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ここ数年、精神障がい者や発達障がい者の
雇用が進んできました。平成２５年厚労省発
表データによると精神障がい者（発達障がい
者を含む）の雇用状況は、約２万２千人で対前
年比33.8％の伸びを示しています。今後もこ
の右肩上がりの状況は続いていくと思われま
す。
しかしながら、まだまだ雇用する企業の方
からは、どう指導してよいのか不安であると
の声を聴くのも事実です。私たち支援者が、企
業の人事担当者や雇用担当者にお伝えしてい
ることは、一般の新人社員への指導とあまり
違いがありません。
たとえば、
◆誰に聞いたらよいのか明確にする
たくさんの人からの指示はわかりにくいた
め、ある程度指導担当者を明確にする必要が
あります。
◆口頭による指示だけでは、伝わりにくい
手順書や直接モデルを示すなどの工夫があ
る と 伝わ り やす いも の で す。指 示 は「も う
ちょっとずらして」のように、できるだけ誤解
を招くような抽象的な表現は避け、
「２センチ
右」のように具体的にゆっくりと伝えてくだ
さい。一度に複数の指示も伝わりにくいもの
です。
◆実際にやらせて確認を行う
やらせて見せて理解できているか確認が必
要です。
「ハイ！」と返事をしたからと言って
理解できたとは限りません。
◆できていることを伝える（褒める）
慣れない仕事は、ちゃんとできているのか
不安なものです。特に精神障がい者や発達障
がい者は、失敗して叱られた経験から、一般の
方より不安を抱きやすいものです。
「できてる
よ」と褒められることで安心し、やる気も出て
きます。また「何がどのようにできている」の
か、具体的に示すとわかりよいと思います。
◆頭ごなしの叱責はさける
誰でも慣れない仕事と緊張から、必ず失敗
はあります。ミスは頭ごなしに叱るより、なぜ
失敗したか、どうしたら解決できるかを具体
的に一緒に考えることが重要です。
「やってみせて、言って聞かせて、させて
てみせ、 ほめてやらねば人は動かじ。
」
「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやら

ねば、人は育たず。
」
「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せ
ねば、人は実らず。
」
山本五十六さんは、やはり人を育てる達人
だったのでしょう。
◆指導担当者を孤立させない
指導する担当者にも強いストレスがかかり
ます。特に障がい者への指導経験が少ない場
合、
「こんなことを言ったら傷つきはしない
か」とか、
「ちゃんと伝わっているだろうか」
とかです。また人によっては仕事を覚えるの
に、数倍の時間が必要な障がい者もいます。そ
のような状況下で、早く結果を求められると
焦る気持ちから、ついついイライラとなりが
ちです。担当者のみに任せっきりにせず、フォ
ローやバックアップを行う意識を、企業トッ
プや職場全体で共有することが重要です。
◆仕事の切り出し（適性の見極め）
ある程度できそうな仕事をいくつか準備し
ておくことをおすすめします。たとえば、掃除
ならだれでもできるだろと決めつけてしまう
と、お互いにつらくなることがあります。本人
の特徴を見極め、その人に合った仕事に出会
うことで、思わぬ力を発揮してくれるもので
す。これも職場全体で意識して仕事を切り出
すことで、担当者任せにならず、働きやすい職
場環境へとつながっていきます。
ここにお示ししたことは、さほど特殊なこ
とではないと思うのですが、いかがでしょう
か。とは言え、やはり障がい者雇用に不安を感
じることもあると思います。そんな時は、私ど
ものような支援機関にお声かけください。
（青山）
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福祉避難所協定締結～災害時・福祉避難所として就トレ活用
東日本大震災から3年。未曾有の被害をもたらしたこの
震災でしたが、私たちの住むこの地域でも、南海・東南海
トラフ地震がいつ起きてもおかしくないと言われていま
す。日頃から災害への備えがとても重要になってきます。
この度、就職トレーニングセンターでは、大府市からの
災害時の協力要請を受け、『災害時要援護者の避難施設と
して民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書』
を締結することとなりました。
この協定の内容は、大規模な地震、風水害等の災害によ
り災害時要援護者が避難を余儀なくされた場合に、大府市
から、社会福祉法人 愛光園に対し、避難施設として社会
福祉施設等の使用の協力要請があった場合に、できる限り
受諾するよう努めるものというものです。
この協定において「要援護者」とは、(1)介護保険の要
介護認定者、(2)障害者手帳所持者、(3)左記に準じる者
の方で、施設の入所基準に該当し、又は該当すると認めら
れる方で、災害時に何らかの援護を求める方をいいます。
災害時に居宅が居住困難となった要援護者及びあらかじ

Ｌｅｔ′ｓ求活！

～実習支援～
左：実習前に、通
勤の練習です。
天気が悪い日の想
定もします。

右 ： 実 習 開 始。担 当 し
てくださるスタッフさ
ん に、丁 寧 に 教 え て い
ただきました。

め指定する避難所では、対応が困難な要援護者のため
に、社会福祉施設である当センターを避難施設として
利用し、一定期間を過ごしていただくというもので
す。
東日本大震災の時に問題になった、『障がいのある
子どもがいると、避難所は居づらい』『慣れない環境
でパニックで泣いている息子が怒られた』や、『自閉
症の子どもの行動を理解されず白い目で見られた』な
ど、肩身の狭い思いを体験された方が多かったと聞い
ています。そういった方々の体験を教訓に、福祉施設
だからこそできる避難所としての役割を果たしていき
たいと思います。
(辻)

「求職活動、略して求活！」
最近ではなじみのある言葉となってきましたが、一口に
「求活」といっても、求人を見て、面接を受けて、さあ
就職！というスタイルばかりではありません。
とりわけ障がいをおもちの方々の求活では、求人通り
の仕事内容、面接だけの判断では、雇用する側も働く側
も不安が多い場合があります。
そんな不安を少しでも減らし、自信を持って働くため
に、就職前に実習を行う場合があります。
今回は3月から清掃業務での実習が始まったＴさんを
ご紹介します。
Ｔさんは、求められる業務内容がす全てできるか自信
がない、できない場合、自分がそれを伝えて調整するこ
とができない、という不安がおありでした。そんな中、
今回、自転車で20分の距離にある事業所からの求人が
あり、実習からというスタイルで応募しました。
実習前には、事業所様に伺い業務内容を「見学」、不
安な個所を事業所様と確認し、配慮をお願いしました。
また、通勤ルートや時間を確認する「通勤練習」も行
い、事前の不安を減らしました。
こうして始まった就職前実習は、今後事業所様とＴさ
んで相談しながら、少しずつ日数や時間を延ばしていく
予定です。
すぐに「雇用開始！」と急ぎたい気持ちもあります
が、事前の実習で、雇用する側もされる側も、「安心」
して雇用が開始できる場合があります。
Ｔさんも「安心」して「自信」をもって働けるよう、
実習を重ねる予定です。
Ｔさんに合ったかたちの雇用となるよう私たちもがん
ばります！
（所）
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プログラム～朝礼
就職トレーニングセンターでは、毎朝朝礼を行っ
ています。
日直の号令「おはようございます」のあいさつから
一日が始まり、一人ずつ前に出て今日の体調、今週の
自己目標、発声練習を行います。そして、最後に外で
みんなで「ラジオ体操」を行っています。ラジオ体操
は一日の活動をより快活にするためにとても効果的で
す♪♪
最近は、ぽかぽかと暖かい日が多くなり春らしく
なってきましたが、雨の日や天候の日以外は、猛暑で
暑くてたまらない日でも、雪が舞うとても寒い日でも
外で行っています。暑さ寒さが厳しい日は、室内でや
りたいと言われる方もみえますが、それでも頑張って
皆さん参加されています。
普段ほとんど運動をせず、抵抗力も体力もあまり無
い方がみえましたが、そんな方も以前より風邪をひき
にくくなってきました。季節に関わらず、ラジオ体操
を毎日続けていることで、気付かない内に抵抗力がつ

いてきている様です。
※「毎日の積み重ねの力」は、本当にすごい！！
これぞ、「継続は力なり」ですね。
※「就職」そして「職場定着」を目指して、これか
らも体力づくりの一貫として取り組んで行きたいと思
います。
（正木）

就トレ前の駐車場で、大きく
輪になって、ラジオ体操を行
います。

5月のプログラム予定
月

火

水

木
1

5

6

7

金
2

土
3

日
4

公文学習/求職活動

公文学習

休み

休み

ビジネスマナー

早帰り

休み

休み

8

9

10

11

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

12

13

14

15

16

17

18

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

19

20

21

22

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

地域生活スキルトレー
ニング

ＪＳＴ

ＳＳＴ

ビジネスマナー

26

27

28

29

23

24

25

公文学習
振り返り

休み

休み

早帰り

休み

休み

30

31

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

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

☆企業様・支援関係者様

愛知県大府市共和町7丁目83番地

見学会☆

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

2014年5月27日（火）10時～

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。

場所：当センターにて
こんな風に
使おう！

お伝えします！

「就トレ・活用法」
企業様・支援関係機関様、ぜひお越しくださいませ。
お気軽にお問い合わせください。

連絡先：0562-85-6101（辻・所）

ホームページもご覧ください
http://www.aikouen.jp/

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
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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
Ａ型事業所

アクエリアス

Ｈ.Ｔさん作

様
様

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/

