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就トレ通信 ひとがき 

 就職トレーニングセンターの平成26年度

上半期（4月～9月）の就職者数は、9名でした。

その９名全員が職場実習をされた後に就職さ

れています。 

 職場実習とは企業様の実際の職場の中で、

働かせていただくものです。いきなり雇用契

約を結ぶのではなく、お互いのお見合い期間

を設けるということです。最近では、学生など

を対象にしたインターンシップを行っている

企業様も多く見受けられ、雇用前の体験や実

習は一般的なこととなってきています。 

 

＜職場実習における企業様のメリット＞ 

・障がいについて知る機会になる。 

 障がい特性について、インターネットや書

籍などで調べることは可能ですが、接する機

会がない、又は少なければ具体的なイメージ

ができないとよく言われます。 

・実際に働けるかどうか確認ができる。 

 予定した業務への適性はどうか、どんな配

慮が必要かなど検討する機会となります。 

・実際に現場で働く従業員様の不安の低減に

つながる。 

 障がい者雇用をすすめたいが、現場の理解

が得られるかは重要な課題です。実習計画を

検討し、実習の実施、振り返りなどを丁寧に進

めることで、現場の意識も高まり、受け入れる

環境が整っていきます。 

・支援機関と繋がることで専門的なアドバイ

スを受けたり助成制度の活用を図ったりする

ことができる。 

 私どものような支援機関は、実習の支援も

行っています。企業様へのサポートとして実

習計画の作成や障がい特性に合わせた指導方

法や関わり方、職場環境の調整などのアドバ

イスやお手伝いを行います。 

 またハローワークや障害者職業センター、

職業訓練校などの実習制度を活用すること

で、助成金などを得ながら実習をすすめるこ

とも可能です。 

＜職場実習における実習者のメリット＞ 

・不安の軽減につながる。 

 あらかじめ作業内容や環境を確認すること

ができ、具体的な見通しが持てることで不安

が減ります。 

・適性の理解につながる。 

 求人票だけでは、イメージすることが難し

い仕事も、体験することで自らの適性を考え

る機会となります。 

・働く意味について理解が深まり、自信が持て

る。 

 就労経験が少ない方も多く、実際の職場で

学ぶことで、働く厳しさや楽しさを経験する

ことができ、自信につながります。 

 

 企業様、実習者のメリットについてまとめ

てみましたが、デメリットもあります。受け入

れ準備に時間と労力がかかるということで

す。しかしながら、雇用する側、雇用される側

の双方が理解を深めて雇用契約を結ぶことが

でき、ミスマッチのよる離職を減らすことが

できます。結果として採用にかかる労力やコ

ストの低減につながると考えます。 

 

＜企業様からの職場実習に関するよくある質

問＞ 

Q：どんな仕事をしてもらえばいいの？ 

A：障がい者一人ひとりできることや得意な

こと、企業様によっても仕事内容が違います

ので、支援機関の職員と一緒に検討されるこ

とをおすすめします。 

Q：実習中の事故などが心配です。 

A：支援機関や助成制度などを活用して実習

を行う場合、実習者側で損害保険に加入して

いる場合が多いです。実習契約前に確認をさ

れることをおすすめします。 

Q：実習期間や作業時間は、どのくらい？ 

A：実習者の体調や特徴、企業様の都合を配

慮して検討調整します。短い場合は１日から、

１週間や１ヵ月といった期間設定も可能で

す。通常２週間程度の実習をお勧めしていま

す。 

Q：職場実習中は、賃金を支払うの？ 

A：職場実習中は雇用ではありませんので、

原則賃金や交通費の支払いは必要ありませ

ん。 

Q：実習を受け入れたら雇用しなければなら

ないの？ 

A：本人や保護者の方が就職を期待する可能

性はありますが、あくまでも実習ですので、雇

用義務はありません。しかしながら、実習者の

適性等を見極めていただき、雇用につながれ

ば幸いです。 

 

 障がい者雇用を検討されておられました

ら、ご一報いただけたらと思います。 

（青山） 
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◆ハイライト 

・職場実習のすすめ：ミスマッ

チのよる離職を減らすことが

できます。結果として採用にか

かる労力やコストの低減につ

ながると考えます。（1ページ) 

 

・プ ロ グ ラ ム ～「企 業 見

学」：企業見学の目的は、実

際に現場を見て、働いている

方の声を聞き、仕事に対して

の意識を高めていくことで

す。（３ページ） 
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就トレ通信 ひとがき 

今回の「Let’s求活」は、この秋に向けて雇用内定をいただい

た方たちへのインタビューです！ 

Q１．就トレに来て一番良かったところはどんなところですか？ 

安城学園にて事務補助業務 

N.Yさん 

魚国総本社様にて 

食器洗浄業務 O.Tさん 

利用者の方と、地域の小学校であいさつ

運動に参加させていただきました。 

子どもたちの下校時に「さようなら」「気

をつけてね」など、利用者の方が 

声掛けをされると、子どもたちも元気に返

される子や、恥ずかしそうに返される子な

どそれぞれのあいさつをされていました。 

 普段笑顔が少ない利用者さんも、ニコニ

コ素敵な笑顔で楽しくあいさつをされてい

ました。 

 たかが「あいさつ」されど「あいさ

つ」。こんなに短いあいさつで人を元気に

させたり、元気をいただいたり。 

 “あいさつ”は、素敵な言葉ですね！！ 

 

あいさつ運動 

※今後も、地域の方との繋がりを持

てる様に取り組んで行きたいと思い

ます♪        （正木） 

企業見学です。職種の幅が広がったから。あとWRAP。自分の好きな

ことをたくさんみつけて、ストレス発散の方法を見つけた。 

面接講習がんばりました！緊張しました！ノッ

クの仕方やよい姿勢を教わりました！ 

Q２．これから働く職場の方に言われた「自分のよい

ところ」はなんですか？ 

「教えてくれる人のやり方をよく見て、覚えよう

とよく観察しているところ」と言われました。 

「覚えたことをきちんと続けられること」です！ 

Q3．これから働きはじめますが、これからの夢や目標

を教えてください。 

横浜スタジアムで生のベイスターズ戦がみたい！ 

あと、自分のことを本に書いてみたいです。 

奥さんと子供と東京

ディズニーランドに

行くことです！！ 

NさんもOさんも、実習を通じ、それぞれの良いところをご理解いただいて就職と

なりました。夢をかなえていくスタートです。応援しています！ （所） 

＊WRAP：元気回復行動プラン 
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今回 は午 後 プロ グラ ム「企 業見

学」をご紹介します。 

企業見学の目的は、実際に現場を

見て、働いている方の声を聞き、仕

事に対しての意識を高めていくこと

です。 

今 回 の 企 業 見 学 は、「株 式 会 社 

中西」様です。中西様は様々な品目

のリサイクル事業を展開されていま

す。 

そして、障がい者雇用に力を入れ

ておられ、現在、全従業員の約半数

の方が障がいのある方です。現場を

見学させていただくと、まず元気な

声であいさつをしてくださいまし

た。 

就トレの皆さんもあいさつは負け

ません！自然と大きな声が出ていま

した。そして、自分に合った仕事を

11月のプログラム予定 
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プログラム～「企業見学に行きました！」 

責任を持って取り組んでいる姿や、

のびのびと笑顔で取り組まれている

みなさんの姿を見て、「すごいなぁ

～」「かっこいいなぁ」と言われて

いる方も見えました。 

最後に、実際に働いている方への

質問では、「仕事をしていてよかっ

たなぁと思ったことは？」に「回収

の仕事をしていて、いつもありがと

うって言われるとうれしい！！」 

と答えて下さいました。心が温ま

りました。 

「中西様」忙しいところ、丁寧に

説明して下さりありがとうございま

した。     
           （深川） 

上： 真剣にメモを取るみなさん 

下：ビンってこんなに種類があるんだ 

月 火 水 木 金 土 日 

        1 2 

       休み 休み 

       休み 休み 

 3  4  5  6  7  8  9 

社会貢献活動 公文学習 公文学習 公文学習/求職活動 公文学習 休み 休み 

「ひかりのさとバザー」 
ビジネスマナー「面接

の受け方」 
WRAP 

ビジネスマナー「面接

講習」 
 早帰り しごとも☆ 休み 

 10  11  12  13  14  15  16 

公文学習 公文学習 公文式学習 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「余暇」 

JST           

「指摘」 
SST 

地域生活スキル「リフ

レッシュ体操」 
早帰り 休み 休み 

 17  18  19  20  21  22  23 

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」 

地域生活スキルトレー

ニング「調理実習」 
WRAP 

ビジネスマナー「電話

のかけ方」 
 早帰り 休み 休み 

 24  25  26  27  28  29  30 

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」 
 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 

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/ 

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(2名) 

株式会社 魚国総本社 様(2名) 

株式会社 藤田製作所 様 

株式会社 サポート葵 様 

社会福祉法人 長福会 

   デイパーク大府 様 

学校法人 安城学園  様 

A型事業所アクエリアス 様 

 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） 

☆情報掲示板☆ 
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障がい者雇用をすすめるセミナー 

 日時：１０月２８日(火) １３：３０～１６：３０   

 場所：大府市役所 地下001、002、003会議室 

  ～おすすめ支援機関・活用法～ 

ひかりのさとバザー 

 日時：１１月３日（月）  １０：００～１２：００ 

 場所：ひかりのさとファーム・のぞみの家・愛光園 

  今年もみなさまのご参加お待ちしております！   

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！ 

 

このコーナーでは、就トレスタッフの

つぶやきを掲載します!! 

我が家で飼っている淡水魚の

水槽を紹介させていただきま

す。シマドジョウ・カマツ

カ・ドンコ・カワヨシノボリ

など。癒されます！ 

こんにちは！ 

就労支援員の

辻孝志です。 


