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平成 26 年 6 月 23 日、平成 26 年度「夢ふくおかネットワー
ク」事業 障がい者雇用理解促進セミナーを福岡市立特別支
援学校「博多高等学園」で開催しました。
本セミナーは、福岡市職員の障がい者雇用の理解を深め
るため、また、障がい者インターンシップ事業（※下記参照）
の受入先を広げることを目的とし、福岡市立特別支援学校
の紹介、作業学習・学校見学の内容で行いました。当日は
30 名の参加がありました。

【当日の内容】
教育委員会 挨拶
１．学校長 挨拶
２．「夢ふくおかネットワーク」の取組・
インターンシップ事業について
３．福岡市立特別支援学校 紹介
４．作業学習・学校見学
質疑応答

最初に、会場校である福岡市立特別支援学校「博多高
等学園」 長谷川雅寛校長先生に学校概要などについて
お話いただきました。

【セミナー会場】福岡市立特別支援学校「博多高等学園」

障がい者インターンシップ事業とは…
福岡市保健福祉局と福岡市教育委員会が進めて
いる 障がい者の庁内職場実習のことです。
（※庁内とは福岡市各局・区・室及び外郭団体のことです。）

「夢ふくおかネットワーク」の取組・インターンシップ事業の
説明では、福岡市立特別支援学校高等部の課題や、卒業
生の現状についての説明、また、障がい者インターンシップ

◆職場実習の場を提供することによる就労支援
◆障がい者雇用に対する理解促進
◆市が率先して職場実習を受け入れることによる
障がい者雇用の啓発

受入先の業務内容や実習生・実習生保護者の感想、実習

を目的に行っています。

受入先へのお礼状の紹介を行いました。

就労を目指している福岡市立特別支
援学校生徒、または、福岡市障がい者
就労支援センターに登録している方が
実習を行います。
例年、40～50 件の受入先があり
ます。

福岡市が設置する特別支援学校は、会場の博多高等学
園を含め、全部で 8 校あります。
各特別支援学校の進路担当教諭が、リーフレット

肢体不自由特別支援学校が 2 校、知的障がい特別支援

等を用いて、学校の取組や生徒の様子について紹介

学校が 5 校、病弱と知的障がい併設の特別支援学校が 1

しました。

校です。博多高等学園は高等部のみですが、他の 7 校は
小学部から高等部まで 12 年間の教育を行っています。

作業学習は、作業活動を学習活動の中心にし、生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や社会自立に必要な事柄を総
合的に学習するものです。
今回の作業学習・学校見学は、グループに分かれ行いました。会場の博多高等学園には、【食品・接客】【清掃・福祉】
【環境・園芸】【流通・事務】の 4 つの班があり、各班は学年縦割りで編成されています。

【食品・接客】

【清掃・福祉】

パン・洋菓子製造の食品加工に関する学習、接客販売活
動等を行っています。

ビル清掃や洗車、介護周辺業務に関する学習、企業で
の作業（清掃、洗車、介護周辺等）等を行っています。

（左写真）接客練習を行う生徒の様子を見学する参加者
（右写真）パンや焼き菓子を作る生徒

（左写真）生徒が使う、業者と同じ清掃道具を見学する参加者
（右写真）洗車を行う生徒の様子を見学する参加者

【環境・園芸】

【流通・事務】

野菜の栽培や水耕栽培、木工品の製作、企業での作業（野
菜や果物の袋詰め、花壇の管理）等を行っています。

企業からの受託作業、布製品の加工、企業での作業
（倉庫管理の補助）等を行っています。

（左写真）屋上菜園を見学する参加者
（右写真）生徒から木工作業に関する説明を受ける参加者

（左写真）生徒から作業内容に関する説明を受ける参加者
（右写真）会釈･敬礼･最敬礼の練習の際活用する赤テープ

アンケートには、感想だけでなく様々な質問もよせられていました。ここでその一部にお答えします。
物販しているものの単価等があればわかりやすかったです。

「今回学校見学で紹介したカフェ桐のはな（喫茶コーナー）では、ジュース、コーヒーなどの飲
み物を 100 円、シフォンケーキを 80 円で販売しています（※右写真）。また、パン（80 円～）、
焼き菓子（80 円～）の販売も行っています。カフェの営業及びパン・焼き菓子の販売日は月 2
回程度となっています。博多高等学園ホームページで日程をご確認の上、ご利用ください。
また、環境・園芸班作成の額、ベンチ等の金額は、大きさ等、ご注文内容で異なりますので
博多高等学園へお問い合わせください。」
先生方は障がいのある生徒の就労支援専門の教員ですか。

「就労支援専門の教員ではありません。ほとんどが特別支援学校教員免許を取得している教員です。授業によっては、専門
家の方に講師で来ていただき、マナーや技術を学ぶ時もあります。」
就労意欲を高めるため、定着率を高めるために、インターンシップ事業以外で取り組まれている事、意識していることが
あれば教えてください。

「福岡市教育委員会では、“夢ふくおかネットワーク”で児童生徒の就労意欲を高めるため、また、就労後の定着を図るため
に、保護者・教員に対する取組を進めています。平成 26 年度には、夏と冬に教員向けセミナー、秋に保護者向けセミナー
を予定しています。また、学校ごとに生徒の実態や課題に応じた取組を進めています。」
市内での就職は、職種等限られていますか。また、現ニーズにあわせて、カリキュラム等作成していますか。

「ここ数年、卒業後の就労に関して職種の拡がりがみられます。各学校で現ニーズに合わせて作業班を見直したり、作業学
習内容を工夫したりしています。」
○○局として、どのような業務を経験していただくか、具体的なものが思いうかばないというのが正直なところです。

「事前面談等を通して実際に生徒と関わっていただくと、生徒が興味のあること、生徒の強みがより具体的に分かり、業務へ
つなげることができるのではないかと考えます。また、セミナーでも紹介させていただきましたが、実際に他局の方が行って
いる業務の実例等ご提案できますので、各学校もしくは発達教育センターまでご相談ください。」
生徒が情緒不安定になった場合の対応はどのようにしたらよいか。

「事前面談の際に、生徒が不安定にならないように配慮が必要な点を確認することができます。生徒一人一人によって対応
が異なるので、面談の際、各学校や保護者にご確認いただくと具体的な対応が把握できると思います。また、体調面、作業
スキル面含め、学校でも準備や指導を行い、実習当日に臨みます。」

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紹介致します。
◆ 実際に特別支援学校の生徒さんの作業等を拝見す
◆ 何よりも実際に作業見学をする時間が一番楽しかっ
【障がい者雇用理解促進セミナーの開催にあたり、たくさんのご協力・ご参加、ありがとうございました。】
るのは初めてでしたが、とても丁寧に取り組んでおり、
たです。また、最初の事業説明の際に実施報告に加え
また、校舎内もとてもきれいに整頓されていて感心し
てインターンシップ受入先に対する要望等を話しても
ました。
良かったと思います。
◆ 生徒の皆さんの熱心に取り組まれている様子がよく
わかりました。思ったよりもレベルの高い作業をしてい
て、とても驚きました。

◆ 生徒さんたちが実際に作業する姿を見て、インター
ンシップ受入の際お願いする作業をイメージでき大変
有意義でした。

◆ 実習を受け入れた企業等の話も聞ければいいな、と
思いました。

◆ 具体的なお話を伺えて大変参考になりました。

【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」 とは？
企業・事業所

学校
連 携

・生徒の就労意欲を膨らませる

支
援

現在、９１社・事業所様にご登録いただいています。（平成 26 年 10 月 1 日現在）

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
教育委員会を中心に

企業

・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

４２件・福祉事業所 ４０件・その他 ９件

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

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

株式会社 LITALICO ウイングル福岡中央センター

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

チャレンジド・アソウ 福岡本社

(株)アソウ・ヒューマニーセンター

株式会社ユーコー・ライフサポート
就労継続支援 A 型 ステップワーク

株式会社アイエスエフネット

(株)TEAM・G

就労移行支援事業所 OneSmile
就労継続支援 A 型 伊都畑

リタファーム株式会社 リタの農園

株式会社ブロードリンク 福岡支社

株式会社 Benext

ひまわりパーク上牟田

SAKURA 福岡天神センター

ひまわりパークつぼみ

一般社団法人友愛

株式会社プレナスワークサービス

【公表許可を頂いた分を載せております。】

「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

