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第15号 

就トレ通信 ひとがき 

平成30年4月に改正予定の『障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律の一部を改正する法律

案』では、就労定着に向けた支援を行う

新たなサービス（就労定着支援）の創設

が示されています。 

現在、就労移行支援等を利用し、一般

就労に移行する障がいのある方が増加し

ている中で、今後、在職している障がい

のある方の就労に伴う生活上の支援ニー

ズはより一層多様化かつ増大するものと

考えられていること、そのため、就労に

伴う生活面の課題に対応できるよう、事

業所・家族との連絡調整等の支援を一定

の期間にわたり行うサービスを新たに創

設するというものです。 

対象者は、就労移行支援等の利用を経

て一般就労へ移行した障がいのある方

で、就労に伴う環境変化により生活面の

課題が生じている方です。 

支援の内容については、働いている障

がいのある方との相談を通じて、生活面

の課題を把握するとともに、企業や関係

機関等との連絡調整やそれに伴う課題解

決に向けて必要となる支援を実施すると

いうものです。具体的には、企業・自宅

等への訪問や働いている障がいのある方

の来所により、生活リズム、家計や体調

の管理などに関する課題解決に向けて、

必要な連絡調整や指導・助言等の支援を

行うことを想定しています。 

当センターの職場定着支援では、１カ

月に一度、企業への訪問や来所による面

談を実施。就労状況の確認を行い、企業

様・ご本人の困りごとがあれば早期に課

題解決に向けて、必要な連絡調整や助言

等の支援を行っています。毎月25名程

度の職場定着支援を行っていますが、今

後、就職者が増え、職員だけでは対応し

きれなくなった時の解決策として有効な

サービスとなるのではと期待をしていま

す。 

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、当セン

ターでの事業申請の検討も含め、制度の

動向を注視していきたいと思います。

（辻） 
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◆ハイライト 

・就労定着支援～ 

 はたらき続けるために必要な     

 支援制度の動向 

        （1ページ） 

 

・「働く意欲」は「働く力」～   

 これから働く二人の「笑顔」 

        （2ページ） 

 

・企業見学～ 

 愛知製鋼（株）を実際に見て 

        （3ページ） 
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太田康太さんの作品 

「自分が楽しく、元気にな

るように作りました。」 

【コラージュ】 

“いい感じの自分” 

・遅刻や欠勤の増加 

・業務中の居眠り 

・身だしなみの乱れ 

・薬の飲み忘れ 

  就労定着支援事業所 

     企業等 
 

 

就労に伴い生じている

生活面の課題 

⇒生活リズム、体調管

理、給料の浪費等 

働く障がいのある方 
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Ｌｅｔ′ｓ求活！～ 「働く意欲」は「働く力」 
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就トレ通信 ひとがき 

  

 最近の就トレの就職状況として、トライアル雇用開

始、雇用内定とお二人の嬉しい状況があります。 

 年齢、性別、希望職種などバラバラなお二人です

が、コツコツと就トレでのトレーニングに取り組んで

きたのは同じです。そしてなにより、共通して持って

おられたものは「働く意欲」です。求職活動開始時よ

り、「働きたい」と強く伝えられたり、「心がきれい

平成２８年５月１２日。就職トレーニングセンターにて 

「関係機関者様向け事業説明会」を開催いたしました。 

 

就職された方が、長く安心して働き続けるためには、 

継続的な定着支援や生活面でのサポートが必要となり

ます。しっかりと応援していくために、関係者の皆様との

連携を充実させていきいたい！その思いから開催させ

ていただきました。 

説明会の内容はこちらです。 

 ●平成２７年度 事業報告 

 ●テーマ別報告 ～事例を通して～ 

     「就労支援」「チーム支援」 

 ●事業所内見学会 

 ●フリートーク/お茶タイム  

 
お茶タイムには、ひかりのさファーム手作りのケーキと

アイスコーヒーを召し上がっていただきました。 

 

事例では、早い段階から関係機関と連携をとり、雇用に

至ったケースと、なかなかチーム形成が

進まなかったケースを発表し、チーム支

援の大切さを確認させていただきまし

た。 その際のご意見です。 

 

 ●自分たちの役割や支援を明確にし、しっかりと情報 

 共有していく事は大切。 

 ●ご本人と関係機関とが、サポート会議など顔を合 

 わせて話す事はお互いに安心感があり必要な事。 

 

皆様からのご意見を頂き、私たちもとても勉強になりま

した。 

 今回も、沢山の方にご参加いただき誠にありがとうご

ざいました。 

これからも関係機関様との連携を強め、就職された方

のよき応援団として、就労支援、定着支援に力を入れて

いきたいと思っております。         （深川） 

関係機関様向け説明会 

になるからそうじの仕事が好きです」と笑顔で話さ

れたりと、自分自身がどうしたいか、どうなりたい

かをしっかり持っておられました。 

 今後も「働きたい」気持ちをしっかり持ち続けて

いけるよう、定着支援体制をしっかり作ってサポー

トしていきたいと思います。 

（所） 

鈴木祥太さん：配送業務での内定を受けてい

ます。物静かな方ですが、実習を終え、「働

きたい！」と強く伝えられました。 

相羽涼香さん：利用当初より希望していた清

掃業務でのトライアル雇用が始まります。実

習中の笑顔はとても好評価を得ました。 



第15号 

8月のプログラム予定 
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プログラムの紹介～企業見学・愛知製鋼株式会社様～ 

 

 企業見学は、職場環境を肌で感じ、従業員の方からやり

がいや大変なこと、社会に出る際に身につけておくと良い

ことなどについてお話を伺うことで、就労経験のない方の

イメージづくりや、求職活動の際に新しい職種にチャレン

ジしてみたいと考えている方の参考にすることを目的とし

て、定期的に行っています。 

 今回は、4月26日(火)に愛知製鋼株式会社様へお邪魔さ

せていただいた際のご利用者の感想をご紹介します。 

当日は、職員2名、ご利用者8名で伺い、人事部の担当者

様より事業概要の説明と、実際に稼働している「第2製鋼

工場」・「鍛造技術の館」を見学させていただきました。 

 

☆会社の雰囲気 

・安全に気をつけていた（板山さん） 

・いっぱいの人が働いている（仲川さん） 

・働いている人全員が真剣で、絶対に事故を起こしてはい 

 けないという雰囲気を感じた（中村瑠美さん） 

・ナゴヤドーム30個分の広さは想像以上だった。（松本さ

ん） 

・工場内が暑そうだった（加藤さん） 

☆感想 

・特に安全に注意していることがわかった。（板山さ

ん） 

・チームの中に障がい者がいる（仲川さん） 

・「１S」の中の“正直”とういものがあり、小さな 

 怪我でも正直に報告をしないといけないというこ 

 とに驚いた。（中村僚宏さん） 

・見たことがない機械で迫力があった（相羽さん） 

・鉄を溶かして鍛造品にするのは大変だと思った 

 （加藤さん） 

 映像ではわからない、リアルな「熱」や敷地面積

の広さなどを体感した

ことで、仕事への期待

感や緊張感を改めて感

じられました。お忙し

い中、貴重なお時間を

いただきましたことを

御礼申し上げます。あ

りがとうございまし

た。   （青木） 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 
公文学習/ＰＣ 

振返り 
休み 休み 

地域生活スキル 

トレーニング 

「移動」 

JST 

「会話をする時」 
WRAP SST   休み 休み 

8 9 10 11 12 13 14 

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 休み 休み 

ビジネスマナー 

「求人票①」 

ビジネスマナー 

「求人票②」 
  

地域生活スキル 

トレーニング 
「長期休暇の過ごし方」 

  休み 休み 

15 16 17 18 19 20 21 

休み 休み 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 

休み 休み WRAP 

地域生活スキル 

トレーニング 

「リフレッシュ体操」 

  休み 休み 

22 23 24 25 26 27 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 

公文学習/ＰＣ 

振返り 
休み 休み 

SST 
JST 

「指摘を受けたとき」 
  

ビジネスマナー 

「面接講習」 
  休み 休み 

29 30 31         

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ     

 

ビジネスマナー 

「面接練習/履歴書」 
企業見学 WRAP     

愛知製鋼(株)提供 

メモを取りながら皆真剣です！ 



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 

愛知県大府市共和町7丁目83番地 
 ＪＲ共和駅より徒歩１5分 

電話: ０５６２-８５-６１０１ 

FAX: ０５６２-８５-６１０２ 

電子メール: syutore@aikouen.jp 

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。 

ホームページもご覧ください 

http://www.aikouen.jp/ 

 

就職先企業様（28年度）  

 

社会福祉法人長福会 

      デイパーク大府 様 

 

 

（就職者 1名） 

 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） 

☆情報掲示板☆ 
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社会福祉法人愛光園 夏祭り 

 日時：8月20日（土）    

 場所：老人保健施設 相生 

    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25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 
 4月上旬、就トレの屋根にキジバト夫婦が巣を作りました！以下

はその日々の経過です。 

卵を温め中！ 

 無事産まれました～ 

すくすく育ちました！ ※手前の2匹が雛です！ 

元気に育てよ 

 キジバト夫婦が、卵を温めている

姿、雛に餌をあげている姿を見ること

で、なんだか私たちの心も温まりまし

た。そして、6月上旬には2匹の雛も元

気に巣立っていきました。私たちも、

ご利用者が就トレを安心して巣立って

いけるようにこれからも取り組んでい

きたいと思います。  （藤田） 


