[略歴]

株)アソシア代表取締役ＣＥＯ 神谷 牧人

職 歴
平成 11 年

7月

読谷村精神障害者小規模作業所 SFD なごみの会作業所 勤務

平成 15 年

4月

読谷村精神障害者小規模作業所 SFD なごみの会作業所 所長

平成 16 年

4月

ECOL オフィス（副業として個人事業を起業）WEB・広告デザイン

平成 18 年
平成 20 年

10 月

(福)残波かりゆし会 就労継続Ｂ型事業所 総務課長
(福)残波かりゆし会 読谷村地域活動支援センター 副所長（兼務）

4月

(福)残波かりゆし会 北谷町地域活動支援センター 副所長（兼務）

4月

(福)残波かりゆし会 地域相談支援室（指定相談） 管理者（兼務）

6月

(福)残波かりゆし会 退職

7月

株式会社アソシア （〜現在）

平成 24 年

9月

琉球大学 法文学部 非常勤講師（〜平成 31 年 3 月）

平成 25 年

４月

沖縄国際大学 総合文化学部 非常勤講師（〜現在）

平成 13 年

4月

読谷村精神障害者家族会 事務局

平成 14 年

4月

沖縄県精神障がい者小規模作業所研修会 事務局

4月

沖縄県精神障害者退院促進事業 運営委員

7月

沖縄県精神障がい者小規模作業所連絡協議会 会長

2月

読谷村障害福祉計画を考える会 事務局

4月

デンマークへ 4 ヶ月間の福祉留学

9月

中部地区 障害者程度区分認定審査会 審査委員

平成 19 年

1月

読谷村基本構想策定委員会 教育部会

平成 20 年

4月

北谷町障害者自立支援協議会 運営委員

平成 21 年

12 月

読谷村障害者自立支援協議会 運営委員

平成 21 年

諸活動

平成 17 年

平成 18 年

4月
平成 22 年

読谷村教育委員会 学習支援コーディネーター
8月

RBCi ラジオ シャキッと i「アナタの隣りの福祉相談室」担当

4月

北谷町商工会議所 青年部 副部長

平成 23 年

平成 24 年

北谷町まちづくり町民会議 委員
9月

北谷町商工会 地域振興券実行委員

4月

泡瀬特別支援学校 地域支援関係者

5月

泡瀬特別支援学校 障害児職業自立地域推進協議会 委員

10 月

日本精神障がい者リハビリテーション学会沖縄大会 実行委員長（H25 年 11 月開催）

11 月

精神障がい者地域移行全国ネットワーク事業 研修企画委員

5月

うるま市障がい者自立支援協議会 運営委員（〜平成 27 年 3 月）
発達障害者雇用支援連絡協議会 運営委員

平成 25 年

平成 26 年

沖縄県障害児療育等支援事業 相談員

西原町障がい者自立支援協議会 運営委員（〜平成 29 年 3 月）
8月

社会福祉法人 西翁福祉会 理事就任（〜平成 29 年 3 月）

1月

RBCi ラジオ シャキッと i「福祉のカタチ」担当（〜平成 28 年 3 月）

10 月

一般社団法人支援の三角点設置研究会 正会員（〜平成 30 年 4 月）
一般社団法人日本MBTI協会 MBTI認定ユーザー

1月

日本精神障害者リハビリテーション学会 理事（〜平成 30 年 3 月）

4月

北谷町自立支援協議会 運営委員（〜現在）

平成 28 年

5月

沖縄県中部圏域自立支援協議会 住まい暮らし部会（〜29 年 3 月）、就労部会（〜現在）

平成 29 年

12 月

平成 27 年

平成 30 年

2月
10 月

北谷町障害者計画策定委員会 会長
琉球ダイアログ研究会 世話人
北谷町自立支援協議会 相談部会会長

講演・講師活動等
□厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
平成 22 年「精神障害者保健福祉サービス提供体制整備促進研修 中国四国地区」講師

□国立障害者リハビリテーションセンター
平成 27 年「発達障害就労移行支援者研修会」講師

□沖縄県サービス管理責任者研修
平成 22 年度、24 年度、25 年度 地域生活分野 講師
平成 20 年度 就労分野 講師

□沖縄県立総合教育センター
平成30年度県立特別支援学校中堅教諭資質向上研修「発達障害の特性理解と具体的な支援」講師
平成29年度障害児就学相談員研修会講師
平成29年度県立特別支援学校中堅教諭資質向上研修「発達障害の特性理解と具体的な支援」講師
平成28年度県立特別支援学校10年経験者研修「発達障害の特性理解と具体的な支援」講師
平成28年度栄養教諭初任者及び学校栄養職員10年経験者研修「コミュニケーションスキルの育成」講師
平成28年度特別支援教育カウンセリング講座「カウンセリングにおけるコミュニケーションスキル方法」講師
平成27年度栄養教諭5年経験者研修会「コミュニケーションスキルの育成」講師
平成27年度第3回障害児就学相談員研修会「ファシリテーション力を活かす」講師
平成27年度特別支援教育カウンセリング講座「カウンセリングの傾聴と技法」講師
平成26年度第３回「特別支援学校副校長・教頭会」講師
平成26年度第４回障害児就学相談員研修会「ファシリテーション力を活かす」講師
平成26年度第３回障害児就学相談員研修会「相談時の態度と技法」講師
平成26年度県立学校教職２年・５年経験者任者合同研修「生徒の可能性を引き出すコミュニケーションスキル」講師
平成26年度特別支援教育カウンセリング講座「障害のある人と向き合う人のためのICFとモチベーションアプローチ」講師
平成26年度第３回栄養教諭初任者研修会「コミュニケーションスキル」講師
平成26年度県立学校初任者研修第１回指導教員等連絡協議会「初任者の資質向上を図るコミュニケーションスキル」講師
平成26年度県立高等学校特別支援教育支援員研修「障害のある生徒を支えるために」講師 他

□県外
島根県健康福祉部障がい福祉課「島根県相談支援従事者スキルアップ研修」講師 （平成26・27・28年度）
社会福祉法人南高愛隣会「社員研修」講師（場所：長崎県）
宮崎県相談支援専門員現任者「専門別研修」講師
山形県精神障害者地域移行定着支援事業「実践スキルアップ研修と最近の精神保健福祉の動向」講師
和歌山県・（一社）支援の三角点設置研究会「ケアマネジメント連携実践研修」講師
愛知県半田市自立支援協議会「利用者の希望を叶える事業所とは」講師
北欧勉強会「沖縄から日本の福祉を変える」講師 （場所：東京都文京区）
NPO法人岡山県精神障害者家族会連合会「公開研修」講師
徳島県精神保健福祉士協会「ソーシャルワーカー スキルアップ研修」講師
長崎県長崎市「発達障害啓蒙講演会」講師 他
徳島県相談支援専門員協会「対人援助者向け自己理解研修」講師

□その他
北谷町青少年センター「第３回北谷町青少年指導員会議（研修会）」講師
（一社）沖縄県精神保健福祉師協会 定例会「PSWが変われば沖縄の精神保健医療福祉が変わる」講師
沖縄県高等学校福祉教育研究会「沖縄県福祉を学ぶ高校生の研究発表会」講師
浦添市てだこ市民大学「フィールド調査（株式会社アソシア）」講師
北谷町立北谷中学校「職業のプロフェッショナルから聞く仕事の話」講師
沖縄県立泡瀬特別支援学校「本校における社会参加・自立・就労について考える」講師
NPO法人ちゅらゆい「ニート・ひきこもり講演会」パネリスト
NPO法人まちなか研究所わくわく「沖縄地域社会ビジョン大学院2012 講義：障がい福祉概論」講師
テンプスタッフ「幹部研修」 講師
おきなわ世界塾「日本の福祉を変える参加のデザイン」佛子園 理事長 雄谷良成氏とのパネルディスカッション
うるま市地域包括支援センター「MBTI研修」講師（平成29年度）、輝宝保育園「MBTI研修」講師

