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＜近年の状況＞ 

 厚生労働省より、平成25年度の障がい者

の職業紹介状況が公表されました。 

 ハローワークを通じた障がい者の就職件数

は、平成24年度の68,321件から大きく伸

び、77,883件（対前年度比14.0％増）と４

年連続で過去最高を更新しました。また、就

職率も45.9％（同3.7ポイント上昇）と、4

年連続で上昇しました。 

 近年の特徴は、なんといっても精神障がい

者の就職状況でしょう。下記のグラフは、精

神障がい者の就職件数及び新規求職申込件数

のデータをグラフ化したものです。平成20

年度の就職件数9,456件から平成25年度は

29,404件で、ここ5年間で約３倍の伸びを

示しています。新規求職申込件数においても

グラフが示す通り、大きな右肩上がりの状況

となっています。 

 また、平成25年度においての障がい別の

就職件数は、身体障がい者28,307件、知的

障がい者17,649件、精神障がい者29,404

件となり、初めて身体障がい者を精神障がい

者の就職件数が上回り、全体の37.8%に達し

ています。 

＜今後の見通し＞ 

 平成24年度から障害者法定雇用率が1.8%

から2.0％に引き上げられました。平成27年

度からは、障害者雇用納付金制度の対象とな

る企業が200名以上の常用雇用から、100

名以上の常用雇用企業に対象拡大されます。

また、平成30年度からは精神障がい者の雇

用義務化により、さらなる法定雇用率の引き

上げが検討されることとなるでしょう。 

 障がい者雇用はこのような状況から、この

先しばらくは、下記のグラフのような右肩上

がりの追い風状態が続くものと思われます。

また、これまで障がい者雇用対象の中心で

あった身体障がい者は、一定程度雇用が進ん

でいることから、この先は精神障がい者や知

的障がい者に雇用対象の中心が移っていくも

のと思われます。 

＜課題と方策＞ 

 一方で、雇用する企業様にとって精神障が

い者や知的障がい者は、「どんな障がいなの

か」・「どんな配慮が必要なのか」・「現場の理

解が得られるのか」・「そもそも仕事ができる

のか」など大きな不安を抱えておられるのも

事実です。日頃接する機会も少なく、見えに

くい障がいだけに踏み込みにくい状況がある

と思われます。このことから今後は、いかに

精神障がい者や知的障がい者に対する理解を

進めるかが課題になると思われます。 

 私たち支援機関は、障がい理解を進めるた

めに有効な方法として、職場実習を勧めてい

ます。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、職場内の理解が進

むとともに、働くご本人の大きな自信となり

ます。また、実習を後押しする制度や助成金

などを活用して取り組むことで、雇用を検討

される企業様にとってメリットがあると考え

ています。（青山） 
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・プログラム～「イイトコサ

ガシ」：イイトコサガシの狙

いは、コミュニケーション能

力の向上です。（３ページ） 
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私は、愛知県出身 中村孝司（なかむら こ

うじ）です。今年の4月で、30歳になりまし

た。好きなことは、一人旅と運動です。今

までで一番印象に残っている旅先は、沖縄

です。沖縄では、初めてスキューバーダイ

ビングを体験し、とっても楽しかったです。運動は、

ウォーキングやジョギングが好きです。 

 

趣味＆特技 

・好きなアーティストは？ Queen  Mr.children 

・好きなスポーツは？  ウィンタースポーツ、バレー

ボール 

・私の自慢♡ 友達が多いことです。 

 

どんな仕事がしたいですか？ 

・その人が本当にしたいことを応援できるような仕事が

したいです。 

 

座右の銘・好きな言葉   

紹介します！～Newスタッフ・インタビュー ＜インタビュアーは、辻です＞ 

Ｌｅｔ′ｓ求活！ ～雇用前実習～ 
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大林優佳（おおばやし ゆか）です。旅

行と食べる事が大好きです。 

 

趣味＆特技 

・好きなアーティストは？  ｇreeeen 

・好きなスポーツは？あまりスポーツはしませんが、

水泳は時々行きます。 

 

私の自慢♡ 

レスリングの吉田選手、伊調選手、栄監督をJRに乗っ

ていたら何回か見かけました。選手の方々はとても小

柄でしたが存在感がとてもありました。どの選手も素

敵でした！ 

 

どんな仕事がしたいですか？ 

感謝の気持ちを忘れずに誰に対しても誠実で温かい対

応を心がけたいと思います。 

座右の銘・好きな言葉 七転び八起きです。とにかく

前向きに前進する気持ちを常に忘れずにいたいです。 

 今回の「Let’s求活」は、5月に実習へ行かれたKさんをご紹介し

ます。 

 Kさんは40代の男性で、とってもやさしい、人間味あふれる方で

す。昨年7月から就トレを利用され、意欲的に求職活動を進めて来ま

したが、なかなか面接本番で持ち味を発揮できずにいました。 

 それはなぜか・・・面接では緊張してしまい、 

「表情がカチコチ」+「挨拶や返事の声が小さい」 

 という、本来の持ち味が発揮できない状況になってしまうのです。 

 でも、仕事はまじめ、やさしく気遣いのできるKさんのことを、

しっかりご理解いただき、職場で活躍し実習を経て雇用を検討しても

らえるようお願いできないか考えました。 

 

 具体的には、食事提供の企業様に、調理補助の仕事で、2週間の現

場実習をお願いし、その中でKさんの得意なこと、苦手なことをみて

いただき、その職場で働いていけるか、考えていただきました。 

 2週間の実習中、野菜切り、食器準備、食事提供などを体験し、包

丁の使い方など注意が必要なところは、その都度指導をいただきまし

た。 

 実習終了時には、人事の担当者様からは「よく笑うようになった

ね」、店長さんからは「だいぶ仕事に慣れてくれ、助かりました」とい

うお言葉と、うれしい、うれしい内定をいただきました。 

 Kさんが力を発揮できたのは、Kさんご本人の人柄や努力はもちろ

ん、Kさんを知ろうと、実習という機会をくださった企業様のご理解

のおかげだと思います。 

 7月から（株）魚国総本社様で正式に働くこととなったKさんが、今

後も力を発揮していけるよう、私たちも精一杯サポートさせていただ

きたいと思います。 

 Kさん、就職おめでとうございます！          （所） 盛 り 付 け し や す い よ う、小 鉢 を 数

え、並べていくKさんです。 
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午後プログラム「イイトコサガシ」の

ひとこまです。 

イイトコサガシのねらいは、コミュニ

ケーション能力の向上です。 

人と接することや、話をしたいのにど

んなふうに話せばいいか分からない・・

など、苦手な方が多いようです。 

そこで、人と話す時には、こんなこと

を意識してみよう！という「コツ」を出

しました。 

出された「コツ」をホワイトボードに

書いて、テーマを決めて会 話スター

ト！！ 

例えば…テーマ『スポーツ』でチャレ

ンジした方々（写真右下）は 

8月のプログラム予定 
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プログラム～「イイトコサガシ」 

・笑顔 ・あいづち  

・ジェスチャー  

・相手をほめる  

・質問、交互に話す 

A：「Bさんはどんなスポーツが好きで

すか？」 

B：「今は何と言ってもワールドカッ

プ！サッカーです！」 

C：「私も見るのは大好きです！」 

と相手に話題を投げかけたり、相手の

話に共感したりしていました。 

 

はじめは緊張していたみなさんも、ホ

ワイトボードに書いてある「コツ」を見

ながら上手に相手をほめたり、一方的に

話さず、相手の話を聞いてあいづちを

打ったりして、みなさんとても上手にコ

ミュニケーションをとられていました。 

最後に周りの利用者様から、良かった

ところを出してもらって、笑顔で終了！ 

その後「私もやりたい！」という方が

続出し、急きょ第2回を設定しました。

次回も楽しみです！ 

             （深川） 

上：テーマ「祭り」で盛り上がる2人 

下：テーマ「スポーツ」にチャレンジ 

月 火 水 木 金 土 日 

         1  2  3 

        公文学習 休み 休み 

         早帰り 休み 休み 

 4  5  6  7  8  9  10 

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 

SST 
ビジネスマナー「電話

のかけ方」 
WRAP 

ビジネスマナー「面接

講習」 
 早帰り しごとも☆ 休み 

 11  12  13  14  15  16  17 

公文学習 公文学習 休み 休み 休み 休み 休み 

地域生活スキルトレー

ニング「長期休暇」 

地域生活スキルトレー

ニング「大掃除」 
休み 休み 休み 休み 休み 

 18  19  20  21  22  23  24 

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「平日と休日」 
JST 

「指摘」 
WRAP 

地域生活スキル「リフ

レッシュ体操」 
 早帰り 休み 休み 

 25  26  27  28  29  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 休み 休み 

地域生活スキルトレー

ニング「お金の使い方」 
JST 

「企業見学」 
SST 

ビジネスマナー「仕事

場での異性関係」 
 早帰り 休み 休み 



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 
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 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/ 

就職先企業様（26年度） 

日本郵便株式会社  

  名古屋神宮郵便局 様 

株式会社 魚国総本社 様 

株式会社 藤田製作所 様 

ひかりのさと夏祭り 

 日時：8月２3日（土）   

 場所：介護老人保健施設 相生 駐車場 

  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２１日（日）  場所：石ヶ瀬会館周辺 

  就トレも出展します。遊びに来てね！ 

全国障害者技能競技大会（アビリンピック） 

 日時：１１月２１日（金）～２３日（日） 

 場所：名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや） 

  今年は、全国大会が愛知県で開催されます！ 

 働きたいと考えている利用者様 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） 

 

N.Yさん作 

パソコンを使って作成されました。 

☆情報掲示板☆ 
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