
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【発行】 
福岡市教育委員会 
発達教育センター 
【発行日】 
平成 26年 1月 24日 

平成２５年１２月１７日、福岡市発達教育センターにて企業

対象セミナーを開催しました。 

各支援機関等の取組を紹介し、障がい者雇用の戦略化

について理解を深めることをねらいとし開催しました。 

 

今回のセミナーでは、支援機関等紹介を行いました。 

・「障がい者を雇用したい場合、どこに相談したらよいか」 

・「雇用している障がい者の生活支援に関する相談に対応

してくれる機関を教えてほしい」 

・「助成金を活用するための手続き方法を知りたい」 

・「特別支援学校卒業生を雇用したい場合、誰に相談すれ

ばよいか」 

・「現場での指導方法を職場に来て教えてほしい」 

などの声を多くいただいていたことから、今回 5か所の支 

援機関等に協力いただきました。 

【当日のプログラム】 
１  開会の言葉 
２  支援機関等紹介（ハローワーク福岡中央、障害者就業・生活 

支援センター野の花、福岡高齢・障害者雇用支援センター、 

福岡市障がい者就労支援センター、福岡中央特別支援学校） 

３  講演  

「知る」からはじめる障がい者雇用 

～障がい者雇用の戦略化と現実課題～ 

有限会社 HRエージェント 取締役社長 佐藤康弘 氏 

４  閉会の言葉 

 福岡地区に所在している４か所の

内の１か所。障がい者の雇用に関す

る職域開拓、雇用管理、職場環境整

備、特例子会社設立などについての

相談対応を行う。   

また、企業からの求人登録や雇用

保険手続きだけでなく、インターネット

で検索できる障がい者の求職情報の

提供も行っている。 

ハローワーク福岡中央 

 

（住所）福岡市中央区赤坂 1-6-19  

（電話番号）092-712-8609（44＃） 

就職促進指導官  

谷川 有 氏 

福岡高齢・障害者雇用支援センター 

 

（住所）福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE福岡赤坂ビル 5階 

（電話番号）092-718-1310 

独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構 福岡障害者職業セン

ター雇用支援課の通称。障害者雇用

納付金制度に基づく、納付金、調整

金、報奨金及び助成金の申告・申請

書の受付等を実施。また、障害者職

業生活相談員資格認定講習、地方ア

ビリンピック及び障害者雇用に係る相

談援助、情報提供等も実施。 

 

センター長代理  

江口 聡 氏 

 

障害者就業・生活支援センター野の花 

 

（住所）福岡市中央区六本松１-2-22 １階 

（電話番号）092-713-0050 

障害者就業・生活支援センターは、

福岡県内に１３か所あり、野の花は福

岡市と糸島市を担当。 

障がい者の就労に関して、就業面と

生活面（金銭管理や体調管理など）の

両面からの支援を提供。企業に対し、

職場実習のあっせんや障がい者の就

職後の雇用管理に関する相談も行っ

ている。 

 

センター長  

古川 慎太郎 氏 

福岡市が、社会福祉法人福岡市

社会福祉事業団へ運営を委託。 

企業に対し、ジョブコーチ支援、障

がい者雇用に関する相談、情報提供

などを行っている。また、啓発・理解

促進のため、職場開拓や企業セミナ

ーも行っている。平成２６年２月１７日

に「はじめての障がい者雇用セミナ

ー」開催予定。 

福岡市障がい者就労支援センター 

 

（住所）福岡市博多区千代 1-21-16 

（電話番号）092-643-0071 

副所長  

石井 浩明 氏 

福岡市が所管している特別支援学

校（８校）の内の１校。 

各特別支援学校には、企業と学校

をつなぐ進路担当教諭がおり、現場実

習（企業内実習）の計画・実施の際、

学校の窓口を担う。 

その他、進路学習・研修等の実施、

進路相談・懇談への対応、情報収集

などを行っている。 

教諭  

荒巻 美穂 氏 

※福岡市立特別支援学校の各校連絡先は

中ページ（Topic）をご参照ください。 

福岡中央特別支援学校 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ いろいろな支援機関があることは知っていたが、それぞ

れの役割を深く知ることができ、勉強になりました。雇用ま

での流れ、雇用後の支援をイメージするこができました。 

 

◆ 佐藤氏のお話を聞いて、まずは情報収集が必要だと思

いました。また、業務内容の整理の必要性を感じました。 

アンケートの一部をご紹介致します。 

◆ 佐藤氏のお話から、保護者との関係の大切さや、支援機関

を活用することの大切さがわかりました。今回、各機関の方

から伺った支援を活用していきたいと思います。 

 

◆ 生徒の挨拶、自己紹介がとてもすばらしかったです。受付

での対応もすがすがしい気持ちになりました。 

【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。】 

↑【自己紹介の様子】自己紹介も行いました。自分の将来の目標や夢を上手

にアピールする生徒がいました。 

↑【受付の生徒の様子】→ 

企業の方に特別支援学校の生徒の様子を知っていただくことと、特別支援学校の生徒が企業の方と接する機会をつくるこ

とをねらいとし、当日の受付、案内を福岡市立特別支援学校高等部生徒が行いました。とても好評でした。 

 

有限会社 HR エージェント 佐藤 氏をお迎えし、障がい者雇用の

現状、就労支援の現状、企業戦略の現実についてお話していただき

ました。   

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」にて佐藤 氏が講師とし

て行っておられる取組や、企業の障がい者雇用に関する成功事例・

失敗事例など具体的な内容を挙げながら、現状分析や情報収集の

大切さ、支援機関・企業間ネットワークを最大限に活用する大切さを

お話しいただきました。 

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りました。 

↑【会場の様子】当日は 56名の方に参加いただきました。 

【講師】  

有限会社 HRエージェント 

 取締役社長 佐藤 康弘 氏 

人事・経営・人材育成・コンサルティング業

を専門とし、多数の企業や公的機関・教育機

関・自治体等と取引。 

また、知的障がい者向け職業教育の実施

や教職員・労働行政職委員を対象にした指

導・研修を行い、企業との豊富なネットワーク

を通して障害者雇用の戦略化に向けた取組

を指導。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業対象セミナーの感想では、受付・案内を行った特別支援学校高等部生徒に対する声も多く寄せられていました。そこ

で、今回特別支援学校生徒と出会うことができる機会を紹介します。 

 特別支援学校高等部の生徒が、日ごろ学習し、習得した職業技能を企業の皆様に発表す

る技能発表会と発表会終了後に、情報交換を図るため特別支援学校の教職員と企業の皆

様との交流会が開催されます。福岡・筑後地区、北九州・筑豊地区の２か所で行われます。 

【主催】 福岡県、福岡県教育委員会 
【共催】 福岡労働局、福岡市教育委員会、北九州市教育委員会 
【お問い合わせ・参加申込み】 福岡県新雇用開発課障害者雇用係 TEL：092-643-3594 

 

 <福岡・筑後地区> 

○日時 平成 26年 1月 30日（木）10:15～12:15 

○場所 県立特別支援学校「福岡高等学園」 

（筑紫野市古賀 304） 

<北九州・筑豊地区> 

○日時 平成 26年 2月 5日（水）10:15～12:15 

○場所 県立特別支援学校「北九州高等学園」 

（中間市大辻町 18-1） 

 

<技能発表会発表内容> 

 

・清掃、パソコン、接客サー

ビス、窯業絵付け、木材

加工等の実演 

・陶芸、さをり織、被服製

品、紙工製品等の展示・

説明 

・学校での作業風景の動 

画、タブレット端末及びパ 

ネルによる作業の説明 

【お問い合わせ】 福岡市立特別支援学校「博多高等学園」  福岡市博多区下呉服町 10-40 TEL：092-263-9300 

 「博多高等学園」に併設されているカフェ 桐のはなが昨年１０月にオ

ープンしました。月に１～２回オープンを続けています。喫茶コーナーで

は生徒が接客を行っています。また、生徒が作ったパンやお菓子の販

売も行っています。残念ながら今年度の営業は 1/22 が最後でしたが、

来年度の営業をお楽しみに！ 

 特別支援学校では、作業学習を実施しています。も

の作り等を通して働く意欲を育んだり、知識や技能を

高めたりしています。 

作業学習によって作った製品を販売する作業学習

発表会（バザー）では、接客・販売も生徒が中心となっ

て行います。ぜひ、足を運ばれてみてください。 

◆福岡市立特別支援学校◆

生の松原
特別支援学校

今津
特別支援学校

東福岡
特別支援学校

福岡市立特別支援学校

「博多高等学園」

南福岡
特別支援学校

若久
特別支援学校

福岡中央
特別支援学校

屋形原
特別支援学校

（高等部のみ）

<福岡中央特別支援学校> 1月 30日（木） 10:00～12:00 

福岡市中央区地行浜 2-1-18（TEL:092-847-2789） 

 

＜若久特別支援学校＞ 1月 29日（水） 10:00～12:00 

福岡市南区若久 2-3-13（TEL:092-551-2652） 

 

<屋形原特別支援学校＞ 2月 5日（水） 10:00～11:45 

福岡市南区屋形原 2-31-1（TEL:092-565-4901） 

 

＜東福岡特別支援学校＞ 1月 31日（金） 10:30～12:00 

福岡市東区青葉 3-8-1（TEL:092-691-5402） 

 

＜生の松原特別支援学校＞ 1月 30日（木） 10:00～12:00 

福岡市西区野方 7-825（TEL:092-812-0151） 

■：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 

※南福岡特別支援学校（福岡市博多区西月隈 5-6-1 TEL:092-581-2242）と今津特

別支援学校（福岡市西区今津 5413 TEL:092-806-8181）は昨年末に開催致しま

した。来年度もよろしくお願い致します。 

※詳細は各学校へお問い合わせください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 株式会社興楽 医）永寿会 シーサイド病院 

セピア商事株式会社 福岡市農業協同組合 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 

公表許可を頂いた分を載せております。 

 

現在、78社・事業所様にご登録いただいています。 

（平成 26年１月 23日現在） 

 
 

 

《「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 

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。 

※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。 

連 携

「夢ふくおかネットワーク」 とは？

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

市立特別支援学校高等部生徒の

企業への就労促進を行うネットワークです

・生徒の就労意欲を膨らませる

・生徒の「働く力」を高める

連 携

企業・事業所

・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）

支
援支

援

学校

連 携連 携

「夢ふくおかネットワーク」 とは？

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

市立特別支援学校高等部生徒の

企業への就労促進を行うネットワークです

・生徒の就労意欲を膨らませる

・生徒の「働く力」を高める

連 携連 携

企業・事業所

・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）

支
援支

援

学校

 
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/ 
※左記参照 

「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。 

 「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。 


