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今号は、福岡市教育委員会発達教育センター指導係 就労支援担当
山本武志主任指導主事にお願いしました。

発達教育センターでは、継続して発展させる重要課題として「障がいのある児童生徒の更なる就労支
援の充実」に取り組んでいます。その事業の中心になるのが、「夢ふくおかネットワーク（福岡市特別
支援学校就労促進ネットワーク）」です。
「夢ふくおかネットワーク」事業とは特別支援学校高等部生徒の就労促進を目的として企業、保護
者、関係機関、学校等のネットワークを組織し、平成２５年度より事業を実施しています。（幹事会委
員として就労支援センターにもご協力いただいています。）事業内容として、各種セミナーを開催して
いますが、企業向けセミナーでは、障がい者雇用経験がある企業より雇用事例を聞き、障がい者雇用の
理解や雇用の効果について学べる機会を持ったり、保護者向けセミナーでは、卒業生や先輩保護者の話
を聞き、就労の可能性や就労実現するために必要なこと等を学べる場を作ったりしています。
さらに、特別支援学校に向けては、職業技能指導者の派遣等以外に、平成２９年度より、新たに高等
部就労希望生徒を対象に「職業科」を必修化し、社会的・職業的自立に向けた態度やルール、マナー等
の学習に取り組めるようにしており、高等部における職業教育の充実を図っているところです。事業成
果としては、登録企業数は200社を超え、特別支援学校高等部卒業生の就労率も向上しています。
さて、最後に私見となりますが、最近は就労するためだけの支援でなく、働
き続けるための支援の重要性を感じています。学校を卒業すれば、学校生活よ
りも何倍も長い社会生活を送ることになります。学校においては、働き続ける
ために必要な能力等の研究を深め、今後、教育課程の検討・見直しを行う必要
性がありそうです。
企業、保護者、関係機関、学校等それぞれの立場の皆様、障がいのある生徒
たちの卒業後の人生が豊かなものになるよう、今後とも連携・協働のほどよろ
しくお願いします。

はっぴーわーく
H A P P Y

福岡市障がい者就労支援センター
平成２９年度 事業報告

5月
6月 第1回スキルアップセミナー
第１回企業セミナー
同業種交流会
7月 障がい者雇用サポートデスク開設
第1回就労移行支援事業所研修会
はたらく仲間のつどい

パソコン等講習事業
(一般事務コース 10月迄)

9月 就労移行支援事業所ＯＪＴ研修

※障がいのある方が自立して職務ができるようにサポートするスタッフです。 派遣費用は一切必要ありません。
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2月 第3回就労移行支援事業所

ＵＲＬ：http://fc-jigyoudan.org/syuro

研修会

編集後記
平成29年度内に発行を目指した50号が桜も散る頃にやっと完成しました。はっぴーわーくを2年間担当させていただき
ました。メディアの発達と共に、あらゆる情報がネットの世界で発信されることが増え、紙媒体で広報することの意味や役
割を考えることができた2年間でした。手にしてくださった皆様にとって、何か一つでも心に留めていただけるような広報
紙になっていたら嬉しいと思っています。ありがとうございました。
ジョブコーチK

「平成30年度精神障害者
雇用義務化に向けて」をテー
マに第3回就労移行支援事業
所研修会を開催しました。福
岡市精神保健福祉センターの
宇佐美先生に精神疾患につい
ての講義を、地域活動支援センター心の春希望の古屋
様と福岡市医師会訪問看護ステーション東部の奥園様
に事例の発表をしていただきました。
アンケートには「医師の視点からのお話が聞けてよ
かった」「古屋さんの生の声が聞け、支援とは何かを
考えることができました」「関係性を築くことが大切
だと思いました」「訪問看護・医療との連携の重要さ
がわかりました」等、沢山の感想をいただきました。
来年度も支援者の方々の声を聞きながら役に立つ研
修会を企画していきたいと思います。

企業見学会
株式会社障がい者つくし更生会 3月8日（木）

連絡先：〒８１０－００７２
福岡市中央区長浜３丁目１１－３

就労移行支援事業所研修会
2月１4日（水）

4月

ご 利 用 案内

一般企業への就職を希望する障がいのある方や障がい者雇用をお考えの事業所を対象に、ジョブコーチ(※)
支援や関係機関とのネットワークの活用を通して、障がい者雇用の入口から採用後のアフターフォローまで
一貫したサポートを提供しています。

平成30年４月発行
Ｖｏｌ．50

ふくふくプラザ（福岡市市民福祉プラザ）

8月

福 岡 市 障 が い 者 就 労 支 援 セ ン タ ー は障がいのある方の企業就労を進めるために、障が
いのある方・企業・関係機関への支援を行っています。

W O R K

3月 企業見学会（企業の方対象）

「障がい者が自ら雇用の場を創造・開拓
し、以って障がい者の自立更生を図る」とい
う趣旨のもと設立された、株式会社障がい者つ
くし更生会を見学先に、20社26名の企業にご参加
いただきました。。社員37名中、障がいのある方が
32名。障がい者雇用において様々な表彰を受けるだけ
でなく、産業廃棄物中間処理施設としても全国トップ
レベルの質を維持し注目を集めています。
施設内の見学後、専務取締役 那波和夫氏にこれまで
の取り組みや障がい者雇用に対する考え方をご講演い
ただきました。参加者から
は「信頼関係の重要さを再
認識しました」「障がい者
の業務を勝手に限定してい
ました」「悩んでいる中で
希望が見えました」等の感
想をいただきました。
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障がい者就労支援センターってどんなところ？

～第３弾～

【ジョブコーチ支援

教えて！ジョブコーチの仕事！
福岡市障がい者就労支援センターは今年で15年を迎えます。障がいをお持ちの方や障がい者の就労
を支える方々にもっと当センターのことを知っていただいて活用してもらいたいと思っています。今
号は、当センターを構成する3つの職種(就労支援コーディネーター・ジョブコーチ・就労支援相談員)
のうち、ジョブコーチの仕事を紹介します。

就労支援センターのジョブコーチの役割
就労支援センターには、14名のジョブコーチが
います。障がいのある方が自立して働くことがで
きるように、職業適性を把握し業務習熟のために
仕事の組み立ての整理やシステム化をします。ま
た、職場では障がいに対する理解促進のための支
援を行っています。
就労前のアセスメントから就職後の職場での支
援、働き続けるための定着支援を、お一人おひと
りに合わせて行っています。この紙面では、支援
の内容や様子を写真などを交えながら、お伝えし
たいと思います。

【アセスメント】

ご本人が、自立して働くことができるようになるために手順書やスケジュールをジョブコーチが作成す
ることがあります。センターでは、歴代のジョブコーチが工夫して作成した様々なツールを「ジョブコー
チの知恵袋」として共有しています。ここでは、そのうちのいくつかを、ご紹介します。

職場で仕事を教えるのは誰でしょう？
企業での「仕事のプロ」は従業員で、ジョ
ブコーチではありません。ジョブコーチ
は、従業員と障がいのある方の「橋渡し」
や「通訳」としての役割を基本としていま
す。その手助けになるものが、手順書やス
ケジュール表、チェック表です。

これらのツールは必ず必要な物
ではありません。
ご本人が必要としている時に必要
な物を使用することが大切です。
支援者が作ったことで自己満足し
て終わるこ とが無いよう、ご 本
人・企業の方と相談しながら作成
しています。

私たちがジョブコーチです

アセスメントは障がいのある方に行う場合と、職場に行う場合があります。
ここでは、障がいのある方に対して当センターで実施しているアセスメントについてご紹介します。

※実施することが多い作業

①パソコン
②ピッキング
③清掃
④事務補助
（切り抜き・封入・丁合い）
⑤検数・照合

1作業につき30分

～1時間程度
１～２つの作業を
行います。

時間管理が苦手な方には
スケジュール表‼

作業手順の確認には
手順書・チェック表‼

ジョブコーチによる支援の最初の一歩です！

センターで行っている作業
アセスメントを紹介します

～支援ツール～】 必要な時に、必要な物を！

当センターに登録を希望される方々の状況は障がいの内容
を含め、とりまく環境などひとりとして同じものではありま
せん。そのようなお一人おひとりが、次のステップに進むた
めに、支援者が就労面の情報（興味関心、作業能力、就労意
欲、集中力等）を把握し、本人の伸びしろ、必要な配慮事項
や必要な支援を把握・見極めることを目的としています。
評価することが重要なのでは無く、結果をご本人にしっか
りとフィードバックして、自己理解を深めていただくことや
関係機関との共通理解を持つことに活かすことが大切です。
アセスメントを通してその方の人とな
りをしっかりと理解することで、どのよ
うなサポートが必要なの
かがわかり、企業に対し
てより正確な情報提供が
でき、雇用や就労継続に
つなげることができるの
です。

＊写真等につきましては、ご本人および事業所の了承を得て掲載しています。

【定着支援】

就職することがゴールではありません！

働き続けていると、ご本人にも企業にも必ず変化があります。離職につながるような兆しを早く見つけ
て深刻な状況になる前に、支援を行うように心がけています。アフターフォローの方法を紹介します。

センターでは定着支援として、ご

同業種交流会

本人の自立度に合わせ、必要に応じ

同じ業種で働く方とご
家族の交流会です。お
互いの悩みや喜びを確
認し、将来の目標や夢
も語っていただく場に
なっています。

て職場を訪問したり、来所での面談
や電話・メールで相談を受けていま
す。また、場合によっては職場で新
たに必要となったスキルをトレーニ
ングする場合もあります。
このような個別の対応以外に、セ
ンター では「はたらく仲間の つど
い」や「同業種交流会」といった集
合型の支援もしています。顔を合わ

せ、会話し一緒に楽しむことで、翌
日からの仕事が頑張れると 参加さ
清掃アセスメントを
しているところです

れた方々からご意見をいただいてい
ます。

はたらく仲間のつどい
平成１８年から開催
されています。食事会
やボウリング等、毎回
80名以上の方が参加し
てくださいます。

