

11-7
事業の説明（重度障害者等多数雇用施設設置
等助成金）

東京労働局

行動 12
企業への障害者雇用の啓発活動を推
進します。

12-1 経営者向けセミナー等の実施 東京経営者協会

12-2 事業者向けセミナー等の実施 東京商工会議所

12-3 特別支援学校等との情報交換 東京商工会議所

12-4 企業向け普及啓発セミナー
産業労働局 ･ 福祉保健
局 ･ 教育庁

12-5 企業向けワークショップ等の実施 東京障害者職業センター

行動 13
「障害者雇用支援月間」「障害者週間」
等での PR を充実します。

13-1 障害者雇用支援月間における情報発信関係事業 東京しごと財団

13-2 障害者週間における PR の実施 福祉保健局

行動 14
障害者雇用好事例や職場で配慮すべ
き事項を紹介します。

14-1
就労支援機関 PR ～企業向け DVD の作成・
配布

福祉保健局

14-2 学校 PR ～企業向け DVD の作成の推進（再掲） 教育庁

14-3 雇用好事例集などの作成 東京障害者職業センター

14-4 障害者雇用実態調査の実施 産業労働局

視点 7

行動 15
中小企業の雇用に向けた新たな仕組
みを検討します。

15-1
事業協同組合の活用による新たな仕組みの検
討

東京都中小企業団体中央会

行動 16 中小企業に対する支援を強化します。

16-1 中小企業障害者雇用支援助成事業 産業労働局

16-2 東京ジョブコーチ支援事業の推進（再掲） 東京しごと財団

16-3 総合コーディネート事業の推進 東京しごと財団

16-4 障害者雇用優良企業登録制度の推進 産業労働局

16-5 「特定求職者雇用開発助成金」の活用 東京労働局

16-6 「障害者雇用ファースト・ステップ奨励金」の活用 東京労働局

16-7 オーダーメイド型障害者雇用支援サポート事業 産業労働局

視点 8 行動 17
企業等への法定雇用率達成に向けた
指導を強化します。

17-1 基準に基づいた指導 東京労働局

視点 9 行動 18
都庁でのチャレンジ雇用を拡充しま
す。

18-1 教育委員会の一般の雇用の拡充 教育庁

18-2 チャレンジ雇用の拡充　
産業労働局 ･ 福祉保健
局

18-3 【緊急雇用創出事業】によるチャレンジ雇用
産業労働局 ･ 福祉保健
局 ･ 教育庁

視点 10

行動 19
「キャリア形成シート（個別移行支援
計画を含む）」を就労支援機関、企
業等に引き継ぎます。

19-1 個別移行支援計画の引継ぎ 教育庁

行動 20
ハローワーク、福祉施設、就労支援
機関、企業が顔の見える関係を構築
します。

20-1 ハローワークを中心としたチーム支援の実施 東京労働局
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視点 行動
事業 
番号

事業名 事業所管

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労、医療連携の
仕組み作り、職場復帰の支援に取り組み
ます。

9-7 事業の紹介（精神障害者雇用安定奨励金） 東京労働局

視点 5 行動10
「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」
を積極的に活用します。

10-1 事業の紹介（ステップアップ雇用奨励金） 東京労働局

視点 6 行動11
経営者へ障害者雇用の働きかけを推進し
ます。

11-3 「特例子会社等設立促進助成金」の活用 東京労働局

視点 6 行動11
経営者への障害者雇用の働きかけを推進
します。

11-4
事業の紹介（難治性疾患患者雇用開発助
成金）

東京労働局

視点 6 行動11
経営者への障害者雇用の働きかけを推進
します。

11-5 事業の紹介（発達障害者雇用開発助成金） 東京労働局

視点 6 行動11
経営者への障害者雇用の働きかけを推進
します。

11-6 事業の説明（職場支援従事者配置助成金） 東京労働局

視点 6 行動11
経営者への障害者雇用の働きかけを推進
します。

11-7
事業の説明（重度障害者等多数雇用施設
設置等助成金）

東京労働局

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-5 「特定求職者雇用開発助成金」の活用 東京労働局

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-6
「障害者雇用ファースト・ステップ奨励金」
の活用

東京労働局

視点 8 行動17
企業等への法定雇用率達成に向けた指導
を強化します。

17-1 基準に基づいた指導 東京労働局

視点 10 行動 20
ハローワーク、福祉施設、就労支援機関、
企業が顔の見える関係を構築します。

20-1 ハローワークを中心としたチーム支援の実施 東京労働局

視点 1 行動1 地域の就労支援ネットワークを構築します。 1-1 就労支援ネットワーク強化・充実事業 東京都（福祉保健局）

視点 1 行動 2
障害者のライフステージを通じた就労を
支援します。

2-1 区市町村障害者就労支援事業の充実 東京都（福祉保健局）

視点 1 行動 2
障害者のライフステージを通じた就労を
支援します。

2-3 障害者一般就労・職場定着促進支援事業 東京都（福祉保健局）

視点 1 行動 2
障害者のライフステージを通じた就労を
支援します。

2-4 離職・再チャレンジ支援助成事業 東京都（福祉保健局）

視点 1 行動 2
障害者のライフステージを通じた就労を
支援します。

2-5
障害者支援施設等における若年障害者雇
用促進事業

東京都（福祉保健局）

視点 2 行動 5 企業等での訓練・実習の場を拡充します。 5-1 障害者職場実習ステップアップモデル事業 東京都（福祉保健局）

視点 2 行動 5 企業等での訓練・実習の場を拡充します。 5-3 職場実習・職場見学促進事業 東京都（福祉保健局）

視点 2 行動 5 企業等での訓練・実習の場を拡充します。 5-4 離職障害者職場実習事業 東京都（福祉保健局）

視点 3 行動 6
福祉施設においてキャリアカウンセリング
を実施します。

6-1 地域開拓促進コーディネーターの設置 東京都（福祉保健局）

視点 3 行動 6
福祉施設においてキャリアカウンセリング
を実施します。

6-2 キャリアカウンセリングの普及 東京都（福祉保健局）

視点 4 行動 7 福祉施設の従事者の人材育成を図ります。 7-1 就労支援体制レベルアップ事業 東京都（福祉保健局）

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労や医療連携の仕
組み作り、職場復帰の支援に取り組みます。

9-6
総合就労支援プログラム「トライワークプ
ロジェクト」

東京都（福祉保健局）

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労、医療連携の 
仕組み作り、職場復帰の支援に取り組み
ます。

9-8 精神医療機関就労支援研修事業 東京都（福祉保健局）

視点 6 行動13
「障害者雇用支援月間」「障害者週間」等
での PR を充実します。

13-2 障害者週間における PR の実施 東京都（福祉保健局）

視点 6 行動14
障害者雇用好事例や職場で配慮すべき事
項を紹介します。

14-1
就労支援機関 PR ～企業向け DVD の作
成・配布

東京都（福祉保健局）

視点 2 行動 4
障害者ニーズ・企業ニーズに応じた職業訓
練を実施します。

4-1
東京障害者職業能力開発校における訓練
の推進

東京都（産業労働局）

視点 2 行動 4
障害者ニーズ・企業ニーズに応じた職業訓
練を実施します。

4-2
一般校における障害者職業能力開発訓練
の推進

東京都（産業労働局）

視点 2 行動 5 企業等での訓練・実習の場を拡充します。 5-2
障害者の態様に応じた多様な委託訓練の
拡充

東京都（産業労働局）
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視点 行動
事業 
番号

事業名 事業所管

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労や医療連携の
仕組み作り、職場復帰の支援に取り組み
ます。

9-1
精神障害者雇用好事例リーフレットの作
成・配布

東京都（産業労働局）

視点 6 行動11
経営者へ障害者雇用の働きかけを推進し
ます。

11-2
【緊急雇用創出事業】企業等の訪問による
障害者雇用普及啓発事業

東京都（産業労働局）

視点 6 行動14
障害者雇用好事例や職場で配慮すべき事
項を紹介します。

14-4 障害者雇用実態調査の実施 東京都（産業労働局）

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-1 中小企業障害者雇用支援助成事業 東京都（産業労働局）

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-4 障害者雇用優良企業登録制度の推進 東京都（産業労働局）

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-7
オーダーメイド型障害者雇用支援サポート
事業

東京都（産業労働局）

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労や医療連携の仕
組み作り、職場復帰の支援に取り組みます。

9-2 東京ジョブコーチ支援事業の推進 東京都（東京しごと財団）

視点 6 行動13
「障害者雇用支援月間」「障害者週間」等
での PR を充実します。

13-1
障害者雇用支援月間における情報発信関
係事業

東京都（東京しごと財団）

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-2 東京ジョブコーチ支援事業の推進（再掲） 東京都（東京しごと財団）

視点 7 行動16 中小企業に対する支援を強化します。 16-3 総合コーディネート事業の推進 東京都（東京しごと財団）

視点 1 行動 2
障害者のライフステージを通じた就労を
支援します。

2-2 障害者就業・生活支援センター事業の拡充
東京労働局・東京都（産
業労働局・福祉保健局）

視点 6 行動12
企業への障害者雇用の啓発活動を推進し
ます。

12-4 企業向け普及啓発セミナー
東京都（産業労働局・福
祉保健局・教育委員会）

視点 9 行動18 都庁でのチャレンジ雇用を拡充します。 18-2 チャレンジ雇用の拡充　
東京都（産業労働局・福
祉保健局）

視点 9 行動18 都庁でのチャレンジ雇用を拡充します。 18-3 【緊急雇用創出事業】によるチャレンジ雇用
東京都（産業労働局・福
祉保健局・教育委員会）

視点 2 行動 3
職業的自立を支援する職業教育を充実し
ます。

3-1 民間を活用した企業開拓 東京都（教育委員会）

視点 2 行動 3
職業的自立を支援する職業教育を充実し
ます。

3-2
知的障害が軽い生徒を対象とした特別支
援学校高等部の設置

東京都（教育委員会）

視点 6 行動14
障害者雇用好事例や職場で配慮すべき事
項を紹介します。

14-2
学校 PR ～企業向け DVD の作成の推進

（再掲）
東京都（教育委員会）

視点 9 行動18 都庁でのチャレンジ雇用を拡充します。 18-1 教育委員会の一般の雇用の拡充 東京都（教育委員会）

視点 10 行動19
「キャリア形成シート（個別移行支援計画
を含む）」を就労支援機関、企業等に引き
継ぎます。

19-1 個別移行支援計画の引継ぎ 東京都（教育委員会）

視点 1 行動1 地域の就労支援ネットワークを構築します。 1-2
職業リハビリテーション推進フォーラムの
実施

東京障害者職業センター

視点 4 行動 7 福祉施設の従事者の人材育成を図ります。 7-2
就労支援に関する助言・援助・実務的研
修の提供

東京障害者職業センター

視点 4 行動 8 効果的な就労支援ツールを普及させます。 8-1 支援プログラム（職業評価等）の普及 東京障害者職業センター

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労や医療連携の
仕組み作り、職場復帰の支援に取り組み
ます。

9-3
精神障害者の雇用支援ネットワークの充
実・強化

東京障害者職業センター

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労や医療連携の
仕組み作り、職場復帰の支援に取り組み
ます。

9-4 精神障害者の職場復帰支援の推進 東京障害者職業センター

視点 5 行動 9
精神障害者のグループ就労や医療連携の
仕組み作り、職場復帰の支援に取り組み
ます。

9-5 精神障害者の雇用継続支援の推進 東京障害者職業センター

視点 6 行動12
企業への障害者雇用の啓発活動を推進し
ます。

12-5 企業向けワークショップ等の実施 東京障害者職業センター

視点 6 行動14
障害者雇用好事例や職場で配慮すべき事
項を紹介します。

14-3 雇用好事例集などの作成 東京障害者職業センター
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視点 行動
事業 
番号

事業名 事業所管

視点 6 行動11
経営者へ障害者雇用の働きかけを推進し
ます。

11-1 企業への障害者雇用相談の実施 東京経営者協会

視点 6 行動12
企業への障害者雇用の啓発活動を推進し
ます。

12-1 経営者向けセミナー等の実施 東京経営者協会

視点 6 行動12
企業への障害者雇用の啓発活動を推進し
ます。

12-2 事業者向けセミナー等の実施 東京商工会議所

視点 6 行動12
企業への障害者雇用の啓発活動を推進し
ます。

12-3 特別支援学校等との情報交換 東京商工会議所

視点 7 行動15
中小企業の雇用に向けた新たな仕組みを
検討します。

15-1
事業協同組合の活用による新たな仕組み
の検討

東京都中小企業団体中
央会
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連携プログラム　2011

東京都障害者就労支援協議会　   委員名簿

役　　　職 氏　　　名

1 社会福祉法人　多摩棕櫚亭協会　理事長 天野　聖子

2 花王株式会社　　人材開発部門　人材開発部長 井上　直樹

◎ 3 学習院大学　経済学部　教授 今野　浩一郎

4 みなと障がい者福祉事業団　事務局長 大森　八惠子

5
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
　東京障害者職業センター所長

春日　利信

6
社会福祉法人東京都知的障害者育成会　世田谷区立障
害者就労支援センターすきっぷ　施設長

上滝　彦三郎

○ 7 東京学芸大学　特別ニーズ教育支援部門　教授 菅野　敦

8 東京労働局　職業安定部長 清野　博之

9 株式会社三和電機製作所　取締役社長 林　哲夫

10
株式会社ローソン ヒューマンリソースステーション
ＨＲ改革（兼）　人事企画シニアマネジャー

日野　武二

11 東京商工会議所　産業政策第二部　課長 平澤　哲哉

12 都立青峰学園　校長 馬籠　裕二

13 東京都中小企業団体中央会　 労働課長 三原　浩造

14 東京経営者協会　経営・労働部　課長 山鼻　恵子

◎は座長、○は副座長

幹　事

1 福祉保健局障害者施策推進部長 芦田　真吾

2 産業労働局雇用就業部長 穂岐山　晴彦

3 公益財団法人東京しごと財団　事務局長 松永　哲郎

4 教育庁特別支援教育推進担当部長 前田　哲

平成23年9月現在
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東京都障害者就労支援協議会　   事務局名簿

組　　　織 所　　　属

1  東京労働局  職業安定部 職業対策課長

2  東京労働局  職業安定部 職業対策課長補佐

3  東京労働局  職業安定部 職業対策課 障害者雇用対策係長

4  産業労働局  総務部 企画担当課長

5  産業労働局  総務部 企画計理課 企画主査

6  産業労働局  雇用就業部 計画調整担当課長

7  産業労働局  雇用就業部 調整課 計画係長

8  産業労働局  雇用就業部 就業推進課長

9  産業労働局  雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進係長

10  産業労働局  雇用就業部 能力開発課長

11  産業労働局  雇用就業部 能力開発課 公共訓練係長

12  教育庁  総務部 教育政策課長

13  教育庁  総務部 教育政策課 政策主査

14  教育庁  都立学校教育部 特別支援学校改革推進担当課長

15  教育庁  都立学校教育部 特別支援教育課 特別支援教育企画担当係長

16  教育庁  指導部 特別支援学校教育担当課長

17  教育庁  指導部 主任指導主事（特別支援教育担当） 

18  総務局  人事部 人事課 人事主査

19  知事本局  計画調整部 計画調整担当課長

20  知事本局  計画調整部 計画調整課 計画調整主査

21  福祉保健局  総務部 企画担当課長

22  福祉保健局  総務部 企画計理課 企画調整主査

23  福祉保健局  障害者施策推進部 就労支援担当課長

24  福祉保健局  障害者施策推進部 自立生活支援課 就労支援係長

25  福祉保健局  障害者施策推進部 自立生活支援課 就労促進担当係長


