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平成 25 年 11 月 1 日、福岡市保健福祉局と共催で保護者
対象セミナーを開催しました。
当日は、企業・事業所の方も含め、１００名を超える方に参
加いただきました。

【当日の内容】
１ 開会の言葉
２ 卒業生・保護者からの体験発表
３ 講演
４ 就労のための社会資源紹介
５ 閉会の言葉

↑【会場の様子】福岡中央特別支援学校で行いました。

【卒業生・保護者からの
体験発表】→
福岡中央特別支援学校卒業生

株式会社 グランドビジョン
稲田 萌依 さん（写真中央）

←【講演】
宇都宮大学 教育学部
梅永 雄二 教授

宇都宮大学 梅永雄二教授 を講師としてお迎えし、
「働く意欲を育てるために～今、家庭に求められている支
援とは～」という題目でお話いただきました。
梅永教授は、発達障がい者の就労支援の第一人者で
あり、発達障がい者の社会参加を専門に研究されていま
す。これまで関わってこられた様々な事例を基に、ジョブマ
ッチングの重要性や、幼い頃からライフスキルを高めてい
くことの必要性をお話くださいました。
アンケートの感想からも、今回の講話が参加者にとって
大変有意義なものであったことが伝わってきました。

《就労のための社会資源紹介》

【就労のための
社会資源紹介】→
右記７つの機関の方より、そ
れぞれの概要や事業内容をお
話しいただきました。

・ハローワーク福岡中央
・福岡市障がい者就労支援センター
・福岡障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター野の花
・社会福祉法人そよ風の会 就労移行支援事業所しごとサポートセンターりんご
・特定非営利活動法人福岡ジョブサポート
・西鉄ウィルアクト株式会社

セミナー終了後、ご協力をお願いしたアンケートの一部をご紹介致します。
◆ いつまでたってもできるようにならない我が子に対し、落
ち込んだり焦りを感じたりしていましたが、前向きに頑張
ろうと、希望を持てるようになりました。

◆ 「就労はゴールではない」ということを改めて学びました。
働き続けるために必要なことを子どもと一緒に考えていきた
いと思います。

◆ 今日は大変勉強になりました。将来、自立させたいと思
い小学生のころからいろいろとさせていましたが、まだ足
りない点があることが分かりました。私自身がもっと勉強
していかなければと思いました。

◆ 就労まであと 10 年ありますが、先を想像することができず
セミナーに参加しました。障がい者雇用の現状や現場での
様子を聞くことができ刺激になりました。家庭でできる支援
を今から意識して取り組んでいきたいです。

【セミナー開催にあたり、たくさんのご協力・ご参加、ありがとうございました。】

「夢ふくおかネットワーク」には、12 月 24 日現在 77 社・事業所に登録いただいております。
今回、「夢ふくおかネットワーク」に登録いただいている公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会 様の取
組として、障がい者雇用セミナーの様子をお届けします。

主催：公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会

障がい者雇用促進セミナーについて
平成 25 年 10 月 25 日、発達教育センターにて、障がい者雇用
促進セミナー（主催：公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協
会、協力：発達教育センター）が開催され、福岡県ビルメンテナン
ス協会会員様 41 社 57 名の参加がありました。
障害者雇用促進法の改正により、法定雇用率がアップし、障が
い者雇用がより身近な課題となってきました。今回のセミナーは
障がい者雇用の理解を深め、推進していくことを目的に開催され
ました。
今回、このセミナーを担当された福岡県ビルメンテナンス協会
教育研修委員会 副委員長の末広様は「行政の方にも協力いた
だき、このようなセミナーを開催するのは初めての試み。さらに理
解を拡げていくために、今後もこの取組を続けていきたい。」とお
話されていました。

公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会について…

福岡県ビルメンテナンス協会は、建築物におけ
る衛生的で健康な、かつ快適なる生活環境の保持
促進を図るため、建築物における衛生的環境の保
持に関する正しい専門知識と技能の普及を促進
し、もって環境衛生の向上に寄与し、安全・安心環
境の構築にも寄与することを目的とし、設立されて
います。
地域貢献作業として取り組まれている「クリーン
アップ福岡」では特別支援学校生徒と一緒に取り
組み、障がい者の理解を進めています。また、福
岡県主催の「アビリンピック福岡（福岡県障害者技
能競技大会）」では後援されています。

【当日の内容】
１．開会のことば
２．会長挨拶
３．「障がい者雇用制度と福岡県の取組」
福岡県福祉労働部 労働局新雇用開発課 山田課長

４．講 話「夢ふくおかネットワークについて」
福岡市教育委員会指導部 発達教育センター 森所長

５．特別支援学校からのプレゼンテーション
６．体験発表（会員企業）
７．質疑応答
８．閉会の言葉

↑アビリンピック福岡 2013（主催：福岡県）の様子

←当日の受付は、 発
達教育センターに実習
に来ていた福岡 中央
特別支 援学校、 東福
岡特別支援学校の生
徒も行いました。

【会長挨拶】→
福岡県ビルメンテナンス協会
金子 誠 会長

↑【会場の様子】 福岡県内各地から参加者が集まっていました。

（スクリーン写真は「クリーンアッ
プ福岡」の様子）

「障がい者雇用制度と
福岡県の取組」
福岡県福祉労働部
労働局新雇用開発課
山田 信吾 課長

◆障害者雇用率制度
◆障害者雇用企業に対する助成・援助
◆障害者雇用納付金制度
◆福岡県の障害者就労支援施策
などについてお話がありました。
また、支援機関である障害者就業・生活支援セン
ターの紹介や、平成 26 年 1 月 30 日・2 月 5 日に行
われる新規事業・特別支援学校技能発表会の紹介
もありました。

「特別支援学校の取組

「新たなチャレンジ
～夢ふくおかネットワーク～」
福岡市教育委員会指導部
発達教育センター
森 孝一 所長

◆本市の現状と課題～特別支援学校卒業生の進路～
◆本市の新たな挑戦～夢ふくおかネットワーク～
などについてお話がありました。
年々増加傾向にある高等部卒業生に対し、伸び悩
む一般就労者数や就労希望者数。この課題を解消
するため、夢ふくおかネットワークを立ち上げ、事業
展開を図っているという話がありました。「多くの障が
い者を受給者から納税者にしていきたい。」という森
所長の想いで講話は締めくくられました。

体験報告

～博多高等学園～」
福岡市立特別支援学校「博多高等学園」

進路支援担当
福岡 由希子 教諭

◆進路支援について、卒業生の進路状況
◆進路に関する授業、作業学習・現場実習
◆作業学習班「清掃」の様子
などについてお話がありました。
また、市内 8 校の特別支援学校教員向け清掃研
修などで、福岡県ビルメンテナンス協会様にご協力
いただいているという紹介もありました。「学校での学
習に加え、実習でホンモノに触れることで、生徒の力
は更に高まる。」とのことでした。

◆【雇用実績】（写真左）
九州メンテナンス株式会社 天神営業所 實本 文和 所長
◆【就労訓練実績】（写真右）
共栄ビル管理株式会社 営業管理部 安東 孝明 部長
からお話がありました。
「遅刻、欠勤が今まで 1 回もなく、同僚も驚いている。“何
があっても仕方ない”という先入観があったが、いい意味で
裏切られた。」「口だけの説明ではなく、やり方を見せたり、
メモなど道具を使ったりして指導するとより伝わる。」など
雇用・受入経験に基づくお話がありました。

現在、77 社・事業所様にご登録いただいています。
（平成 25 年１2 月 24 日現在）

「夢ふくおかネットワーク」 とは？
企業・事業所

学校
連 携

《「夢ふくおかネットワーク」事業内容》

●総会（平成 25 年度は 6 月 7 日に開催）
●会報「夢だより」の発行（メールにて配信）
●各種セミナー
これまで特別支援学校就労促進セミナー（6 月 28 日）、教
員対象セミナー（8 月 29 日）、保護者対象セミナー（11 月 1
日）、企業対象セミナー（12 月 17 日）を開催しました。

・生徒の就労意欲を膨らませる

支
援

・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）

・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

企業への就労促進を行うネットワークです

※企業・事業所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付けております。

教育委員会を中心に

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

公表許可を頂いた分を載せております。（平成 25 年 12 月 24 日現在）

Bizex 株式会社 九州統括支店

アースウェル株式会社

株式会社アルファオメガ

障がい者就労継続支援 A 型事業
株式会社 R１０１

九州地理情報株式会社

（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

株式会社 綜合キャリアオプション

株式会社 綜合キャリアトラスト

キャリアアセットマネジ 株式会社

西鉄ウィルアクト株式会社

株式会社 グランドビジョン

株式会社 障がい者つくし更生会

福岡興業（株）
セピア商事株式会社

株式会社興楽
福岡市農業協同組合

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

タニミズ企画株式会社

（社福）福岡障害者支援センター

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
ゆあしっぷ

障がい者就労継続支援 A 型事業
一般社団法人 れんこん

（就労継続支援 A 型事業所）
向日葵流通ときめき配送センター

社会福祉法人 風
就労移行支援事業所 カフェさくら

就労移行支援（株）ウイングル福岡ももちセンター

障がい者・高齢者の生活を応援する会福岡・
皆生社

社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会
福岡市手をつなぐ育成会保護者会

NPO 法人 ふくおか福祉とびうめ会

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

ひまわり園

NPO 法人ワーク in ならや わくワーク館

NPO 法人 花の花

大串公認会計士・税理士事務所

芙蓉株式会社

株式会社 西日本介護サービス

あんず合同会社 あんずヘルパーステーション

ウイングル博多センター

一般社団法人 障害者自立支援協会

就労移行支援事業所 十和

スプライフ

柚の木福祉会

Create803 （就労移行）

レストランゆずのき本店 （A 型）

YUZUKA Patisserie et Cuisine （自立訓練）

カレッジ福岡

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会

餃子専門店 黒兵衛

東洋ビル管理株式会社

（株）朝日ビルメンテナンス

ひまわりらんど

医療法人 相生会

一般社団法人フレンドリーフ

（株）ココラボ

「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（就職コーディネーター 野口）までご連絡ください。

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。
※左記参照

