
平成３０年７月１０日 

関係者各位 

十勝障がい者就業・生活支援センターだいち 

センター長 新明 雅之 

（公印省略） 

 

障がい者就労支援ネットワークセミナーの開催について（お知らせ） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当センターの活動についてご理

解、ご協力頂き感謝申し上げます。 

 おかげさまで様々な活動を通して、地域での就労支援のネットワークも徐々に構築されつつある

と実感しているところです。 

 さて、平成１９年度より、情報の共有・課題の整理・活動の創出のためのきっかけ作り・顔の見え

る関係作りを行うために障がい者就労支援ネットワークセミナーの開催を重ねて参りました。今年

度の開催については、十勝障がい者総合相談支援センター主催で毎月開催しております、地域生活

支援ネットワーク会議と本別町・陸別町・足寄町の３町で開催する「十勝東北部障がい者地域生活

支援ネットワーク会議」の中で、就労支援に関する話題提供を行うこととなりました。 

 また、同時開催しておりました巡回相談に関しても、皆様からその都度ご連絡をいただき、生活

支援ネットワーク会議の日程に合わせて伺うことに致しました。 

 今年度第１回目は、７月２５日（水）北十勝エリア（開催地：士幌町）にて「ジョブコーチ支援に

ついて」話題提供させていただきます。申し込みは特に必要ありませんので、当日会場にお越し下

さい。今回以降の内容については、随時、地域生活支援ネットワーク会議の中でお伝えすると共に、

就労支援の話題をする際は、当センターのホームページでご案内致します。 

 今後も、障がいのある方の就労ニーズを支えるためにも、関係機関が知恵を出し合い、より良い

地域作りを進めることが必要であると考えておりますので、業務多忙の折恐縮ですが、趣旨をご理

解の上、関係職員の出席についてご配慮お願いいたします。 

 

敬具 

 

 



平成３０年７月９日 

各関係機関の長 様 

十勝障がい者総合相談支援センター  

                   所長  門屋 充郎  （公印略） 

                       

平成３０年度 第２回（通算第１０６回） 

北十勝生活支援ネットワーク会議の開催について 

 

 時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃より当センターの活動にご支援ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、このたび障がいがあっても地域で暮らせる・支えるまちづくりを目指して音更町、

士幌町、上士幌町、鹿追町４町による「北十勝生活支援ネットワーク会議」を下記の日程で

開催いたします。 

 つきましては業務ご多忙のことと存じますが、ご出席下さいますようお願い申し上げま

す。 

記 

 

１ 日 時  平成３０年７月２５日（水） 午後２時００分～午後３時３０分 

 

２ 会 場  士幌町総合福祉センター 研修室 （士幌町字士幌西２線１６７）                    

３ 内 容   

    「ジョブコーチ支援について」 

      十勝障がい者就業・生活支援センターだいち 

        センター長 新明 雅之 氏 

     

４ 参集範囲 音更町･士幌町・上士幌町・鹿追町の障がい者福祉に携わる機関・団体 

       十勝管内市町村 

        

 

＜連絡先＞ 

北海道広域相談支援体制整備事業 

地域づくりコーディネーター   皆川 武揚 

                丸瀬 恵 

〒080－0811 帯広市東１１条南９丁目１ 

市民活動プラザ六中内 

電話（0155）28－7599 FAX（0155）28－7646 

 



・障がいのある方を雇用したことがない
・障がいのある方を雇用しているが、うま
くいっていないことがある…

など

・ご本人
・ご本人のご家族
・企業、企業団体
・福祉サービス事業所
・行政関係者 など

かかりません。
無料です。

※左記の日程

で難しければ、

別日に設定も

可能です。

その際にはご相

談ください。

会場はお問い

合わせいただい

た時にお伝えい

たします。

申込みの方法
【1】行政の方、福祉サービスの方など、
「自分と関わってくれている人」がだい
ちへ申し込む
※内容によっては、関係者の方にも相
談に同席していただく場合もあります。

【2】自分（あるいはご家族）が、直接
だいちへ申し込む
※内容によっては、行政の方等にも相
談に同席していただく場合もあります。
ご自分が居住していない地域でも相
談を受けることが可能です。

常駐しておりませんので、
必ず１週間前までの申込みを
お願いしています。

・仕事をしたいけど、何から始めたらいい
かわからない
・どんな仕事をえらんだらいいの？
・仕事をする自信がもてない
・職場の人間関係でうまくいかない
・仕事へのモチベーションってどう上げる
の？ など

・就職が決まったが課題が出てき
そうなので一緒に関わってほしい
・力は付いてきていると思うが、
本人の適正を再確認したい

など

・就労に向けての方向性を一緒に
考えてほしい

など

～お問い合わせ先～

十勝障がい者就業・生活支援センターだいち

TEL：0155-24-8989

FAX：0155-20-7367



４月開催 ブロック 開催町 時間 ８月開催 ブロック 開催町 時間 12月開催 ブロック 開催町 時間 最終月曜日

南十勝 27日 南十勝 中札内村 14：00～ 南十勝 第4金曜日

東十勝 24日 東十勝 豊頃町 14：00～ 東十勝 第3月曜日

西十勝 20日 西十勝 清水町 14：00～ 17日 西十勝 芽室町 14：00～ 第3火曜日

北十勝 21日 東北部 本別町 14：00～ 18日 東北部 足寄町 14：00～ 第4水曜日

東北部 北十勝 北十勝

５月開催 ブロック 開催町 時間 ９月開催 ブロック 開催町 時間 １月開催 ブロック 開催町 時間

28日 南十勝 広尾町 14：00～ 南十勝 28日 南十勝 中札内村 14：00～

25日 東十勝 池田町 14：00～ 東十勝 25日 東十勝 池田町 14：00～

21日 西十勝 新得町 14：00～ 西十勝 西十勝

15日 東北部 本別町 14：00～ 18日 東北部 足寄町 14：00～ 15日 東北部 陸別町 14：00～

23日 北十勝 鹿追町 14：00～ 26日 北十勝 鹿追町 14：00～ 23日 北十勝 音更町 14：00～

６月開催 ブロック 開催町 時間 10月開催 ブロック 開催町 時間 ２月開催 ブロック 開催町 時間

25日 南十勝 更別村 14：00～ 29日 南十勝 更別村 14：00～ 25日 南十勝 大樹町 14：00～

22日 東十勝 幕別町 14：00～ 26日 東十勝 浦幌町 14：00～ 東十勝

18日 西十勝 芽室町 14：00～ 15日 西十勝 新得町 14：00～ 18日 西十勝 清水町 14：00～

19日 東北部 足寄町 14：00～ 16日 東北部 陸別町 14：00～ 19日 東北部 本別町 14：00～

北十勝 北十勝 北十勝

７月開催 ブロック 開催町 時間 11月開催 ブロック 開催町 時間 ３月開催 ブロック 開催町 時間

30日 南十勝 大樹町 14：00～ 26日 南十勝 広尾町 14：00～ 南十勝

東十勝 東十勝 東十勝

西十勝 西十勝 西十勝

17日 東北部 陸別町 14：00～ 20日 東北部 本別町 14：00～ 東北部

25日 北十勝 士幌町 14：00～ 28日 北十勝 上士幌町 14：00～ 北十勝

日程、開催町は変更になることがあります。各会議の詳細はお問い合わせください。

十勝障がい者総合相談支援センター　℡０１５５－２８－７５９９
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平成30年度　生活支援ネットワーク会議　年間予定
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