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 あけまして おめでとうございます。 

 昨年、就職トレーニングセンターでは就職

支援に特化した事業所としてハード面やソフ

ト面の充実を図り、しっかりと基礎固めをさ

せていただきました。 

 昨年４月に増築工事が完了し、西館ホール

では、ゆったりとした環境の中で落ち着いて

プログラムを行うことができるようになりま

した。また個別の面談や求職活動など、より

充実を図る目的で相談室を３か所設けていま

す。旧事務所は、ケア会議・地域に開放した

勉強会・ミーティングの場として活用してい

ます。 

 午前の活動として一昨年の１２月から導入

した公文式学習では、「自己肯定感を育むプ

ログラム」として定着しました。静かな環境

の中で集中して学習し、積み上げたプリント

の枚数が利用者にとって目に見える成果であ

り、「やればできる」という自信と達成感を

得ることができています。また、パソコンの

「資格取得を目指すプログラム」として、

ワードやエクセルを学習するコースも始まっ

ています。 

 午後の活動は、グループワークを中心とし

た「気づきのプログラム」として、ビジネス

マナー・ＳＳＴ（社会生活技能訓練）・ＷＲ

ＡＰ（元気回復行動プラン）・スポーツ・社

会貢献活動などに加えて、企業見学にも積極

的に出かけています。 

 昨年の6月より太田川駅からの送迎を始め

ています。利用者の半数以上が大府市以外の

他市町の方となっています。特に東海市や知

多市といった名鉄沿線の方の利用が増えてい

て、８人乗りのワゴン車に乗りきれない日も

あり、増便を行っています。 

 福祉は人だと言われます。就職トレーニン

グセンターでは人材育成として就労支援セミ

ナーへの参加・自主勉強会の企画・先進事業

所の見学などを進めてきました。また、あい

さつ運動は地域との連携事業として参加し、

３Ｓ運動（整理・整頓・清掃）・カイゼン活

動といった事業所内での取り組みも充実して

きました。特にＱＣ活動に関しては、福祉Ｑ

Ｃ全国大会において優秀賞を受賞（次ページ

にて詳しく紹介）し、私たち職員にとって大

きな自信となりました。 

 新しい年を迎え、昨年までの取り組みをさ

らに充実せるとともに、新たな目標に向かっ

て大きな飛躍の年にしたいと思っています。 

 １つ目は、就職者数を倍増させること。厚

労省の資料によると、平成２４年4月時点に

おいて35.2％の就労移行支援事業所が就職

者数が０名となっています。就トレでは昨年

7名の就職者を送り出しましたが、より多く

の利用者ニーズに応えるため、さらなる努力

を重ねていきます。 

 ２つ目は、もっとたくさんの利用者に利用

してもらうこと。まだまだ就トレ事業の周知

が不足していると思っています。今まで福祉

サービスが届いていなかった方々にも情報を

届け、働きたいと希望をお持ちの障がい者の

期待に応えられるようにしていきます。 

 ３つ目は、各支援機関との連携強化です。

働き続けるには、継続的な定着支援や生活支

援が必要となります。そのための相談支援機

関や医療機関との連携が欠かせなくなってい

ます。 

 本年も変わらぬご支援を賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

センター長 青山 誠 

目次: 

全国福祉ＱＣ大会・ 

優秀賞受賞！ 
P.2 

就労支援日記・ 

半田面接会！ 
P.2 

企業見学レポート P.３ 

2月のプログラム P.3 

利用説明・見学、 

随時受付中 
P.4 

ひとがき☆ギャラリー P.4 

ハイライト: 

・新年ごあいさつ 

  ～目標に向かって 

・福祉ＱＣ 優秀賞受賞！ 

・チャレンジ！半田面接会 

・あいち健康の森見学 

・ひとがき☆ギャラリー 

   とても力強いです！ 



平成25年11月27日～28日に、東京霞が関で「福祉Ｑ

Ｃ全国発表大会」が行われ、法人愛光園からは私たち就職

トレーニングセンターから「ＱＣサークルはた楽☆」が参

加してきました。 

 「ＱＣ」とは質管理や業務改善のための手法で、産業界

で盛んに導入されています。データ化や図表化を図ること

により、客観的な判断をしながら業務改善を行うことがで

きます。福祉の現場でもこの手法を取り入れ、ご利用者へ

のサービスを向上させようという動きが活発になってきて

います。 

 就職トレーニングセンターの所属する法人愛光園でも、

4年前から福祉ＱＣ活動を始め、毎年法人内のＱＣ発表会

で金賞を受賞したサークルが社会福祉施設士会の主催する

全国ＱＣ発表大会で発表を行っています。 

 平成25年度は、私たち就職トレーニングセンターが法

人内で金賞をいただき、全国大会で発表してきました。 

 テーマは「昼休みの工程におけるＡさんの不安の度合い

の低減」で、自閉症と強迫性障害を併せ持つＡさんの不安

を和らげようというものでした。    （  ） 

福祉ＱＣ全国発表大会・優秀賞受賞！ 

チャレンジしてきました～半田面接会参加！ 
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 人の心にいかに寄り添い、客観的に評価し、状況を改

善していくか、とても難しいテーマでしたが、Ａさんご

本人としっかり話し合っていくことで、対策も結果もよ

いものが生まれました。 

 ＱＣ活動では「ムリ・ムラ・ムダ」をなくす業務改善

が多くみられる中、全国発表大会での4２テーマの多く

が、「ご利用者の満足のため」に必要なことをテーマに

挙げていたことは「福祉ＱＣ」ならではだったと思いま

す。 

 私たちのサークルも、対策や結果だけでなく、Ａさん

というご利用者に真摯に向き合ってきたことも評価さ

れ、優秀賞（4ブロックに分かれ発表、各ブロックの1

位に贈られる）をいただきました。 

 Ａさんはじめご協力いただいたみなさん、ありがとう

ございました。これからもご利用者の就職に向けて、頑

張っていきたいと思います。      （辻・所） 

 去る平成25年12月12日、半田市雁宿ホールにて、知多地区

の就職面接会が開かれ、就トレからも4名の方がチャレンジして

きました。 

 普段のビジネスマナーやＪＳＴ（職場における対人技能トレー

ニング）の講座で練習してきた成果が発揮され、みなさん緊張し

ながらもご自分について伝えることができ、しっかり力を出せた

と思います。就トレへ来て初めて求職活動を始めた方もいます

が、ぎこちなかったスーツ姿にも、だんだん自信が感じられるよ

うになりました。 

 お一人おひとりに、素晴らしい持ち味があります。良い出会い

となりますように☆ 

      （深川） 
右：面接前のみなさんです。緊張と期待

が伝わってきます。 
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 平成11月18日（月）、午後のプログラ

ムで企業見学へ行ってきました。 

 求職活動をするご利用者には、「どんな

仕事が自分に向いているのだろう？」「求

人票に書いてある職種が、実際どういう仕

事なのかわからない」という疑問や不安が

たくさんあります。企業見学では、その疑

問や不安を実際に自分の目で見て、自分の

耳で聞くことにで安心と具体的なイメージ

につなげていきます。 

 今回見学させていただいた「あいち健康

の森管理事務所」では、就職トレーニング

センターＯＢ1名が就職しておりますが、

その方もはじめは「どんな仕事なの？」と

不安に思っておられました。しかし、実際

に見て実習をすることで、不安から「この

仕事がしたい」という希望に変わられまし

た。 

 そんな先輩利用者の姿を見たり、実際

仕事をする上での「大変なこと」「楽しい

こと」を聞いたりして、みなさん「公園

管理」の仕事のイメージを明確にしてき

ました。 

 見学中はみなさんしっかりメモを取

り、自分の求職の希望と照らし合わせ、

真剣に考えておられました。見学後の感

想でも、「実習してみたい」というものか

ら、「私には体力が足りないな…」など

様々な気持ちが聞かれ、とても実のある

ものとなりました。 

 忙しい仕事の時間に、丁寧に説明して

くださったり、作業風景を見せてくだ

さったあいち健康の森管理事務所の職員

のみなさん、ありがとうございました。 

              （所） 

 

 2月のプログラム予定 
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月 火 水 木 金 土 日 

          1 2 

        休み 休み 

         休み 休み 

 3  4  5  6  7   8  9 

公文学習 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 公文学習 休み 休み 

地域生活スキルトレー

ニング 
ＪＳＴ ＳＳＴ ビジネスマナー 早帰り しごとも☆ 休み 

 10  11  12  13  14  15  16 

公文学習 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 公文学習 休み 休み 

地域生活スキルトレー

ニング 
ＪＳＴ ＷＲＡＰ ビジネスマナー 早帰り 休み 休み 

 17  18  19  20  21  22  23 

企業見学準備 

公文学習 
公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 

公文学習 

振り返り 
休み 休み 

地域生活スキルトレー

ニング 
ＪＳＴ ＳＳＴ ビジネスマナー  早帰り 休み 休み 

 24  25  26  27  28   

公文学習 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 公文学習   

地域生活スキルトレー

ニング 
ＪＳＴ ＷＲＡＰ ビジネスマナー 早帰り   

上：メモを取りながらお話を聞きます 

企業見学～あいち健康の森管理事務所 

右：就トレＯＢ、Ｋさんの仕事姿。 

最初はぎこちなかった道具の扱いも様

になっています。 



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１０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/ 

大山 泰弘 氏 講演会 

就職先企業様（25年度） 
社会福祉法人長福会  

  デイパーク大府 様 

学校法人至学館大学 様 

ワシントンホテル株式会社 

 名古屋国際ホテル 様 

日本ゼネラルフード株式会社 様 

 

長く働き続けるにはコツがある！  
～就職でもう失敗したくないと考えている あなた～ 

見学・相談・利用体験 随時受付中 

（無料） 
場所：当センターにて 

  

求職活動を行っているが、うまくいかないと悩んでいる方や、何度か

就職したけれど長続きしない方など、お気軽にご連絡ください。親御

様や支援者様の同伴も可能です。 

お気軽にお問い合わせください。 

連絡先：0562-85-6101（辻・所） 

☆就職希望者募集☆ 

 社会福祉法人 愛光園 正規職員募集中 詳しくはホームページにてご確認ください！ 

http://www.aikouen.jp/ 

「帆」 

Ｋ.Ｔさん作 


