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就トレ通信 ひとがき 

 厚生労働省より、平成28年に取

りまとめた「障がい者雇用状況」

が発表されました。50人以上規模

の民間企業に雇用されている障が

い者の数は47万4374人で（対前年

比4.7％増）、実雇用率は１.92％

（対前年比0.04ポイント上昇）

と、いずれも過去最高を更新しま

した。なかでも、精神障がい者の

雇用人数は4万2028人で、前年と

比べ21.3％増と大幅に増加してい

ます。平成30年4月からは、障害

者雇用促進法の改正により、法定

雇用率を算定する計算式に、身体

障がい者と知的障がい者に加え

て、精神障がい者も含まれます。

それによって、法定雇用率が上昇

すること(2.0％→2.3％)になりま

す。今後、さらに障がい者雇用を

進めていく必要があり、精神障が

い者の雇用もますます進んでいく

と思われます。 

 しがし精神障がいは、まわりか

ら見て障がい特性が分かりにくい

ために、企業様にっとては「どん

な障がいなのか」、「どのような

配慮が必要なのか」、「どのよう

な仕事ができるのか」など、大き

な不安を抱えておられるのも事実

です。日頃接する機会が少ない

上、個人によって障がい特性が大

きく異なることが、企業様が雇用

を進めるうえで大きな壁と感じて

みえるようです。 

 精神障がいのある方の雇用で実

績を上げてみえる企業では、一人

ひとり個別に業務マニュアルを作

成し、「段階的に勤務時間の延長

やフレックスタイム制の適用な

ど、柔軟に勤務時間を調整をす

る」、「作業手順をなるべく標準

化しミスや不安感を少なくす

る」、「作業指示は必要なことを

具体的にピンポイントで伝える」

などの、個人に合わせた対応や、

環境を整えるなど障がい特性に合

わせた配慮がなされています。 

このように企業のなかでいきい

きと働く精神障がいのある方がい

る一方で、残念ながら早期に離職

するケースや、精神障がいのある

方の雇用にまだ不安を感じている

企業様も多いのが現状ではないで

しょうか。 

 当センターでは、障がいの理解

を進めるための方法として、職場

実習を勧めています。「身体の方

はいいけど、精神の方の雇用経験

がないので不安」とおっしゃる企

業様も、雇用ありきではなく、ま

ずはお試しで働かせていただくこ

とで、職場内の障がい理解が進む

とともに、働くご本人の大きな自

信につながります。また、雇用後

の不安についても、職場定着のた

めの定期的な訪問を実施しており

ますので、是非ご活用下さい。    

      管理者 辻 孝志      
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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。 



就トレ説明会～「働き続けるための“選択”」開催 
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就トレ通信 ひとがき 

 平成29年5月18日（木）、保護者様、関係機関様向け

に、就トレ説明会を行いました。 

 今回は、これまでお知らせができていなかった西三

河地域の方にもお越しいただけたらと思い、安城特別

支援学校の先生にもご協力いただきました。 

 地域で分けると西三河地域と知多地域、少し遠く感

じますが、実際にはJR1本で来ることができる地域も

多く、関心を示したいただいた保護者の方も多くお見

えになりました。 

 

 説明会では、「働き続けることが夢の実現につな

がっていく」という趣旨で、事例など紹介させていた

だきました。現在就トレでは、ご本人に個別支援計画

の「将来に望むこと」を書いていただいています。そ

の夢をかなえるためにトレーニングや就労生活を積み

重ねていきます。そんな意識を強く持っている方は、

 

Ｌｅｔ′ｓ求活！～夢に向かってのスタート～ 

 元々おっとりとした性格のKさん。大きな声を出したり、自分から「わからないことを聞く」ことは

少し苦手だったようです。いつも穏やかなKさんですが、やるときはやります！！「丸源ラーメン」で

実際の仕事を経験することで、だんだん変わり始めたのです。 

 「丸源ラーメン」での実習では、お客さまに感謝の気持ちを込めて大きな声で

の挨拶。そして安全確認のためスタッフ同士の声掛けが重要になってきます。 

初日は緊張からか、なかなか声も出なかったKさんですが、なんとゆ～事でしょ

う～！！２週間後には立派な声が出ているではありませんか！！ 

実習中1番楽しかったことは？と聞くと「声かけ」と笑顔で答えてくれました。 

大好きなラーメンの仕事で、さらに環境や仕事に慣れてくると今まで以上の力と

自信が出てくるのですね。 

 Kさんの夢は、お金をためて北海道に行くこと。その夢をかなえるために、い

つまでもKさんが笑顔で働き続けるために、これからも各関係機関の皆様と一緒

にサポートしていきたいと思います。おいしいラーメン作り、頑張れ～！            

  

 そして、「働きたい、でもできるかな…」と思っているみなさん、一度チャレ

ンジしてみませんか？                     （深川） 

やはり仕事でも意欲を持って取り組まれます。 

 

 お越しいただいた保護者の皆様には、お礼申し上げ

るとともに、障がいのあるお子様の夢や望みを、今か

ら一緒に考えていってあげていただきたいと思いま

す。ご参加ありがとうございました。         

個別支援計画：私の「目標と計画」一部抜粋 

「ラーメンが好き・・・♡」そう嬉しそうに話をしてくれるのは、

H28年10月から就トレを利用され、H29年6月に就職されたKさん

です。就職先は、「丸源ラーメン」様です。 

 

 Kさんは以前、就労継続B型事業所で福祉的就労をされていました

が、「お仕事がしたい！」「夢をかなえたい。」という思いから、就職ト

レーニングセンターを利用することになりました。 
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8月のプログラム予定 
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 社会福祉法人愛光園には、就労系事業所として、 

・就労継続支援事業B型「ひかりのさとファーム」 

・就労継続支援事業B型「阿久比町立もちのき園」 

・就労移行支援事業「就職トレーニングセンター」 

・委託事業 

   「障害者就業・生活支援センター ワーク」 

の4つの事業所があります。そして、将来就労を考え

る年代の事業として、平成27年4月から「放課後等デ

イサービス事業（以下放デイ）」が始まりました。 

 同法人内で、「就労」というキーワードでの専門性

を高め、各ライフステージでどのような視点が必要な

のかを確認するとともに、障がいのあるご本人たちに

とって「切れ目のない支援」が続けられるよう、職員

間での交換見学研修を行いました。 

 写真は放デイスタッフが就トレの見学をしに来た時

の様子です。職場での対人スキルトレーニングとし

て、「指摘を受けた時」というテーマでのプログラム

でした。 

 実際によくない場面をやってみることで、その後の

影響について考え、「こうすると良い」に気づきま

す。そして、それを日常の中に反映させていくこと

で、「こうすると良い」が習慣化され、身についていき

ます。 

 そんな気付きのトレーニングを、児童という年代で

はどのような形で取り入れていけるのか、就トレス

タッフの見学も行い、今後深めていきたいと思ってい

ます。                 （所） 

交換見学研修～らいふ放デイ⇔就トレ 

放デイスタッフによる就トレ見学 

月 火 水 木 金 土 日 

  1 2 3 4 5 6 

 

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 

JST 

「会話をする時」 
WRAP 

ビジネスマナー 

「言葉づかい」 
  休み 休み 

7 8 9 10 11 12 13 

公文学習/ＰＣ/ 

求職活動 
公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 休み 休み 

JST 

「指摘を受けたとき」 
大掃除   

地活スキル 
「長期休暇の過ごし方」 

  休み 休み 

14 15 16 17 18 19 20 

休み 休み 休み 
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 休み 
ビジネスマナー 

「求人票①」 
  休み 休み 

21 22 23 24 25 26 27 

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 

WRAP 
ビジネスマナー 

「面接練習/履歴書」 
  

地活スキル 

「リフレッシュ体操」 
  休み 休み 

28 29 30 31    

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 

「面接練習/履歴書」 
企業見学 WRAP 

ビジネスマナー 

「面接講習」 
 



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（29年度）  

 

株式会社 ブロンコビリー     様 

 

株式会社 情報と物流のタカスエ  様 

 

社会福祉法人 愛光園 

  デイサービスセンター こぶし 様 

 

株式会社 物語コーポレーション  様 

 

（就職者 4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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 今年も、就トレのガーデンには、元気にひまわりが咲きだしま

した。例年7月頃に先始めますが今年はなんと6月初旬に1輪目が

開花！次々と芽が出てはグングン成長しています。燦々と降り注

ぐ夏の厳しい太陽に映える一面のヒマワリ。想像しただけでも楽

しみですね。これから夏に向かって、就トレだけでなく、通る人

の目も楽しませてくれそうですね☆     

ひとがきつぶやき 

 

 

社会福祉法人愛光園 夏祭り 

 日時：8月19日（土） 17：30～20：00   

 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24日（日） 9：30～15：00   

 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 


