
社会福祉法人 愛光園 

就職トレーニングセンター 

発行日 平成29年4月1日 

第18号 
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障がいのある方の雇用をすすめていく

際、これまで障がいのある方と一緒に働

いたことがない場合、イメージが持て

ず、「どう接したらよいか」「仕事がで

きないのではないか」「自分の負担が大

きくなるのではないか」など不安感や抵

抗感を抱きやすいものです。 

  そういう時、会社様は企業として障

がい者雇用に取り組む背景や理由を、受

け入れ部署の一緒に働く人にきちんと説

明することが重要だと考えます。 

 例えば、企業には障がい者雇用の義務

があり、社会的責任を求められているこ

と、また、障がい者雇用を進めないこと

で企業の信頼を損なう可能性があること

などです。こういった説明が、実際に障

がいのある方と一緒に働く人に伝わって

いるかどうかで、大きな違いが生まれる

のではないでしょうか。 

ある会社では、長年、障がいに理解の

ある現場の担当の方が障がい者雇用を続

けてみえました。その担当の方が退職さ

れた後、次の担当の方にうまく伝わって

おらず、「前の担当者が進めていたこ

と。自分はよくわからない。こちらとし

ても困っている」と、負担感を示される

ことがありました。 

また、ある会社では、パートの方が担

当者として任せられました。はじめは、

うまくいっているように見えましたが、

ある日担当されているパートの方から、

「私は、この人（知的障がいのある方）

と同じくらいの時給なのに、教えてあげ

なきゃいけないのよね」と言われまし

た。 

どちらも、担当者⇔障がいのある方の

双方の良い関係が築けているとは言い難

いケースでした。その原因は、やはり会

社が、障がい者雇用を推進してもらう部

門、担当者に、どうして障がい者雇用を

行うのか、そしてどのような役割をその

方に期待しているのかを伝えることがで

きていなかったように感じます。 

ですので、朝礼や社内報などを活用

し、障がい者社員と一般社員が業務の中

で接する機会を増やし、「なぜ障がい者

雇用を行うのか」を繰り返し、何度も伝

えていくことが大切だと思います。 

実際の仕事面でも、障がいのある社員

が携わる業務の難易度を少しずつ上げて

いくなど、スキルアップしていくことも

大切です。一緒に働く現場の社員から

『○○さんが休みの日は大変。いてくれ

て本当に助かる。○○さんは、うちの貴

重な戦力です』と言われるような、双方

が認めあえる関係性が築いていけるかど

うかが、その会社で障がい者雇用がすす

んでいく鍵になると思います。 

会社として、障がいのある社員の力を

引き出し、戦力とするためには、障がい

のある社員と真剣に向き合うことが大切

です。エネルギーのかかることかもしれ

ませんが、障害者就業・生活支援セン

ターや就労移行支援事業所など、支援機

関を活用することも有効かと思います。 

障がいのある社員もない社員も、会社

にとって必要な人材と認められることに

より、モチベーションが上がり、離職を

防ぐことにもつながります。 

障がいのある社員が働きやすい職場

は、すべての従業員が働きやすい職場と

もなり、結果的に企業全体の組織力が強

くなり、従業員が定着する企業となり、

社会からの信頼が高まることにつながる

と考えています。 

就職トレーニングセンターは、誰もが

安心して働き続けることができる社会の

実現を目指しています。 

29年度も変わらぬご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い致します。 

         管理者 辻 孝志       
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◆ハイライト 

・障がい者雇用の理解を 

   深めるために（1ページ） 

 

・ご利用者の声を届けます 

  ～就職を控えて思うこと 

  （2ページ） 

 

・安全運転講話 

  ～警察官の方から学ぶ 

        （3ページ） 
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ご利用者 作品 

色鉛筆で 一つひとつ 

丁寧に描いています。 



Ｌｅｔ′ｓ求活！～就職者数60名を超えて 
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 春の日差しが、心地よく感じる季節になりましたね。 

 さて今回は、就職トレーニングセンターの現在の状況を

お伝えしたいと思います。 

 就職トレーニングセンターは、開所してから６年が経ちま

した。開所から3年は5～8名の就職者数でしたが、今年度

は就職者数１５名となりました！ 

 ご利用者の皆さんの、「働きたい！！」という強い気持

ちと、センターでの活動（公文式学習・気づきのプログラ

ム）や求職活動など日頃の努力によっての成果だと思っ

ています。そして、その強い気持ちが私たち職員のパワー

にもなるのです。 

 これからも就トレは、皆さんが安心して働き続けていけ

るよう、求職活動や定着支援に力を入れていきたいと思

います。 

 企業様、ご家族様、各関係機関の皆様、本当にありがと

うございました。今後ともよろしくお願い致します。（深川） 

累計就職者数 

62人 

（人） 

“就職を控えて思うこと”～就トレご利用者の声 

今からがスタート！就トレも「働き続けたい」を応援します！（所） 

  D.K  S.S 

（年度） 
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5月のプログラム予定 
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 自転車を利用する方が多いここと、新しい交通ルー

ルを学ぶ機会として東海警察の方に来て頂き、交通安

全講話をしていただきました。 
    

プログラム紹介～安全運転講話 

 

一旦停止の無視などの交通ルールは絶

対に守らないといけないと思った。 

 DVDを見て、改めて常に危険であ

ることが確認できました。 

 自転車に関することが主

でしたが、皆さん真剣に講

話を聞かれていました。 

 DVDを見たり、実演をし

ていただいたりと、ご利用

者に伝わりやすい内容でし

た。この場を借りてお礼申

し上げます。 

 これからも、みなさんが通勤や日常生活安全に、楽

しく過ごせるように、お伝えして行きたいと思いま

す。                （正木） 

 

 

 

もう少しスピードを緩めて乗りたい。 

 毎日自転車に乗っているのに、知

らないことがいっぱいあってビック

リしました。 

 

信号無視をしない、ながらスマホ

はしない。 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 休み 休み 休み 休み 休み 

WRAP 
地活スキル 

「長期休暇」 
休み 休み 休み 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 

振返り 
休み 休み 

SST 
ビジネスマナー 

「言葉づかい」 
 

ビジネスマナー 

「求人票」 
  休み 休み 

15 16 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 

公文学習/ＰＣ 

振返り 
休み 休み 

WRAP 
JST 

「会話をする時」 
WRAP 

ビジネスマナー 

「面接講習」 
  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」 
 

地活スキル 

「リフレッシュ体操」 
  休み 休み 

29 30 31         

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ   

5月 
    

地活スキル 

「食事の摂り方」 

JST 

「気配り・心配り」 
グループワーク        



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 

株式会社 情報と物流のタカスエ 様 

スギスマイル 株式会社  様（5名） 

株式会社  

   クリエイト・レストランツ 様 

ユニー 株式会社  様 

社福祉法人清凉会 東海清凉苑  様 

DCMカーマ 株式会社  様 

小松開発工業 株式会社  様 

株式会社 カジスマイル  様 

愛知製鋼 株式会社  様 

トランコム 株式会社 

（就職者 15名） 

 働きたいと考えているご利用者様 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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「働き続けるための“選択”」 

 就職トレーニングセンター 説明会 

◆事業説明 ◆就職率・定着率 ◆事例紹介 他  

平成29年5月18日(木) 10：00～11：30 

 就職トレーニングセンターにて 

 

 

※すべての問い合わせ：0562-85-6101 就トレ 辻・所 

 

 
  

平成２９年４月１日付で、ひかりのさとのぞみの家に異動となり

ました。ご利用者の皆様、企業の皆様、関係機関の皆様には、大

変お世話になりました。 

 社会人2年目の若輩者だったころから就労移行支援事業に携わ

らせていただき、ご利用者の皆様と共にビジネスマナーやルール

を学ばせていただいたり、就トレの立ち上げやプログラム変更な

ど大きな変化を共に経験させていただきながら、時には『どの口

が偉そうに･･･』と、思い悩み自分を責めたりしながら、ご利用

者の見本になれる社会人に少しだけ近づくこと

ができた6年間だった･･･と、思いたいです。

４月からは、東浦町にあります「ひかりのさと

のぞみの家」で支援員として頑張っていきま

す。就トレで学んだことを活かしつつ、支援者

としてさらに成長した姿を皆様にお見せできる

よう励んでまいります。「就トレ」ともども変

わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、今

後ともよろしくお願い申し上げます。 

異動のご挨拶 

これからも変わらず、 

よろしくお願いします♪ 

就労支援員 青木剛志 


