
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10月1日 

第20号 

就トレ通信 ひとがき 

 平成28年6月に閣議決定された

「ニッポン一億総活躍プラン」は，成

長と分配の好循環を形成する仕組

みとして、「希望を生み出す強い経

済」「夢をつむぐ子育て支援」「安

心につながる社会保障」の3本の矢

をもって推進するとともに、大きな

課題である「働き方改革」等に取り

組んでいくことが示されました。同

プランでは、今後の対応の方向性

として、「それぞれの希望や能力、

障がいや疾病の特性等に応じて最

大限活躍できる社会を目指し、就

労支援及び職場定着支援、治療と

職業生活の両立支援等を進め、社

会参加や自立を促進していく。」こ

とが明記されています。 

これらを受け、「働き方改革実行

計画」が策定され、障がい者等の希

望や能力を活かした就労支援の推

進に関しては、時間、空間の制約を

乗り越えて、その意欲や能力に応じ

た仕事を提供するなど、障がい者

等が希望や能力、適性を十分に活

かし、障がいの特性等に応じて活躍

できることが普通の社会、障がい

者と共に働くことが当たり前の社

会を目指していく必要があるとさ

れています。 

近年、障がい者の雇用環境は改

善してきてはいますが、依然として

雇用義務のある企業の約３割が障

がい者雇用ゼロとなっているほ

か、経営トップを含む社内理解や作

業内容の改善等にも課題が残され

ています。 

初めて障がい者雇用に取り組む

際には、何から手をつけてよいのか

分からず、不安に思うことも多いと

思います。 

まず、①障がい者雇用に関する理

解を深め、②配置部署や従事する

仕事を選定し、③受け入れ態勢を整

え、労働条件などを決め、④採用活

動を実施していくのがよいと言わ

れています。 

また、障がい者雇用に関する情報

の収集、社内啓発や社内調整、ハ

ローワークをはじめ、地域障害者職

業センター、障害者就業・生活支援

センターなどの雇用支援機関との

連携など、幅広く活動することが求

められるため、担当者やチームを決

めて対応していくと進めやすいと

思います。 

当センターは、障がいのある方に

就労に必要なトレーニング等を実施

している『就労移行支援事業所』で

す。 

障がいのある方の採用活動～職

場定着のための支援まで、経験と

実績のある就労支援スタッフが対応

させていただきます。ぜひ、ご活用

ください。 

      管理者 辻 孝志      
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障がい者雇用を進めるために 
～障がいのある方をサポートする支援機関との連携がポイントです～ 

 

◆ハイライト 

 

・支援機関との連携 

       （1ページ） 

 

・愛知製鋼株式会社様 定期

講習会に参加してきました！ 

       （2ページ） 

 

・働き続けるためのツールを

ご紹介します！ 

       （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。 



就トレ出張講座～「愛知製鋼 株式会社様 定期講習会」 
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就トレ通信 ひとがき 

 7月25日（火）、愛知製鋼株式会社様からご依頼をい

ただき、同社様で働かれている、障がいのある方々向け

の定期講習会へ講師として参加してきました。 

 長く働く中で、障がいのある方もない方も、それぞれ

の課題が出てくることがあります。そういったとき、コ

ミュニケーションなどに苦手さのある方々が、うまく乗

り越えていけるよう、同社様ではこうした定期講習会を

開き、テーマごとに取り組んでいるとのことです。 

 今回は、「同僚との付き合い方を考える」というテー

マで、たとえ親しくなった同僚でも、ミスを指摘されたと

きなど、仕事の場面ではどうするとよいのかを考えてい

くというものでした。 

 参加してくださったのは20名ほどの社員の皆様で、部

署も様々、今年の新入社員の方から、長く勤めておられ

る方まで、多種多様な方々でした。 

 講習の中では、具体的な場面を取り出し、どう受け答

えするとよいか、こんな受け答えをするとどうなるだろ

うか、と意見を出し合ったり、グループで考えてもらった

りしました。その中から出てきた「こうするとよい」を、実

際に行ってもらい（ロールプレイ）、よかった点などを確

認しました。 

 はじめは恥ずかしがったり、自信のない様子だったり

した皆さんですが、さすが日々バリバリ働いておられる

皆さんです。徐々に発言も活発になり、堂々としたロー

 働き続けるためには、実際の作業力だけでなく、心

や体の健康を維持することが大切です。 

 疲れている自分、頑張りすぎている自分、食事がと

りにくくなっている自分、いろいろな自分に気づき、

早めに手を打つことで、大きな辛さになることを防い

でいけるとよいのですが、気持ちの不安定さのある

方々は、自分で気づいた時にはもう辛くて仕方ない、

という状態になっていることも少なくありません。 

Ｌｅｔ′ｓ求活！～働き続けるためのツール・生活記録～ 

ルプレイも見せてくださいました。 

 こういった講習で得たスキルを、実際の場面でしっか

り活用していくためには、周りで働く皆様のご協力も大

切です。繰り返し、「こういう時はどうすればよかっ

た？」と気づきを促し、本当の意味でのスキルの獲得へ

つなげていっていただきたいです。 

 今回、このような機会をいただいたことで、私たち就

労支援員も大きな刺激となりました。今後の就労支援

へつなげていきたいと思います。ありがとうございまし

た。                 （所） 

具体的な場面を想定

しての講習とロール

プレイの様子 

【体調記録表】 

Aさんの場合 

食事の時間が崩れる

と調子も崩れていく

傾向があるので、目

安の時間を意識でき

るようにしました。 
【週間活動 予定・記録表】Bさんの場合 

時間が空きすぎると、不安になることもある

ので、空き時間がわかるようにしました。 

モヤモヤをため込まないよう、思ったことを

書き込めるようにもしています。 

 そこで、なるべく自分で早めに気づいたり、何をする

とよいかを実行したりするために、「生活記録」を活用

することがあるので、ご紹介したいと思います。 

 AさんもBさんも、職員と相談しながら内容を変えて

きました。「生活記録」の呼び方も、形式も人それぞれ

です。自分に合ったものを活用していけるとよいのでは

ないかと思っています。          （所） 
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１０月のプログラム予定 
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プログラム紹介～大掃除 

☆「大掃除」で意識したこと ☆ 

  ・グループ内で手分けをし、協力し合う。 

  ・普段しない所も、丁寧に掃除する。 

  ・安全に道具を使う。 

 地域生活をしていくために、身につけておくと

よい事を学ぶプログラム「地域生活スキルト

レーニング」で、今回は大掃除を行いました。 

高い所の作業は、

安全に気を付けて

行いました。 

掃除をする場所ご

とに、グループ分

けをして行いまし

た。 

高い所・細かい所

も、しっかり拭きま

した。 

汚れが取れたか確

認をしながら、綺

麗に洗いました。 

・ グループ内で上手に作業分担し、協力しあえて    

いました。 

・ケガすることもなく、隅々まで丁寧に掃除されま

した。 

 これからも、色々な場面で地域生活スキルが身に

つく内容を考えていきたいと思います。 （正木） 

お疲れ様でした 

月 火 水 木 金 土 日 

2 3 4 5 6 7 8 

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 休み 休み 

SST JST「伝える」 WRAP 
ビジネスマナー 

「身だしなみ」 
  休み 休み 

9 10 11 12 13 14 15 

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 

「人との関わり」 
  

ビジネスマナー 

「あいさつ・おじぎ」 
  休み 休み 

16 17 18 19 20 21 22 

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 

JST 

「会話をする時」 
SST WRAP 

地活スキル 

「リフレッシュ体操」 
  休み 休み 

23 24 25 26 27 28 29 

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 

地活スキル 

「感染症対策」 
企業見学   

ビジネスマナー 

「あいさつ・おじぎ」 
  休み 休み 

30 31      

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ      

SST グループワーク      

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/autumn/title/sozai/10x703.jpg&imgrefurl=http://www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/autumn/title/sozaitext/10x703.htm&docid=ZI5sIqqydj7VIM&tbnid=ZTvFiVrllWluPM:&vet=10ahUKEwiXysC6rKTWAhW


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 

小松工業 株式会社        様 

株式会社 BANKANわものや     様 

 

（就職者 6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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公文 就労支援施設フォーラム 

 日時：10月30日（月）～11月1日（水）    

 場所：公文教育研究会 本社(品川) 

     

ひかりのさとバザー 

 日時：11月3日（金） 10：00～12：00   

 場所：ひかりのさとのぞみの家 周辺 

  模擬店いろいろ、楽しい催し物満載！ 

 

※すべての問い合わせ： 

0562-85-6101 就トレ 辻・所 

 

 
  

 朝晩も涼しくなり、気がつけば日が暮れる時間も早くなってきまし

た。少しずつ、秋を感じるようになってきましたね。 

 今回はH27に就職トレーニングセンターを卒業され、元気に働かれ

ているKさんの絵を紹介します。鉛筆で絵を描くことが好きで、面談

の時に色々な作品を見せてくれますが、私の一押しはコチラ。 

                       

  

  

 

 

 

 

 

＜左が写真。右がKさんの作品です。＞ 

すごい！の一言です。 

最近、どんどん腕を上げてきたKさん。絵が上手でうらやましい～ 

次の作品が楽しみな私でした！           （深川） 

ひとがきつぶやき 

大東建託 


