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新年度がスタートしました。 

昨年度は、就トレから13名のご利用

者が一般企業へ就職されました。26年

度に続き10名を超える就職者を輩出で

きたこと、大変喜ばしく感じています。

今年度もより多くのご利用者のニーズに

応えるため、更なる努力して参ります。 

平成28年4月1日より、「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）」が施行されまし

た。この法律の目的は、障がいがあって

もなくても、誰もが分けへだてられず、

お互いを尊重して、暮らし、勉強し、働

いたりできるように差別を解消して、誰

もが安心して暮らせる豊かな共生社会の

実現を目的としています。 

いま、障がいのある方が働くことを通

じて、社会参加し社会に貢献していくこ

とが求められています。誰もがその能力

と適性を活かしながら、働くことを通じ

て、自己実現を果たし、社会に貢献して

いくことが可能となります。また、働く

ことによって収入を得ることで、毎日の

生活を支え、心豊かな暮らしの実現につ

ながります。共生社会の理念を踏まえ、

一人でも多くの障がいのある方が社会参

加を達成し、働くことを通じて自立した

生活を送ることができるようにするため

には、個々の障がい特性やライフステー

ジ、置かれた状況等に考慮しつつ、社会

全体として障がいのある方の雇用の促進

及び安定に向けた支援に取り組んでいく

ことが必要です。 

企業においては、「CSR」（企業の

社会的責任） や「コンプライアンス」

（法令遵守）、「ダイバーシティ」（多

様性）等への関心の高まりを背景に、障

がい者雇用に積極的に取り組む企業様が

増えてきています。障がいのある方の雇

用、社会的理解は着実に進展してきてい

ると感じます。 

その一例として、平成26年9月に雇用

いただいた、株式会社 魚国総本社 名古

屋本部 人事総務部 パーソナー雇用担当

寺島様から『会社としての障がい者雇用

に対する想い』についてコメントをいた

だきましたので、紹介させていただきま

す。 

【寺島様コメント】 

「働くこ と」はとても重要な

キーワードと考えます。 

いくら障がい者が仕事をひたむきに頑

張ったとしても、その成果が正当に評価

さ れ な け れ ば、働 く 意 欲 の 低 下 や パ

フォーマンスの低下につながります。障

がい者雇用は法定雇用率という側面から

どうしても「採用」ばかり目がいきます

が「定着」を図ることで雇用率を下げな

いことも重要であると思います。教育や

育成、モチベーションコントロールな

ど、健常者が当たり前に受け取っている

ものを、障がい者も当たり前に受け取る

ことが、これからの障がい者雇用に重要

になってくると思い、障がい者と向き合

い、声かけや職場環境を整えつつ応援し

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障がいの有無にかかわらず、一人の労

働者として認め、温かく見守りつつ、長

く働くための工夫を日々して下さってい

る企業様に感謝です。     （辻） 

◆目次 

障がいのある方が『働

く』ということ… 
P1 

就トレ説明会 ご報告 P.2 

Ｌｅｔ‘ｓ 求活 P.2 

プログラム紹介 P.3 

5月のプログラム内容 P.3 

ひとがき☆つぶやき P.4 

障がいのある方が『働く』ということについて  

◆ハイライト 

・企業様～ 

『障がい者雇用に対する想い』    

        （1ページ） 

 

・企業様・現場の方の声～ 

  『働くこと』を通じて   

   （2ページ） 

 

・「プログラム紹介」 

プログラムの目指すもの 

     （3ページ） 
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就トレに、この春新たに 

社会福祉士が誕生しました 

【桜咲く】 

株式会社 魚国総本社 

寺島様 



Ｌｅｔ′ｓ求活！～「働くこと」企業様の声 
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 今回の「ひとがき☆」の冒頭でもお伝えした、株式

会社魚国総本社様で、実際に障がい者雇用をすすめる

現場の方にもお話を伺ってきました。 

【押川さんについて】 

「周りのスタッフが忙しくてピリピリしている時も、

押川さんの明るさが和ませてくれる、本当に大切な存

在です。」「押川さんと働くようになって、いろいろ

考えさせられます。彼はいつも『将来の夢は、奥さん

と子供とディズニーランドへ行くことです！』と言う

んです。彼の夢をかなえさせてあげたい。でも自分は

ずっといるわけではありません。今自分にできること

は、夢をかなえるためにしっかり収入を得てもらうこ

と。自分はずっとここにいるわけではないから、長く

働いてもらうためにも、今から少しずつ仕事を増やし

て給料を上げていきたい。仕事の事だけでなく、彼の

人生を考えた場合、自分たちに何ができるんだろうと

考えています。」 

2／16(火)・2／17(水)に、「知多地域障がい者

生活支援センターらいふ」が運営をしている『放課

後等デイサービス』(※1)ご利用者のご家族向けに行

説明会が行われました。 

 

◆参加人数：15名(2日間計) 

◆内容：就労移行支援事業についての説明とプログ

ラム紹介ならびに公文式学習の見学 

初めての試みだったので、どれくらいの方に参加

して頂けるか不安でしたが、就学中のお子様の将来

を考えるご家族の皆様にご参加いただき、とても熱

心にお話を聞いていただきました。貴重なご意見や

嬉しいお言葉をたくさん頂戴しましたので、一部を

紹介させていただきます。 

 

☆「就労移行支援事業自体を知らなかったので来て

よかった」 

☆「このような機会はあまりないの

でもっと説明会を開催して欲しい」 

☆「自分の子どもを将来通わせてみ

たい」 

 

ご参加いただきましたご家族の皆様、改めてあり

がとうございました。就トレとしても、情報の発信

力不足を感じていので、今回のご意見を参考にさせ

ていただき、多くの方にご興味を持っていただける

ように、今後も積極的に情報の発信をしていきたい

と思います。 

 
(※１)放課後等デイサービスとは、 通学中の障がい児に向

け、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のため

の訓練等を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促

進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うサービス

です。                 （青木） 

放課後等デイサービス・保護者様説明会 

3/16(水)には、押川さんのお母様と支援者で、働

く現場の見学にも行かせていただきました。元気

に働く姿を見て、お母様からはこんな声をいただ

きました。 

【お母様より】 

「働きだして、責任感が出てきたのか、これまで

雨の日に職場へ『送って』と言っていたのが『自

分で行く』と言うようになりました。障がいゆえ

にできないことはある。でも、できたことは褒

め、仲間として認めてもらえてる。だから毎日元

気に働けていると思います。ありがとうございま

す。」 

 

「働くこと」にはどんな意味があるのでしょう。

改めて考えさせられる職場訪問となりました。

(所)               

☆株式会社 魚国総本社  

   主任 下條 祐介 様 

（トヨタ衣浦工場内事業所・ひとが

き☆8号でご紹介した、押川俊史さ

んが就職されています。) 

押川さん(中央)、中村店長(右)と一緒に働か

れているみなさんです。いい笑顔！ 
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プログラムの紹介～気づきのプログラム・ねらい～ 

 

 就トレでは現在、作業的なプログラムを行わず「働く意

欲」や「コミュニケーション能力」を高めることに重点を

おいて、午前は『公文式学習/PC講座』、午後は『気づき

のプログラム』を行っており、それぞれのねらいは以下の

ようになっています。 

☆公文式学習とPC講座 

・模擬職場空間を通じて、ビジネスマナーを身につける。 

・「ちょうどの学習」や「くり返し学習」を通じて、集中

力や自己肯定感を高め、自信をつける。 

☆気づきのプログラム 

・一人ひとりの気づきを促し、コミュニケーション能力を

自然に高める。 

 さらに、気づきのプログラムは下記の5つのテーマを日

替わりで行っています。 

①JST･･･職場でのコミュニケーション場面について、役

割を決め、実演する(ロールプレイ)を通じて学びます。 

②WRAP=元気回復行動プラン･･･自分の気持ちの浮き沈

みを知り、元気になるための道具箱を作ります。 

③SST･･･悩みや困りごとの解決方法を4～5名のグルー

プで話し合う(グループワーク)で考えます。 

④ビジネスマナー講座･･･働くうえで必要になる基本

的なルールやマナーを学びます。 

⑤地域生活スキルトレーニング･･･自立した生活を送

る上で必要なスキルや地域資源の活用について学び

ます。 

 過去には色々な作業を行ってきましたが、請負作

業の手順をどれだけ覚えても同じ作業に従事するこ

とはほとんどないことや、「意欲」や「コミュニケー

ション能力」が重要であるという企業様からのご意

見に触れ、現在の形でのプログラムの提供を開始し

ました。 

 この形になってから４年目、企業様から実習や就

職の場面で「就トレの利用者さんなら･･･」と、嬉し

いお言葉をいただく機会

も増え、手ごたえを感じ

ています。今後もご利用

者、企業様からの要望を

積極的に取り入れなが

ら、プログラムの充実を

図っていきたいと思いま

す。     (青木) 
実際にやってみると、

結構緊張します。 

月 火 水 木 金 土 日 

2 3 4 5 6 7 8 

公文学習/ＰＣ 休み 休み 休み 
公文学習/ＰＣ 

振返り 
休み 休み 

地活スキル 

「清掃とゴミ捨て」 
休み 休み 休み   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 

「会話をする時」 
  

ビジネスマナー 

「求人票」 
  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 

SST 
JST 

「指摘を受けたとき」 
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 

WRAP 
JST 

「気配り・心配り」 
  

ビジネスマナー 

「面接講習」 
  休み 休み 

30 31       

            
公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ       

ビジネスマナー 

「整理整頓」 

JST 

「人の後ろを通るとき」 
      

報・連・相のロールプレイの様子 



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（27年度）  
ＤＣＭカーマ 株式会社 様 

株式会社 NTTフィールドテクノ 様 

株式会社 ヤマナカ  様（2名） 

株式会社 エヌ・エフ・ユー 様 

株式会社 魚国総本社 様 

KeePer技研 株式会社 様 

社会福祉法人愛光園 高齢事業部 様 

株式会社 カジ・コーポレーション様 

株式会社 大松 様 

ＪＡあいち知多農業協同組合 様 

千代田工業 株式会社 様 

株式会社 情報と物流のタカスエ 様 

（就職者 13名） 

 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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支援機関向け説明会 開催 

 日時：5月12日（木） 10：00～11：30   

 場所：就職トレーニングセンター 

    ・平成27年度 活動報告 

    ・就労支援 事例紹介 

 

 

※すべての問い合わせ： 

0562-85-6101 就トレ 辻・所 

 

 

 

就トレ内にある花壇の花が暖かくなり満開になりました！毎朝の

水やりにも力が入ります。チューリップやムスカリなども冬の寒さ

を乗り越え開花しました。色とりどりの花々に日々癒されていま

す！                     （大林） 

ひとがきつぶやき 

ぜひお越しください 


