
  障がい者就労支援事業所    
        株式会社 実 



厚生労働省（本省）職業安定局雇用開発部員に
よる当事業所視察（平成26年９月16日） 

 

厚生労働省職業安定局雇用開発部 
・ 主任障害者雇用専門官  
・ 地域就労支援室長補佐  
・ 雇用指導係員 雇用指導係員 
青森労働局職業安定部対策課  
・ 課 長 
・ 地方障害者雇用担当官  









  障がい者就労支援事業所    
        株式会社 実 



当事業所について 
    

サービス内容 

・就労移行支援 のれそれ   定員  ６名（開業当時） 

               定員 12名（ 現  在 ）   

                

・就労継続支援A型 みのり   定員 15名 

 

・共同生活援助 グループホーム なこなこ 

   外部サービス利用型   定員 ９名 

 

                     ※平成２５年９月開業 

青森駅から一番近い 
    事業所です！ 



働く準備は 
整っていますか？ 

指定就労移行支援 

 [のれそれ]の ご紹介 



障害区分等 紹介経路 藤チャレンジド
登録の有無 

現在 

精神（28歳・女性） 相談支援事業所ほたる ● 就職 

精神（25歳・男性） 青森障害者職業センター ● 就職 

精神（25歳・男性） 青森県若年者就職支援センター  ジョブカフェあおもり ー 訓練 

精神（32歳・男性） あおもり若者サポートステーション ● 実習 

精神（28歳・男性） あおもり若者サポートステーション ● 実習 

精神（26歳・男性） 青森障害者職業センター ー 訓練 

精神（32足・女性） 単独で当事業所へ来訪し利用を決定 訓練 

精神（24歳。男性） ● 訓練 

精神（21歳・男性） 青森障害者職業センター ー 訓練 

精神（23歳・女性） 青森県若年者就職支援センター ジョブカフェあおもり ー 訓練 

知的（20歳・男性） ● 実習 

知的（40歳・男性） ● 就職 

知的（26歳・男性） ● 訓練 

知的（26歳・男性） 青森障害者職業センター ● 実習 

知的（19歳・男性） 特別支援学校 ー 就Ａ 

精神（27歳・男性） 自立訓練事業所 ー 就Ａ 

利用者の紹介経路 



障害区分等 学 歴 （ ）は中退者の最終学歴 現在 

精神（28歳・女性） S.K.K情報ビジネス専門学校  一般就労 

精神（25歳・男性） 青森中央学院大学 一般就労 

精神（25歳・男性） 青森中央学院大学 基礎訓練 

精神（32歳・男性） 青森県立北斗高等学校 基礎訓練 

精神（28歳・男性） 岩手県立大学中退（青森県立青森戸山高等学校） 実践訓練 

精神（26歳・男性） 青森短期大学 実践訓練 

精神（32足・女性） 国立大学法人 弘前大学 基礎訓練 

精神（24歳。男性） 国立大学法人 岩手大学中退（青森県立青森高等学校） 基礎訓練 

精神（21歳・男性） 青森県立青森工業高等学校 基礎訓練 

精神（23歳・女性） S.K.K情報ビジネス専門学校中退（明の星高等学校） 基礎訓練 

知的（20歳・男性） 青森県立第二高等養護学校 実践訓練 

知的（40歳・男性） 中学校卒業 一般就労 

知的（26歳・男性） 青森大学 基礎訓練 

知的（26歳・男性） 青森県立平内高等学校 基礎訓練 

利用者の最終学歴 
（中途退学者を含む） 



障害（疾患） 利用医療機関 現在 

精神（アスペルガー症候群） 芙蓉会 芙蓉会病院 一般就労 

精神（アスペルガー症候群） 芙蓉会 芙蓉会病院 実践訓練 

精神（広汎性発達障害） 芙蓉会 芙蓉会病院 基礎訓練 

知的（広汎性発達障害） 芙蓉会 芙蓉会病院 実践訓練 

知的（自閉症） 芙蓉会 芙蓉会病院 基礎訓練 

精神（広汎性発達障害） 青森県立つくしが丘病院 実践訓練 

精神（自閉症） 青森県立つくしが丘病院 基礎訓練 

精神（広汎性発達障害） 青森県立つくしが丘病院 実践訓練 

精神（てんかん） 青森保健生活協同組合 生協さくら病院 基礎訓練 

精神（社会不安障害） 青森保健生活協同組合 生協さくら病院 基礎訓練 

精神（統合失調症） 青森県立中央病院 メンタルヘルス科 基礎訓練 

精神（うつ病、不安障害、PTSD） 弘前大学医学部付属病院 一般就労 

知的（－） （－） 一般就労 

知的（－） （ー） 基礎訓練 

利用者の通院先（医療機関別） 



就労移行支援のれそれ 

 考え方と特長    
 
 
 



用語の定義 
 

 エンパワメント 
 
 •個人が自分自身の力で、課題を解決して  
   いくことができる社会的技術や能力を獲得 
     すること。 
 
  



就労移行支援のれそれ  
          考え方 



考え方 その１ 
 

 利用時期に関係なく、 
 
  １、就職できる！ 
 
  ２、長く働けそうだ！ 
 
 
     どんどん就職してもらう 

 
 

 



考え方 その２ 
 

意識して取り組んでいること 
 
 １、指示や課題の提起はしない 

（エンパワメントを引き出す） 
 
 ２、セルフケア（自己管理能力）を高める 
 

 



考え方 その３ 
 

職員研修の充実 
 
 １、良い施設・良いサービスを提供するために  
   は良い職員の育成が必要。 
 
 ２、様々な研修会に参加。 
 
 ３、カンファレンス（ケース会議） 
    フィードバックの充実。 

 



 就労支援フォーラムNIPPON          
            2014 



第10回 JC-NET会議 

会議代表 小川  浩 先生と歓談 

                秦   政 氏と歓談 



就労移行支援のれそれ  
            特長 



特長 その１ 
 

１）訓練（基礎・実践・マッチング期） 
  座学・基礎体力錬成・職場実習などが主体 
  である。 
 
２）企業が求めることを最重要課題として取り組 
  んでいる。 
 
３）厚生労働省が打出している指針に基づいた 
  独自のプログラムを活用。 
 

 





｜サービス内容 

就労移行支援「のれそれ」プログラム 

一般教養 

スポーツイベント 

集中力継続訓練 

デスクワーク訓練 就活訓練 

コミュニケーション 
プログラム 

ビジネススキル 
プログラム 

学  習 
プログラム 

運  動 
プログラム 

セルフケア 
プログラム 

ビジネスマナー 

身だしなみ 

コミュニケーション 

筋力トレーニング 

持久力アップ 

健康管理 

休息と活動 

孤独とつきあい 

安全と安らぎ 

詳しくお知りになりたい方は、見学においでください 



特長 その２ 
 

1）問題志向型ではなく、能力や強み（ストレングス） 

  を引出し課題を把握、ご本人と共有しながら 
   支援している。 
 
2) エンパワメントの活用 
 
3）個人面接・フィードバックの充実(１回／週) 
 
 



特長 その３ 

職業準備性のピラミッド＋α 
α 障害の受容（自己理解） 

① 心身の健康管理 

② 日常生活管理 

③ 職業生活を続ける力 

④  仕事をする力 



就労移行支援のれそれ の 実 績 



年 月 企 業 名 参加人数 

2014 ８月 株式会社 富士清ほりうち 様 ３ 

８月 株式会社 Fsolアクト 様 ３ 

12月 株式会社 あうら（幸畑）様 ５ 

2015 ３月 株式会社 アストラル 様 10 

４月 株式会社 あうら（浜館）様 11 

平成26年度職場見学実績 

職場見学 ； 延べ ３２ 名 



平成26年度青森県短期職場実習  

月 障害等 疾患名 職 種 日数 

９月 精神・女性（28歳） う つ 病     事務補助 10日 

  ９月 知的・男性（40歳） ― 物流（ピッキング） 10日 

10月 知的・男性（19歳） 広汎性発達障害 清涼飲料水自販機補充作業 10日 

11月 精神・男性（25歳） アスペルガー症候群 事務補助 10日 

１月 知的・男性（19歳） 広汎性発達障害 シュレッダー・清掃作業等 15日 

２月 知的・男性（40歳） ― 洗車作業 ５日 

職場実習 ； 延べ６回 



平成26年度青森県委託訓練  

障害区分 性別・年齢 職 種 期 間 

 
精 神 

  
２８歳 ・ 女性 

 
経理事務 

 
 

２ヶ月 
（12月～２月） 

 
精 神 

（発達障害） 

 
２５歳 ・ 男性 

 
販売管理 

 
 

２ヶ月 
（12月～２月） 

 



職場見学の様子（身だしなみ） 



 定期的に企画し、 
    利用者のモチベーションを維持 



 職場実習の様子 ① 



 職場実習の様子 ② 



 職場実習の様子 ③ 



 職場実習の様子 ④ 



平成２６年度 一般就労実績 

月 障害等 疾患名 職 種 
 

 
 

２月 

 
精神 

28歳・女性 
 

  
 
 

うつ病（不安・気分障害、ＰＴＳＤ） 
 

 
 

事務職 

 
 

２月 

 
精神 

25歳・男性 
 

 
 
 

アスペルガー症候群 

 
 
 

事務職 

 
 
 

３月 

 
知的 

40歳・男性 
 

 
 

ー 
 

 
 
 

清掃員 



平成27年２月20日 就職おめでとう！ 



今後の課題 
 

 １、支援機関との更なる連携強化 

 

  ２、実りある利用者の訓練ならびに就職者の定着支援強化 

 
  ３、法定雇用率未達成企業様へのアプローチ 
 
  ４、利用者紹介ルートの確保 
   １） 就職活動においてサポートが必要な方を 
     支援している団体との連携 
      （ハローワーク、ジョブカフェ、サポステ、大学、一般高校、発達障害者支援センター 
                                                ステップなど） 

     ※障害者手帳をお持ちでない方でも診断名がついていれば概ね受け入れ可能 

 

   ２） 精神障害者の雇用義務化に向けた医療機関との連携 


