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【添付資料】 

啓発機関誌 「しごと Mentor」   ４号             ･････････････････････････・･････････  添付１ 

精神障がい者と家族のための市民公開講座   「みんなで統合失調症を学ぶ」  案内  ･･・･･･････  添付２ 

2020-2021 年度 日本財団助成  「事例から学ぶ」ワークショップ事業 完了報告 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、事業期間を１年延長して実施してきた 「事例から学ぶ」ワークショップ事業

も、この 3 月末で無事に事業完了しました。ご協力いただいた多くの皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 本事業では、障害者雇用に取り組む関係者のネットワークづくりに寄与するワークショップを、全国 4 地域で開催して

きました。プログラムでは事例発表だけでなくグループディスカッションを実施し、それぞれの経験からの視点や情報、

ノウハウの交流を行いました。改めて各地の発表や議論を振り返ると、採用前、求人応募前に企業で行う実習が、企業、

支援機関、教育機関それぞれに重要であることがクローズアップされたように思われます。これらの取り組み成果は、同

封の啓発機関誌「しごと Mentor」4 号にレポート記事を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。各地区のワーク

ショップの開催レポートは、左記リンクでも公開しております。（http://vfoster-activities.org/index.html） 

2022 年度 「事例から学ぶ」ワークショップ事業 採択の報告 

 「事例から学ぶ」ワークショップ事業は、2022 年度の日本財団助成にも採択されました。新年度の活動では、昨年度

の事業実施地域での活動を深耕させるとともに、実施地区を追加するとともに、新たに調査事業も行う予定です。 

開催地域 開催回 開催日 開催形態 共催・協力等 

仙台市 
第 1 回 2021 年 10 月26 日（火） オンライン 

協力：宮城ダイバーシティ企業連携協議会 
第 2 回 2022 年3 月4 日（金） 会場+オンライン 

東京・多摩地区 
第 1 回 2021 年 11 月 19 日（金） オンライン 

共催：障害者就業・生活支援センター TALANT 
第 2 回 2022 年3 月 17 日（木） オンライン 

京都市 
第 1 回 2021 年8 月24 日（火） オンライン 

協賛：京都障害者雇用企業サポートセンター 
第 2 回 2022 年 1 月 19 日（水） 会場+オンライン 

福岡県 

第 1 回 

（福岡市） 
2021 年9 月 17 日（金） オンライン 

協力：一般社団法人 ワークネット北九州 

    一般社団法人 Bridge 

     ATU ホールディングス株式会社 

     社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会 

              とりはた玄海園就労センター 

第 2 回 

（北九州市） 
2022 年 1 月 15 日（土） 会場+オンライン 

東京都 
事業報告会 

＆ 全国交流会 
2022 年3 月9 日（水） 会場+オンライン 

後援：特定非営利活動法人  全国就業支援ネットワーク 

    認定 NPO 法人 地域精神保健福祉機構（COMHBO） 

    公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと） 

    一般社団法人  日本うつ病センター（JDC）  

    NPO 法人 かながわ精神障害者就労支援事業所の会 

    兵庫県精神障害者就労支援事業所連合会（職親会） 

http://vfoster-activities.org/index.html


2021 年度 ＪＫＡ公益振興補助事業 完了報告 

2021 年度の JKA 補助事業も、事前に計画した予定を全て完了いたしました。以下にその内容を報告いたします。 

1. 就労定着支援システム SPIS を用いて、精神・発達障害者の就労支援を展開 

 導入事業者数：17 事業者 41 名に SPIS を導入（評価、トライアル） 

2. 活動実践を通じて得られた成果を基に、雇用管理ノウハウの啓発を行う 

3. 情報共有サイトの構築と事例集などの作成 

 SPIS 活用ヒント集  （雇用現場の担当者向けに企画、事例や場面を想定した解説つき） 

 SPIS 講座 スタートアップ編 動画  （http://vfoster.org/cases.html） 

2022 年度 ＪＫＡ公益振興補助事業 採択の報告 

 2022 年度も JKA 公益補助事業への採択が決まりました。これまでの活動を通じて、ＳＰＩＳを導入する就労支援施

設が各地で増えてきていますが、今年度はそうした支援施設が、各地域における SPIS 利用のアドバイザーとなってい

ただけるようなサポートを行い、SPIS の地域展開を推進していきたいと考えております。 

SPIS 事業 新運営体制のご案内 

 有限会社奥進システムが SPIS を開発したのは 2012 年、vfoster による普及啓発活動は 2014 年からスタートし、

2017 年度頃からは有償サービスの提供も始まりました。この間に皆様から頂いたご要望に対応できる体制を構築す

るため、新年度からサービスの提供体系を一新します。概略は下表に記しますが、詳細は事務局までお問い合わせくだ

さい。5 月には SPIS のホームページも大幅改訂の予定です。 

サ－ビス提供元 システム利用金額 サービス内容 

有限会社奥進システム 月額 5,000 円（利用人数の上限なし、クレジット決済） 相談支援サービスは付かない 

NPO 法人 全国精神保健職親会 
月額基本利用料 5,000 円 + 1,000 円/人 

（会員・賛助会員 割引対応あり） 
企業実践アドバイザーによるサポート付き 

一般社団法人 SPIS 研究所 月額基本利用料 5,000 円 + 1,000 円/人  SPIS 研登録相談員によるサポート付き 

精神障がい者と家族のための市民公開講座 のご案内 

 vfoster と認定 NPO 法人地域精神保健福祉機構（COMHBO、コンボ）、公益社団法人 全国精神保健福祉会連

合会（みんなねっと）、一般社団法人 日本うつ病センターと大塚製薬株式会社が共催する市民講座も 3 年目となりま

す。今年度は、精神疾患を知ってもらい、地域で暮らすための課題や問題点の解決につながる社会資源の活用方法な

どについて取り上げる予定です。今年度の第１回講座 「みんなで統合失調症を学ぶ ～当事者や家族だけで悩まない

社会に～」は、５月 15 日（日）に Web 配信で開催されます。ご案内を同封しますので、奮ってご参加ください。 

開催日 開催地 講座名 共催、後援、協力等 

7 月 20 日（火） 京都市 SPIS 講座 基礎編 in 京都 協力：京都障害者雇用企業サポートセンター 

11 月 6 日（土） 大阪市 第 1 回 SPIS ノウハウ研修会 in 大阪  

11 月 13 日（土） 福岡市 SPIS 講座 スタートアップ編 in 福岡 協力：一般社団法人 Bridge  

12 月 3 日（金） 東京都 SPIS 講座 スタートアップ編 in 東京  

3 月 19 日（土） 大阪市 第 2 回 SPIS ノウハウ研修会 in 大阪  

3 月 22 日（火） 京都市 SPIS 京都モデル事業 事業報告会 協力：京都障害者雇用企業サポートセンター 

2 月 28 日（月） 東京都 2021 年度 JKA 補助事業 事業報告会  

vｆｏｓｔｅｒニュース 編集後記 

年明けから主催行事の開催ラッシュで、気が付けば前号の発行から半年が経過していました。運営としては大

変な面もありますが、vfoster の活動が活発になることは本当に嬉しく思います。今年度も元気に活動して参りま

す。Web 開催のイベントも増えておりますので、皆様とお会いできることを事務局一同、楽しみにしております。                         

 （担当：三原）  

※ホームページ（http://vfoster.org）も併せてご覧ください。 

http://vfoster.org/cases.html
http://vfoster.org/

