
３０年度

を実施しました。

【概要】
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場

内

    

 参加

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

平成平成平成平成

 

就職者

ハローワークから

 年３回程度、ミニ面接を実施予定

第５回第５回第５回第５回

平成

地域の企業の方を対象に

や障がい者雇用に対する

とを目的として、企業の方が抱える課題解決に役

立つグループワークや実例紹介

また、ハローワークが主催する、企業と障がい者

の就労支援機関が直接、意見交換できる

グサポートフェア

 

教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス

平成

主に小中学校

の保護者向けに

介をする

会と合同

３０年度事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

を実施しました。

【概要】 

日  時：平成

     13

場  所：半田市役所

内  容：①

 

 

      ②

参加人数：３２

（企業

 

                    

平成平成平成平成 30303030 年度半田市障年度半田市障年度半田市障年度半田市障

第第第第２２２２
 

✿✿✿✿就職者・退職者等就職者・退職者等就職者・退職者等就職者・退職者等

就職者２７件 退職者

ハローワークから

年３回程度、ミニ面接を実施予定

第５回第５回第５回第５回障がい障がい障がい障がい者雇用フォーラム者雇用フォーラム者雇用フォーラム者雇用フォーラム

平成 30 年 10

地域の企業の方を対象に

障がい者雇用に対する

とを目的として、企業の方が抱える課題解決に役

立つグループワークや実例紹介

また、ハローワークが主催する、企業と障がい者

の就労支援機関が直接、意見交換できる

グサポートフェア

教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス

平成 30 年 11

主に小中学校

保護者向けに

介をするガイダンスを

会と合同で開催

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

を実施しました。 

時：平成３０年９

13 時３0 分～

所：半田市役所 

① 各種報告事項

 就職者・退職者等

 平成３０年度事業計画

② グループワーク

３２名 

（企業等１０名、事業所

年度半田市障年度半田市障年度半田市障年度半田市障

２２２２回回回回    

就職者・退職者等就職者・退職者等就職者・退職者等就職者・退職者等

退職者１０件

ハローワークから情報提供 

年３回程度、ミニ面接を実施予定

✿✿✿✿３０３０３０３０年度年度年度年度

者雇用フォーラム者雇用フォーラム者雇用フォーラム者雇用フォーラム

10 月 19 日（金）開催

地域の企業の方を対象に

障がい者雇用に対する理解を深めていただくこ

とを目的として、企業の方が抱える課題解決に役

立つグループワークや実例紹介

また、ハローワークが主催する、企業と障がい者

の就労支援機関が直接、意見交換できる

グサポートフェアを同時に

教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス

11 月 16 日（金）開催

主に小中学校の特別支援学級に在籍する子ども

保護者向けに、一般企業や就労支援事業所の紹

ガイダンスを、自立支援協議会子ども部

開催します。 

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

９月２８日（

分～1５時３

 会議室３０

各種報告事項 

就職者・退職者等状況

平成３０年度事業計画

グループワーク 

名、事業所関係２２

 

年度半田市障年度半田市障年度半田市障年度半田市障がいがいがいがい者自立支援協議会者自立支援協議会者自立支援協議会者自立支援協議会

    就労部会就労部会就労部会就労部会

就職者・退職者等就職者・退職者等就職者・退職者等就職者・退職者等状況状況状況状況報告報告報告報告

１０件 実習者１４

（すべて９月末現在

 

年３回程度、ミニ面接を実施予定 

年度年度年度年度事業事業事業事業✿✿✿✿    

者雇用フォーラム者雇用フォーラム者雇用フォーラム者雇用フォーラム    

日（金）開催 

地域の企業の方を対象に、障がい者雇用の支援

理解を深めていただくこ

とを目的として、企業の方が抱える課題解決に役

立つグループワークや実例紹介を実施します

また、ハローワークが主催する、企業と障がい者

の就労支援機関が直接、意見交換できる

に開催します。

教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス

日（金）開催 

特別支援学級に在籍する子ども

、一般企業や就労支援事業所の紹

、自立支援協議会子ども部

 

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

日（金） 

３０分 

３０３・３０４

状況 

平成３０年度事業計画進捗状況 

関係２２名）

者自立支援協議会者自立支援協議会者自立支援協議会者自立支援協議会

           就労部会就労部会就労部会就労部会

報告報告報告報告✿✿✿✿    

１４件 

すべて９月末現在）

 

障がい者雇用の支援

理解を深めていただくこ

とを目的として、企業の方が抱える課題解決に役

を実施します 

また、ハローワークが主催する、企業と障がい者

の就労支援機関が直接、意見交換できるマッチン

開催します。 

教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス教えて！私たちの将来！お仕事ガイダンス    

 

特別支援学級に在籍する子ども

、一般企業や就労支援事業所の紹

、自立支援協議会子ども部

お問い合わせ先

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

４ 

 

名） 

 

者自立支援協議会者自立支援協議会者自立支援協議会者自立支援協議会ダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト

           

） 

障がい者雇用の支援

理解を深めていただくこ

とを目的として、企業の方が抱える課題解決に役

また、ハローワークが主催する、企業と障がい者

マッチン

特別支援学級に在籍する子ども

、一般企業や就労支援事業所の紹

、自立支援協議会子ども部

お問い合わせ先

半田市障がい者相談支援センター

 TEL ０５６９－２１－５５８５

半田市役所地域福祉課

 TEL ０５６９－８４－０６４３

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

ダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト

           

「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について

ストレングスアセスメントとは、アセスメント

において本人のできないこと・課題に重点を置く

のではなく、できること・良いところに焦点を当

てていくものです。

参加者をグループに分け、現在、就職に向けて

アセスメントを行っている事例について、生い立

ちや生活状況、今後の希望などの情報を

ストレングスアセスメントの視点で強みを多く引

き出すワークを行いました。

 本人もまだ気付いていない“強み”を一緒に見

つけ、“働く”に生かしていくため、事業所等にお

ける今後の支援で活用していきます。

 

 企業と就労支援事業所等が、障がい者雇用にお

ける障がい者本人の強みやサポート内容等の情報

を共有することで、より多くの安定した就職につ

なげていくことができるよう、現在、調整を行っ

ています。

お問い合わせ先 半田市障がい者自立支援協議会事務局

半田市障がい者相談支援センター

０５６９－２１－５５８５

半田市役所地域福祉課

０５６９－８４－０６４３

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

ダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト    

           発行元：半田市

✿✿✿✿グループグループグループグループ

「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について

ストレングスアセスメントとは、アセスメント

において本人のできないこと・課題に重点を置く

のではなく、できること・良いところに焦点を当

てていくものです。 

参加者をグループに分け、現在、就職に向けて

アセスメントを行っている事例について、生い立

ちや生活状況、今後の希望などの情報を

ストレングスアセスメントの視点で強みを多く引

き出すワークを行いました。

本人もまだ気付いていない“強み”を一緒に見

つけ、“働く”に生かしていくため、事業所等にお

ける今後の支援で活用していきます。

支援付き就労支援付き就労支援付き就労支援付き就労

企業と就労支援事業所等が、障がい者雇用にお

ける障がい者本人の強みやサポート内容等の情報

を共有することで、より多くの安定した就職につ

なげていくことができるよう、現在、調整を行っ

ています。 

半田市障がい者自立支援協議会事務局

半田市障がい者相談支援センター

０５６９－２１－５５８５

半田市役所地域福祉課 岡田・澤田

０５６９－８４－０６４３

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

半田市 平成

グループグループグループグループワークワークワークワーク✿✿✿✿

「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について

ストレングスアセスメントとは、アセスメント

において本人のできないこと・課題に重点を置く

のではなく、できること・良いところに焦点を当

参加者をグループに分け、現在、就職に向けて

アセスメントを行っている事例について、生い立

ちや生活状況、今後の希望などの情報を

ストレングスアセスメントの視点で強みを多く引

き出すワークを行いました。 

本人もまだ気付いていない“強み”を一緒に見

つけ、“働く”に生かしていくため、事業所等にお

ける今後の支援で活用していきます。

支援付き就労支援付き就労支援付き就労支援付き就労    

企業と就労支援事業所等が、障がい者雇用にお

ける障がい者本人の強みやサポート内容等の情報

を共有することで、より多くの安定した就職につ

なげていくことができるよう、現在、調整を行っ

半田市障がい者自立支援協議会事務局

半田市障がい者相談支援センター 法安・池田

０５６９－２１－５５８５ 

岡田・澤田 

０５６９－８４－０６４３ 

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

平成 30 年 10 月 

✿✿✿✿    

「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について

ストレングスアセスメントとは、アセスメント

において本人のできないこと・課題に重点を置く

のではなく、できること・良いところに焦点を当

参加者をグループに分け、現在、就職に向けて

アセスメントを行っている事例について、生い立

ちや生活状況、今後の希望などの情報を共有し、

ストレングスアセスメントの視点で強みを多く引

本人もまだ気付いていない“強み”を一緒に見

つけ、“働く”に生かしていくため、事業所等にお

ける今後の支援で活用していきます。 

企業と就労支援事業所等が、障がい者雇用にお

ける障がい者本人の強みやサポート内容等の情報

を共有することで、より多くの安定した就職につ

なげていくことができるよう、現在、調整を行っ

半田市障がい者自立支援協議会事務局 

法安・池田 

 

事業計画等の進捗状況を確認するとともに、アセスメントの視点を変えるためのグループワーク

 

「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について「ストレングスアセスメント」について    

ストレングスアセスメントとは、アセスメント

において本人のできないこと・課題に重点を置く

のではなく、できること・良いところに焦点を当

参加者をグループに分け、現在、就職に向けて

アセスメントを行っている事例について、生い立

し、

ストレングスアセスメントの視点で強みを多く引

本人もまだ気付いていない“強み”を一緒に見

つけ、“働く”に生かしていくため、事業所等にお

企業と就労支援事業所等が、障がい者雇用にお

ける障がい者本人の強みやサポート内容等の情報

を共有することで、より多くの安定した就職につ

なげていくことができるよう、現在、調整を行っ


