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「夢ふくおかネットワーク」へ多数の企業・事業所様よりご登録頂き、ありがとうございます。このたび「夢ふくおかネットワーク」総
会を開催致します。より充実した時間となるよう総会に併せ、記念講演の開催も企画しております。「夢ふくおかネットワーク」に登録
をされていない企業・事業所様もご参加いただけますので、お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

【当日の内容】

○総

会（14:00～14:45）

・平成 24 年度活動報告
・平成 25 年度事業計画（案）

○記念講演（14:45～16:00）
「障がい者の理解と雇用について（仮）」
※会終了後、希望者へは「博多高等学園」校内見学を予定しております。

（福岡市博多区下呉服町 10-40）
※平成 25 年 4 月に移転整備開校しました。
地図及びアクセスは誌面 3 ページへ

【記念講演 講師紹介】
Bizex 株式会社 事業本部
九州統括支店 福岡物流バラセンター
係長 坂井 博基 氏

対象 障がい者の雇用に関心のある企業・事業所
関係機関、保護者

定員 150 名

2 年前から障がい者雇用に取り組み始
め、現在 10 名の障がい者を雇用。定着
率 91％の「働き続ける」ことができる
環境・仕組みづくりについてお話いただ
きます。

【お申し込みはこちら】
発達教育センター

TEL：092-845-0015
FAX：092-845-0025
メール：hattatuc.BES@city.fukuoka.lg.jp

※プログラム内容は若干変更になる場合もございます。ご了承下さい。

（担当：八尋、野口）
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※博多高等学園には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用頂きますようお願い致します。
※2 名以上でご参加希望の方は、備考欄に参加者名をご記入ください。
※「博多高等学園」校内見学のみのご参加はご遠慮頂きますようお願い致します。

今回会場となる福岡市立特別支援学校「博多高等学園」については次のページへ…

◆福岡市立特別支援学校（高等部）
東福岡
特別支援学校

福岡中央
特別支援学校

福岡市立特別支援学校

歴史ある博多部に所属する「博多高等学園」が、今年 4 月に博多
区御供所町の旧校舎から、博多区下呉服町の新校舎へと移転整備
開校しました。
新築の校舎は、全国初の都市型ビルの高等特別支援学校とし
て、注目を集めています。
地域連携、企業連携を掲げる「博多高等学園」はどのような特別
支援学校なのでしょうか。今回、4 月に就任した長谷川校長先生に
お話を伺いました。

お話を伺ったのは…

「博多高等学園」
今津

（高等部のみ）

特別支援学校

南福岡
特別支援学校

生の松原
特別支援学校

若久
特別支援学校

屋形原
特別支援学校

■：肢体不自由特別支援学校
■：知的障がい特別支援学校
■：病弱・知的障がい特別支援学校

「貴校はどのような学校ですか？」
「当校は、軽度の知的障がいのある生徒を対象
に企業への就労を目指して取り組んでいる高等部
単独設置の特別支援学校です。特別支援学校高
等部生徒の企業就労率の低迷、また、対象生徒増
加の理由から平成 16 年 4 月に開校しました。今
年、創立 10 周年を迎えますが、これまで 1 期生から
7 期生まで 200 名が卒業しています。」

長谷川 雅寛 校長先生

↑移転整備開校した「博多高等学園」外観

「企業就労を目指し、どのような取組を行っていますか？また、新校舎の特徴
を教えてください。」
「家庭・地域・企業とともに企業就労を目指す学校として、従来の学校完結の
教育から脱却し、実際の現場を踏まえた教育活動へと展開しています。学校内
の教育だけでは、企業現場で求められる力の育成が難しいことから、特に、時期
や回数を問わない 現場実習 に力を入れています。また、 地域連携を大切に
し、地域の清掃活動や地域行事等への参加・協力を行っています。新校舎では
体育館の夜間休日の地域開放、また、“カフェ桐のはな”で月 2 回程度、生徒が
作ったパンやケーキの販売、ドリンクの提供等を行い、地域の方々と触れ合う機
会を増やしていきたいと思っています。」（※“カフェ桐のはな”は、平成 25 年秋
オープン予定）

↑スタイリッシュな外観とは対象的に、校内
は木を基調とした、あたたかみのある空間

「今後、より力を入れたい取組はありますか？」
「卒業後就職することも大切ですが、就職後

『働き続けること』つまり、定着率の向上が重

↑地域清掃に取組む生徒の様子。地域の花壇手入れ等も行っている。（写真左上）
“カフェ桐のはな”は、地域の人々が行き交う大浜公民館前に併設（写真右上）

要だと考えています。そのため、当校では、関
係機関であるハローワークや福岡市障がい者
就労支援センターと月に１回、連絡会を開催し
ています。主に 3 年生の就労に向けた活動の
進捗状況や就労した卒業生の定着等について
情報交換を行っています。今後も、関係機関
との連携を組織的に行い、在校生へのきめ細
やかな進路支援と卒業生へのフォローアップを
行っていきたいと思います。また、可能な限り同
窓会活動等に関わりながら、卒業生とその家庭
の心の支えになりたいですね。」
←アビリンピック（全国障害者技能競技大会）規定
と同じ大きさで設計された清掃実習室。
（写真左下）
また、介護実習室も新設されている。（写真右下）

「『夢だより』をご覧の企業様へ一言お願い致します。」
「実習受入や雇用に協力してくださっている企業の皆様、
いつも本当にありがとうございます。校舎も新しくなりましたの
で、学校の様子、生徒の様子を多くの方にご覧頂きたいと思
っています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。また、今
後も地域の方々、企業の方々との関わりを大切にし、企業就
労を目指した学校として生徒の力を育んでいきたいと考え
ています。今後ともよろしくお願い致します。」
【お話を伺って…】
美しい外観はもちろんですが、本格的な実習室や地域の
方々をお客様としてお迎えするカフェ等、新校舎には働く力を高
める工夫が施されており、大変驚きました。ホームページにて公
開されているブログには、学校の日々の取組がアップされてい
ます。ぜひご覧ください。
最後になりましたが、「博多高等学園」の皆さん、取材のご協
力ありがとうございました。 ～就職コーディネーター 野口～

【アクセス】
・福岡市市営地下鉄「呉服町」より約 700m
・西鉄バス「蔵本」より約 500m

学校 DATE

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
住 所：福岡市博多区下呉服町 10-40

TEL：092-263-9300

H P：http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/yghakata/

セミナー告知

このセミナーでは、特別支援学校を実際
に見て頂き生徒の「働く意欲」や「学校
での就労に向けた取組」を知って頂く、
企業・事業所対象のセミナーです。
「夢ふくおかネットワーク」に登録をさ
れていない企業・事業所様も参加可能で
す。お誘い合わせの上、ご参加ください。

【当日のプログラム】（予定）

○作業学習・学校施設見学
○学校概要説明
○質疑応答
企業就労を目指す生徒の様子
をぜひご覧ください！

「知的障がい者に対する理解
「大変勉強になりました。ま
【第１回 特別支援学校就労促進セミナー
が深まった。社会的責任・
たこのような取り組みがあ
（平成 24 年 6 月）
貢献など企業としてもっと
参加企業のご感想】 った事を把握することが出
取り組まなければと思いま
来たため、今後いろいろと
した。」
検討したいと思います。
」
「どれくらいの作業が出来るの
かが分かり、参考になりまし
た。」
「今まで、このような機会が
なかったので非常に参考に
なりました。
」

「障がい者に対するイメージ
が変わったというより、間
違った認識をしていたと感
じました。」
参加者 53 名

福岡市教育委員会は、特別支援学校高等部生徒
の就労促進を図る「夢ふくおかネットワーク」を立ち上
げました。現在、５１社・事業所様にご登録頂いていま
す。（平成 25 年 5 月 17 日現在）

ご登録頂いた企業様へは、
情報の発信（特別支援学校や、障がい者の雇用に関する
ことなど）、企業間での情報交換の場の提供などを
行っていきます！！（会費は必要ありません）

「夢ふくおかネットワーク」では、平成 25 年度より
年間を通して事業展開を致します！！
《「夢ふくおかネットワーク」事業内容》
●総会（年 1 回） ●会報発行（メールにて配信）
●各種セミナー

「夢ふくおかネットワーク」 とは？
企業・事業所

学校
連 携

（企業対象に特別支援学校見学会、障がい者雇用に関する研修会な
ど年数回予定）
※保護者・教員を対象とした研修も行う予定です。

・生徒の就労意欲を膨らませる

※企業様からの生徒の実習（インターシップ）受入や雇用に
ついてのご相談も受けつけております。

・生徒の「働く力」を高める

市立特別支援学校高等部生徒の

支援

支援

「夢ふくおかネットワーク」
登録ご希望の方は、
発達教育センター（野口）までご連絡ください

・職場実習・就労先企業を拡げていく
（ニーズにあった雇用・職場実習に関する情報を提供していく）

企業への就労促進を行うネットワークです
教育委員会を中心に

※下記参照

企業・事業所、行政、関係機関、学識経験者、
保護者、教育関係者、企業団体などによる連携

【登録企業・事業所紹介（51 社・事業所）】（順不同） 公表許可を頂いた分を載せております。
Bizex 株式会社 九州統括支店
株式会社 R101

アースウェル株式会社
九州地理情報株式会社

株式会社アルファオメガ
（株）調和コーポレーション

ヒノマル株式会社

有限会社 HR エージェント

有限会社 ランチミッション

株式会社 愛來

西鉄不動産株式会社

（株）九電ビジネスフロント

福岡興業（株）
ウイングル博多センター
NPO 法人 ふくおか福祉とびうめ会

株式会社興楽
就労移行支援事業所 十和
（社福）福岡障害者支援センター

医）永寿会 シーサイド病院
社会福祉法人 そよかぜの会 リンゴの唄
障がい者しごと支援センター 木の実

特定非営利活動法人 発達障がい者就労支援

障がい者就労継続支援 A 型事業

（就労継続支援 A 型事業所）

ゆあしっぷ

一般社団法人 れんこん

向日葵流通ときめき配送センター

社会福祉法人 風

就労移行支援（株）

就労移行支援事業所 カフェさくら

ウイングル福岡ももちセンター

社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会

NPO 法人 花の花

スプライフ

五条ペット太宰府店 就労継続支援 A 型

Independence English

Be Happy

ノーブルジョブアシスト

有限会社 プラスアルファ

郷原会計事務所

自立支援 NPO 四次元ポケット

株式会社障がい者つくし更生会

大串公認会計士・税理士事務所

福岡市手をつなぐ育成会保護者会

福岡市教育委員会 発達教育センター
福岡市中央区地行浜 2 丁目 1-6
TEL 092-845-0015
FAX 092-845-0025
E-mail hattatuc.BES@city.fukuoka.lg.jp
HP
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/hattatuc/

「夢だより」についての
ご感想、ご意見などを
お寄せください。

（平成 25 年 5 月 17 日現在）

