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就トレ通信 ひとがき 

発達障がいのある人に対する雇用就

労や生活に関する施策は、2005年4月

発達障がい者支援法の施行、2013年障

害者雇用促進法の法定雇用率の改定など

を通して、急速な発展を遂げてきまし

た。更には、2016年発達障がい者支援

法の改定もあり、就労支援については、

関係機関の連携を促進、また就労機会の

確保や、職場での定着支援などの規定を

もうけ、事業主についても、発達障がい

者の特性に応じた雇用管理を求めるよう

になっています。2018年からは、精神

障害者保健福祉手帳の保持者も法定雇用

率の算定に組み込まれます。 

そうしたことから、発達障がいのあ

る人の雇用がさらにすすむものと予想さ

れています。しかし残念ながら、発達障

がいのある人を取り巻く社会的な環境

は、特に一般企業で働くための要件が十

分に整っているとは言い難い現状があり

ます。本人の支援ニーズに対する配慮な

どのノウハウや、本人の特性に応じたき

め細かな職業相談や指導を受ける機会も

場所も少ないからです。 

発達障がいのある人が職場で最も困

り、雇用する側も難しさを感じるという

背景に、「対人関係や同僚とのトラブ

ル」と「職務と適切な職場配置」があり

ます。発達障がいのある人と一緒に働く

上司や同僚との間に対人関係面の誤解な

どが発生しないように、コミュニケー

ション上の課題を正しく理解し、障がい

の特性を的確にとらえて、一緒に働く仲

間として受け入れる職場環境を作ってい

くことが望まれます。また、障がいのあ

る人が職務に就き、職場で適応して働き

続けていくためには、持っている労働能

力を発揮でき、それを認めてもらえる環

境で、職場の一員としての所属意識を

持ったり、事業主も戦力として障がいの

ある人を雇用することが必要となりま

す。このためには、発達障がいのある人

の認知と行動の特性を理解したうえで、

職務の検討と適切な職場配置を進めてい

くことが大切になります。 

また、障がいのある人を採用し、雇用

を維持していくためには、いろいろな制

度を活用したり、職場内での事業主によ

る努力のみで解決できない問題や悩みご

とを抱え込まずに、障がいのある人の就

労を支援しているさまざまな機関と連携

を図り、関係機関を上手に活用し、事業

主側の負担感を軽減することが有効で

す。障がいのある人の雇用継続を図るた

めには、ご家族との連携が必要になる場

合もありますが、このような時には、関

係機関に連絡をとり、家族と事業主の橋

渡しを依頼することも可能です。 

企業様が活用できる代表的な支援機関

には、次のものがあります。 

『障害者職業センター』 

『障害者就業・生活支援センター』 

『発達障害者支援センター』 

ぜひ、ご活用ください。 

 

 

名鉄名古屋本線沿線の方に朗報です！ 

豊明方面の方からのご要望にお応え

し、6月中旬より、名鉄前後駅⇔就トレ 

間の送迎を始めました。 

通勤にかかる時間や経済面でも、安心

して通っていただければと思います。 

※定員がありますので、ご希望の方は

就トレまでお問い合わせ下さい。 

              （辻） 
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◆ハイライト 

・発達障がいのある人の 

      雇用について 

        （1ページ） 

 

・ご報告 就職者数 

  累計50名！ 
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・番外編プログラム 

      “恋のSST” 

        （3ページ） 
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就トレOBが 

ポップを準備してくれました。 

大府市福祉フェア・ 

スーパーボールすくい出店 



Ｌｅｔ′ｓ求活！ 
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就トレ通信 ひとがき 

 平成２３年に就職トレーニングセンターを開設して、はや５年が経ち、今年度は就職者数が50名

を突破しました。 

利用者の皆様の「働きたい！」という強い気持ちから、私たちも毎回パワーをもらっています。 

 企業様、ご家族様、関係機関の皆様との連携を大切に、安心して長く働き続けていただけるよ

う、求職活動・定着支援に力を入れていきたいと思います。 

 すべてはご利用者の笑顔のために！！これからもご協力よろしくお願いいたします！ 

（深川） 

 平成２８年7月9日、現在就トレを利用しているご利用

者と、就トレを卒業しバリバリ働いているOBとの合同企

画「先輩の話を聞こう」を行いました。土曜日という臨

時の開所日となりましたが、利用者11名、OB16名が集ま

り、にぎやかな時間となりました。 

 内容は3グループに分かれてのグループワークで、

これから社会人として働いていきたいと思っているご

利用者から、「こんな時はどうしているの？」という問

いに、OB「社会人」の先輩たちが答えていく形で行わ

れました。 

不安や心配事、素朴な疑問など、たくさん出されまし

たが、どのグループも、OBたちのリアル

な返答に、真剣に耳を傾けていました。 

 参加したご利用者から

は上記のような感想も聞

かれ、みなさんの「働きた

い」「働き続けたい」という

気持ちを、改めて強く感じ

ました。 

 私たちも、気持ちを新た

に就労支援へ取り組んで

いきたいと思います。 

        (所) 

ご利用者・OB 合同企画「先輩の話を聞こう」 

初めて会う人も多く、緊張の面持ちで

はじまりましたが… 

グループワークでは緊張もほぐれ、 

みなさん笑顔で盛り上がりました。 

 



第16号 

11月のプログラム予定 
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プログラム紹介 番外編 ～恋のSST～ 

 

 「センター内に気になる人がいるんです･･･」 

あるご利用者から、このような相談を受けたことがあ

り、詳しくお話しを伺うと、 

・「出会ったその日に告白をしてしまった」 

・「LINEの返信がないので何度も送ってしまった」 

・「まだチャンスがあると思う」 

といった内容でした。 

 社会に出れば素敵だと思える人に出会う機会も増

え、恋をすることもあると思います。しかし、職場の

同僚となれば、話は少し変わってきます。「告白」や

「LINE」といった直接のやり取りがなくても、職場

内で特定の異性とだけ話してしまうなど、相手が怖い

思いをしたり、業務に支障が出てしまう関わり方をし

ていては、皆が苦しむ結果にしかなりません。 

 そこで、プログラムだけでは伝えきれない部分を個

別にお伝えする機会を作り、時には、「ストーカー」

とみられてしまうこともお伝えしました。ただ、それ

だけではご本人の恋心を打ち砕くばかりか、人によっ

ては「恋愛って怖い！」と思うだけで終わってしまう

ので、そうならないように    

・「どんな気持ちで相手に思いを伝えたのか」 

・「どんな伝え方をして相手が困ってしまったのか」 

・「どうしたら相手を困らせずに思いを伝えられたか」 

などをSST形式で整理して「次の恋」に活かしていけ

る解決策や対策を一緒に考えていきました。 

 目に見えない人の気持ちでも、「経験」し、「振り返

る」ことでたくさんの気づきがあるのは仕事でも恋愛

でも同じなんだと私自身も気づかされました。 

 

 様々な人生経験を積んだご

利用者がみえるので、プログ

ラム以外の場面でも、個々の

思いをしっかり受け止め、

「気づき」を促しながら、皆

さんの夢を応援していけるよ

うに、支援者も共に成長して

いきたいと思います。 

         （青木） 

月 火 水 木 金 土 日 

 

1 2 3 4 5 6 

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 
公文学習/ＰＣ 

振返り 
休み 休み 

JST 

「会話をする」 
WRAP 

ビジネスマナー 

「あいさつ・おじぎ②」 
  休み 休み 

7 8 9 10 11 12 13 

公文学習/ＰＣ/ 

求職活動 
公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 

公文学習/ＰＣ 

振返り 
休み 休み 

ビジネスマナー 

「言葉づかい」 

JST 

「気配り ・心配り」 
  

地活スキル 

「リフレッシュ体操」 
  休み 休み 

14 15 16 17 18 19 20 

公文学習/ＰＣ/ 

求職活動 

公文学習/ＰＣ/ 

求職活動 
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 

ビジネスマナー 

「求人票①」 

地活スキル 

「感染症予防」 
WRAP 

ビジネスマナー 

「求人票②」 
  休み 休み 

21 22 23 24 25 26 27 

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」 
  

ビジネスマナー 

「面接講習」 
  休み 休み 

28 29 30         

公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ 公文学習/ＰＣ         

ビジネスマナー 

「面接練習/履歴書①」 

JST 

「話を聞く」 
WRAP         

※SST･･･実際に経験した場面を活用して、コミュニケーションの

悩みや困りごとの解決方法をグループで考える時間。 



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（28年度）  
 

 

社会福祉法人長福会 

      デイパーク大府 様 

株式会社 情報と物流のタカスエ 様 

スギスマイル 株式会社 様 

株式会社  

  クリエイト・レストランツ 様 

 

（就職者 4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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ひとがきつぶやき 
 

 

 

 

ひかりのさとバザー 

 日時：11月3日（木） 10：00～12：00  

 場所：ひかりのさとのぞみの家 周辺 

  模擬店いろいろ、楽しい催し物満載！ 

学齢期のお子様を支える 

  保護者様・支援機関様向け説明会 

 日時：11月17日(木) 10：00～11：30 

 場所：就職トレーニングセンター 

 

※すべての問い合わせ：0562-85-6101 就トレ 辻・所 

 私たちの法人では、各事業所でQCサークル活動を行っていま

す。QC活動とは、サービスの質の管理や、業務の改善を目的とし

た活動です。 

 私たちのQCサークル『はた楽☆』は、毎週メンバーで会合を行

い、テーマを『清掃作業における利用者満足度の向上』とし、現

在の課題を整理、対策の実施、効果の測定を実施しました。 

 このようなQCストーリーに沿ってすすめていくにあたり、客観

的にわかりやすくする為に、目標などを数値化することが大切と

なります。私自身、物事を数値化することの意識不足もあり、な

かなかうまくいかなかった時もありましたが、サークルメンバー

の協力や上司に相談するで乗り超えることができました。 

 実際今回の活動を通して、利用者満足度の向上に繋がったこと

にとてもやりがいを感じましたが、私自身も、今までとは違った

視点で物事を考えるようになり、支援者としても、少しですが成

長できたように感じます。そして、QC活動のもう一つの目的でも

ある、就トレスタッフ全体の繋がりを深めることもできました。 

 これからも皆で支えあい、ご利用者の笑顔の為に、就労支援を

すすめていきたいと考えています！        （藤田） 


