
32 件
　　　職業準備支援

件 　委託訓練 5 件
雇用への移行推進事業

実習等の実績合計 　青森障害者職業センター
2 件 実習等の合計件数

平成２８年度
　短期職場実習 25 件

厚生労働省　福祉・教育・医療から
0

32 男・１７歳 精２ 高機能広汎性発達障害 大手ＩＴ企業特例子会社 藤チャレンジド一般実習
31 男・２２歳 精１ 高機能広汎性発達障害 大手ＩＴ企業特例子会社 藤チャレンジド一般実習
30 男・２８歳 精２ アスペルガー症候群・強迫性障害 あおもりソフトアカデミー（２Ｍ） 青森県委託訓練
29 男・２０歳 精２ 広汎性発達障害 あおもりソフトアカデミー（２Ｍ） 青森県委託訓練
28 男・３３歳 知Ｂ うつ病 有料老人施設（洗濯物畳み・居室配達）追加実習＃３藤チャレンジド一般実習
27 男・３３歳 知Ｂ うつ病 有料老人施設（洗濯物畳み・居室配達）追加実習＃２藤チャレンジド一般実習
26 男・４４歳 精３ 統合失調症 金融機関（施設管理業務） 青森県委託訓練（１Ｍ）
25 男・３３歳 知Ｂ うつ病 有料老人施設（洗濯物畳み・居室配達） 藤チャレンジド一般実習
24 女・２３歳 精２ 広汎性発達障害 大手ＩＴ企業特例子会社 藤チャレンジド一般実習

22 女・２３歳 精２ 広汎性発達障害 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構 青森障害者職業センター　職業準備支援（３Ｍコース）
23 女・１９歳 精２ 広汎性発達障害 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構 青森障害者職業センター　職業準備支援（２Ｍコース）

21 男・３３歳 知Ｂ うつ病 県・行政 青森県短期職場実習
20 男・２１歳 精３ 広汎性発達障害 大手ＩＴ企業特例子会社 藤チャレンジド一般実習
19 女・３３歳 精２ 統合失調症 スーパーマーケット（青果部門）追加実習 藤チャレンジド一般実習
18 男・３１歳 精２ アスペルガー症候群 水産加工工場     追加実習 藤チャレンジド一般実習
17 女・３３歳 精２ 統合失調症 スーパーマーケット（寿司製造） 藤チャレンジド一般実習
16 男・２２歳 精１ 高機能広汎性発達障害 スーパーマーケット（商品管理業務科） 青森県委託訓練（２Ｍ）
15 女・２４歳 精３ 広汎性発達障害　社会不安障害 特別養護老人ホーム（洗濯 ・清掃等） 追加実習 青森県短期職場実習
14 男・４４歳 知Ｂ てんかん 水産加工工場 青森県短期職場実習
13 男・３３歳 知Ｂ うつ病 水産加工工場 青森県短期職場実習
12 男・３１歳 精２ アスペルガー症候群 水産加工工場 青森県短期職場実習
11 女・２８歳 精３ 摂食障害 金融機関（事務補助） 青森県委託訓練（２Ｍ）
10 女・１９歳 精２ 広汎性発達障害　心因反応 県・行政機関 青森県短期職場実習
9 女・２４歳 精３ 広汎性発達障害　社会不安障害 特別養護老人ホーム（洗濯 ・清掃等） 青森県短期職場実習
8 男・２４歳 精２ 統合失調症 特別養護老人ホーム（洗濯 ・清掃等） 青森県短期職場実習
7 男・２７歳 精２ アスペルガー症候群、強迫性障害 スーパーマーケット（品出し・前出し） 青森県短期職場実習
6 男・３１歳 精２ アスペルガー症候群 スーパーマーケット（品出し・前出し） 青森県短期職場実習
5 男・２２歳 精１ 高機能広汎性発達障害 特別養護老人ホーム（洗濯 ・清掃等） 青森県短期職場実習
4 男・３１歳 精２ アスペルガー症候群 特別養護老人ホーム（洗濯 ・清掃等） 青森県短期職場実習

3 男・３８歳 精３ うつ病、　ＰＴＳＤ 特別養護老人ホーム（送迎補助/営繕業務） 厚生労働省

2 男・３２歳 精２ 広汎性発達障害 有料老人施設（介護ヘルパー）　追加実習 藤チャレンジド一般実習

1 男・３２歳 精２ 広汎性発達障害 有料老人施設（介護ヘルパー） 藤チャレンジド一般実習

　　平成２８年度　職場実習等　（利用者定員　１２名 → １８名）
Ｎｏ 性別・年齢 障害 疾患名 職　種　（部署等） 実習等の制度



28 年 12 月

就職合計件数 12 名

28 年 12 月

12 女性・２８ 精３ 摂食障害 地方銀行（一般事務） 平成

28 年 12 月

11 女性・３３ 精２ 統合失調症 スーパーマーケット 平成

28 年 11 月

10 男性・３１ 精２ アスペルガー症候群 水産加工工場（加工作業員） 平成

28 年 9 月

9 女性・２５ 精３ 広汎性発達障害、　社会不安障害 高齢者福祉施設（清掃要員） 平成

28 年 7 日

8 女性・１９ 精２ 広汎性発達障害　心因反応 県・行政機関 平成

28 年 7 月

7 男性・３８ 精３ うつ病、ＰＴＳＤ 高齢者福祉施設（送迎補助・営繕） 平成

28 年 6 月

6 男性・３３ 精２ 広汎性発達障害 高齢者福祉施設（介護ヘルパー） 平成

28 年 6 月

5 男性・２６ 知Ｂ 自閉症 県・行政機関 平成

28 年 6 月

4 男性・２１ 知Ｂ 広汎性発達障害、統合失調症 県・行政機関 平成

28 年 4 月

3 男性・２５ 精３ 広汎性発達障害、てんかん ホームセンター 平成

28 年 4 月

2 男性・２６ 精２ 広汎性発達障害、場面緘黙 国・行政機関（チャレンジ雇用） 平成

1 男性・２７ 精２ 広汎性発達障害 地方銀行（施設管理業務） 平成

平成２８年度　就職実績
No 性別 ・年齢 障害 疾　患　名 職　種　（部　署） 就　職　年　月


