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社会福祉法人 愛光園
就職トレーニングセンター

就トレ通信
◆ハイライト
・ハローワークを通じた障害者
の就職件数が５年連続で過去
最高を更新（1ページ）
・就職、これまでを振り返って
～就職を控えたご利用者本人
の気持ちです!
（2ページ）
・普通救急救命講習
～プログラムのご紹介
（3ページ）
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『ハローワークを通じた障害者の就職件数が
５年連続で過去最高を更新』
〈近年の状況〉
厚生労働省より、平成 26 年度の障
がい者の職業紹介状況が公表されまし
た。
ハローワークを通じた障がい者の就職
件数は、平成 25 年度の 77,883 件か
ら大きく伸び、84,602件（対前年度比
8.6％増）と５年連続で過去最高を更新
しました。さらに、精神障がい者の就職
件数が大幅に増加し、身体障がい者の就
職件数を大きく上回りました。下記のグ
ラフは、精神障がい者の就職件数及び新
規求職申込件数のデータをグラフ化した
ものです。新規求職申込件数においても
グラフが示す通り、大きな右肩上がりの
状況となっています。
また、平成30年度からは精神障がい
者が雇用率算定基礎に入ることになりま
すので、今後も一層、障がい者雇用が進
むと考えられます。
〈制度動向〉
安心して一般就労を継続し、質の高い
生活を送るためには、労働施策や地域資
源との連携を図りながら、障害者就業・
生活支援センターや、出身元である就労
支援事業所が支援を継続することが重要
と言われながらも、これまでは就労定着
段階まで支援が継続できるような報酬体

系・制度が整っていない状況がありまし
た。しかし平成27年度より一般就労へ
の定着支援の充実・強化することを目的
に、一般就労への移行実現だけでなく、
就労先でより長く就労を継続できるよう
支援することも重要であることを踏まえ
た、基本報酬の見直しが行われ、平成
26年度までの就労移行支援体制加算を
廃止し、利用者の就労定着期間に着目し
た加算（6ヶ月～36ヶ月間の定員数に対
する定着者の割合に応じた加算）が新た
に創設されました。
〈今後の課題〉
これまでの当センターの職場定着支援
としましては、就職後2～3ヶ月を目処
に、障害者就業・生活支援センターや、
相談支援機関へ引継ぎをさせていただく
というのが基本で、必要に応じて個別支
援会議への参加や職場訪問を行い、定着
のための支援、情報共有、連携を図って
まいりました。今後も引き続き、ご利用
者が安心して一般就労を継続し、質の高
い生活を送るために、関係機関との連携
を強化しながら、出身元である就労支援
事業所がどこまで支援を継続するか等、
引継ぎの期間も含め、検討していきたい
と思います。(辻)

精神障がい者の就職件数及び新規求職申込件数の推移(厚生労働省提供資料）
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ファイト一発!!「ＰＣコース目標目指して自分のペースで」
就トレでは、くもん学習以外に
パソコン学習4ヶ月コースも行っ
て い ま す。平 成 25 年 9 月 か ら 始
まって約1年9ヶ月が経ちました。
今回は、パソコンコースの近況を
報告させていただきます。
パソコンコースは就職してから
も活かせる様スキルアップを目指
し集中して学習していただいてい
ます。
MOS検定を目指し学習された結
果、平 成 26 年 12 月 に は 初 め て
Word・Excel の ス ペ シ ャ リ ス ト
2010に合格された方がみえます。
そして資格を活かして、ご本人希望
の事務職にめでたく就職された方も
みえます。

現在もMOS検定取得を目指し
学習しつつも、時には「受からな
いかも」と、弱気になる事も。で
も「就職に役立てたい」という思
いで、諦めず繰り返し学習に皆さ
ん励まれています。
教材を使っての個人学習スタイ
ルなので、ご自分のペースで無理
せず進 められ る事と、皆 さんの
「就職したい」という思いが、学
習を続けられる原動力になってい
る様に思われます。
日々の積み重ねの力は、素晴らしいなと改めて痛
感させられます。
今後も、それぞれのペースで目標に向かって学習
を続けられる様に、声かけや環境作りなど応援させ
ていただき、最終目標の就職に皆さんが繋がってい
ける様取り組んで行きたいと思います。（正木）

Ｌｅｔ′ｓ求活！～就職・これまでを振り返って
今年度も早3か月が過ぎ、就トレからは3名の方が

かなり遠回りしました。」

就職されています。その中のお一人、Nさんにこれ
までを振り返っていただきました。

【就トレを利用して変わったこと】
「バタバタしなくなって落ち着いてきました。できな

【就トレを利用するまでの私】

い、と言わなくなって、人の話も聞いて、自分ばかり

「あわてないこと、どうしたら良いか一つ一つ考え

話す事も少なくなって前向きになったこと。できな

て、ひとのアドバイスを聞くこと、注意されたとき

かったことがショックで終わる今までとは大分変りま

それに誠実に向き合うこと、そういうことが、それ

した。」

までの自分にはできなさすぎてショックでした。体
調がボロボロなとき、2カ所の紹介を受けました。

就トレでのトレーニングや実習を重ねる中で、気付

今度こそ失敗したくないと思いました。期待と不安

いたことをひとつずつ次につなげていった Nさんで

で一杯で利用をはじめました。」

す。就職先が決まり、これからがスタートです。今後
も働く中でたくさん

【就トレを利用して気づいたこと・得たこと】

の気づきがあると思

「遠くの会社を受けて失敗したり、近くで求人が

い ま す。職 場 の 方 々

あったのにやらないで終わったりしました。(就業

だ け で な く、定 着 支

先は)近くにまさるものはないなと感じ、やらない

援の支援者も一緒に

で後悔したらよくないこと。あせるより、じっくり

進んでいきたいで

取り組むことの大切さが身にしみてわかりました。

す。

（所）
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普通救急救命講習Ⅰ～命をつなぐためにできること～
平成27年5月8日、大府市消防署から署員の方
にお越しいただき、普通救急救命講習Ⅰを受講し
ました。
現在、救急車が通報を受けてから現場へ到着す
るまでに約8分かかると言われています。この時
何もしないで時間だけが経過してしまうと生存率
は3分で50%、救急車が到着する8分後には10%
まで低下してしまいます。このような危機的状況
から一人でも多くの命を救うために、一人一人が
できることとして、心肺蘇生法とAEDの使用方法
を学ぶことが講習の目的です。
救急救命講習を行おうと計画した当初は、定員
を定めて希望者のみ参加をしていただく予定でし
たが、皆さんの意識もとても高く、希望される方
がほとんどだったので、消防署員の方にも相談を
させていただき全員で受講することにしました。
ポイントになる動作を確認しながら丁寧にご指

導していただけたことで、一人ひとりが持ってい
る力をしっかりと発揮し、消防署員の方からの
『命をつなぐ』という言葉の重みを感じながら、
時には笑顔で、時には真剣に良い表情で取り組ま
れていました。
このような事態に遭遇しないことが一番です
が、ある利用者の方の感想のように、
「自分にも
できるかも･･･」という気持ちでいざという時に
勇気をもって関わっていける自信をつけることが
でき、命の重さも感じることができた有意義な講
習でした。(青木)

想像以上に強く押さないと効果がない
ことを身をもって体感できました

8月のプログラム予定
月

火

水

木

金

土
1

3

4

5

6

7

日
2

休み

休み

休み

休み

8

9

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ/
求職活動

公文学習/ＰＣ
振返り

休み

休み

SST

JST
「遅刻」

WRAP

ビジネスマナー
「メモの取り方」

早帰り

休み

休み

10

11

12

13

14

15

16

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

休み

休み

休み

休み

地域生活スキルトレー
ニング「長期休暇」

JST
「人の後ろを」

地域生活スキルトレー
ニング「大掃除」

休み

休み

休み

休み

17

18

19

20

21

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ/
求職活動

SST
「一分間スピーチ」

地域生活スキルトレー
ニング「洗濯とアイロン」

WRAP

地域生活スキルトレー
ニング「リフレッシュ体操」

24 / 31

25

26

27

22
公文学習/ＰＣ
振返り
早帰り

28

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ

公文学習/ＰＣ/
求職活動

ビジネスマナー

JST
「急な質問」

WRAP

地域生活スキルトレー
ニング「チームワーク」

29
公文学習/ＰＣ
振返り
早帰り

23
休み

休み

休み

休み
30
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社会福祉法人 愛光園
就労移行支援事業所
就職トレーニングセンター

☆情報掲示板☆

愛知県大府市共和町7丁目83番地
ＪＲ共和駅より徒歩１０分
電話: ０５６２-８５-６１０１
FAX: ０５６２-８５-６１０２
電子メール: syutore@aikouen.jp

ひかりのさと夏祭り

私たちは、誰もが安心して働き続けるこ
とができる社会の実現を目指します。

日時：8月２２日（土）
場所：介護老人保健施設

相生 駐車場

模擬店いろいろ、楽しい催し物満載！

大府市福祉・健康フェア
日時：９月２7日（日）

場所：石ヶ瀬会館周辺

就トレも出展します。遊びに来てね！
※すべての問い合わせ：0562-85-6101

就トレ

辻・所

ひとがき☆つぶやき☆

ホームページもご覧ください
http://www.aikouen.jp/

就職先企業様（27年度）
ＤＣＭカーマ

株式会社

様

株式会社

NTTフィールドテクノ

株式会社

ヤマナカ

様

様

こんにちは、就職トレーニングセンターの藤田
芳生です。
私は、『のぞみの家』に12年、『地域生活支
援センターりんく』に3年勤務し、この春『就
職トレーニングセンター』に配属されました。
私も15年間、やりがいに感じたり、楽しかったこともたくさん
ありましたが、もちろんそれだけではありません… 悩んだり、辛
い時もありました。そういった時には、いつも住人（利用者）さん
やスタッフなど、周りの人に支えられ乗り越えていくことでき、苦
難がやりがいにかわっていきました。こういったことを通して、い
つも人と人との繋がりの大切さや、知らず知らずに皆さんに支えて
もらっていたことに気付かされました。
直接支援がメインの『のぞみの家』や『地域生活支援センターり
んく』と『就労支援』は、畑違いな面もありますが、今まで皆さん
から学ばせてもらったこと、人と人との『つながり』に感謝し、
『つながる』ことに幸せを感じながら、利用者さんがそれぞれ希望
する職場に就職できるよう、利用者さんのやりがいに繋がることを
目指していきたいと思います。人と人が繋がること…それはとても
素敵なことですね。自分自身も成長できるよう精進していきたいと
思いますので、これからもよろしくお願いします。

働きたいと考えている利用者様 募集中

見学や利用体験など随時承ります
お気軽にお問い合わせください
担当（辻・所）

