
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会では、平成 25年度事業報告・平成 26年度事業

計画説明を行いました。また、福岡市立特別支援学校

高等部卒業生の就労に関する課題や、それに対する

取組について補足説明を行いました。スライド上映で

は、福岡市立特別支援学校の様子や平成 25 年度「夢

ふくおかネットワーク」事業の様子を紹介しました。 

高等部生徒の就労促進を図るため、また、障がい者

雇用の理解を拡げていくため、多くの方に、平成 26 年

度の取組にご協力・ご参加いただきたいと思います。 

 

 
【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 7月 15日 

《平成２５年度事業報告》 
◆6月 7日 平成 25年度 総会・記念講演（123名参加） 

・講演「障がい者の理解と雇用について」 

講師：Bizex株式会社 福岡物流バラセンター 係長 坂井 博基  

◆6月 28日 特別支援学校就労促進セミナー（27名参加） 

・企業の方を対象にした学校見学会 

 （福岡市立特別支援学校「博多高等学園」見学） 

◆8月 29日 教員対象セミナー（52名参加） 

・講義「就労を目指す生徒を育てるために～高等部までにつけてほしい力～」 

講師：発達教育センター 指導係長 山本 稔  

◆10月 25日 障がい者雇用促進セミナー 

・福岡県ビルメンテナンス協会主催のセミナーに協力 

◆11月 1日 保護者対象セミナー（112名参加） 

保健福祉局共催 

・特別支援学校卒業生・保護者からの体験発表 

・講演「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～」

講師：宇都宮大学 教授 梅永 雄二  

・就労のための社会資源紹介 

◆12月 17日 企業対象セミナー（56名参加） 

・就労に関する支援機関等の紹介 

・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～ 」 

 講師：有限会社 HRエージェント 取締役社長 佐藤 康弘  

◆会報の発行（Vol.2～Vol.7） 

【当日の内容】 
１ 開会のことば 

２ 教育委員会挨拶 

３ 幹事会挨拶 

４ 総会 

（平成 25年度事業報告・平成 26年度事業計画） 

５ 事業に関する補足説明 

６ スライド上映（福岡市立特別支援学校紹介など） 

７ 講演会 

８ 諸連絡 

９ 閉会のことば 

（左） 

【教育委員会挨拶】 

福岡市教育委員会 

理事 橋爪 秀三  

 

（右） 

【幹事会挨拶】 

西南学院大学  

教授 野口 幸弘  

 

 

↑【会場（講演会）の様子】福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）で 

行いました。135名の方に参加いただきました。 

平成 26年 6月 7日、平成 26年度「夢ふくおかネットワ

ーク」総会・講演会を開催しました。企業・事業所、支援機

関、保護者、教員など、多くの方に参加いただきました。 

 

《平成２６年度事業説明》 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会・講演会 終了後、ご協力をお願いしたアンケートの一部をご紹介します。 

 

 講演会では、株式会社障がい者つくし更生会  那波 

和夫 様をお招きし、「今の障がい者雇用について感じ

ること～色んな人がいるからおもしろい～」の内容でご

講話いただきました。 

株式会社障がい者つくし更生会さんでは、社員 38名

中 31 名の障がい者が勤務されています。社内のコミュ

ニケーションの大切さや、資格取得を通した社員一人

ひとりのスキルアップなど、会社での取組について紹介

いただきました。また、那波様の障がい者雇用に対す

る考え方や、実際に会社の様子を見学された企業の方

の感想についてお話いただきました。 

参加者のアンケートからは、「なぜ“障がい者”という

枠で人をみるのか」「なぜ障がいがあることでできない

と決めつけるのか」という那波様の投げかけに、多くの

参加者の心が動かされたことが伝わってきました。 

  

 

 

障がい者の雇用の場の創造・開拓及び自立更生を図る

ことを目的に、昭和 59 年設立。春日大野城衛生施設組合

より春日大野城リサイクルプラザの不燃性一般廃棄物処

理施設全般の運転・管理を受託し、業務を任されている。

那波様は平成 7 年入社、平成 21 年より現職。障がい者の

理解・支援、共に働ける環境づくりを実践し続ける。今日、

その取組はメディア・書籍等でも紹介されている。 

「日本でいちばん大切にしたい会社 4」（平成 25年 11月

あさ出版・右上）、「幸せな職場のつくり方‐障がい者雇用で

輝く 52の物語-」  （平成 26年 5月ラグーナ出版・右下） 

【講師】 

株式会社障がい者つくし更生会 

 専務取締役 那波 和夫  

 

【企業】 
◆障がい者雇用を行っていて、やはり自分の中で難
しいイメージがありましたが、少し考え方を変え
るだけと、内容を聞いてそんなに難しい事ではな
いんだと感じました。 

 
◆那波氏の話を聞いて、障がいという枠にとらわれ
ている自分がいることに気づかされました。また
熱意をもってのお話ということもあり、とても楽
しく聞く事ができました。今後の仕事へ活かして
いきたいな、と思います。 

【支援機関】 
◆ジョブマッチング、枠にとらわれない発想に大変
刺激を受ける内容でした。今後の業務において、
どのように活用していくのか深め、支援に携わり
たいと感じております。 

 
◆考え方を変えることによって、能力を十分に伸ば
すことが出来ると思いますが、企業の方だけでな
く、障がい者自身、家族、行政、支援者など全て
の人にあてはまることだと思いました。素晴らし
い熱のこもったお話は、本当に感動しました。 

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。講演会に関することは 

株式会社障がい者つくし更生会 那波様、総会・その他に関することは発達教育センターが回答しました。※【  】は質問者 

給与は、いくら払っているのでしょうか。【企業】 

仕事の継続は、随意契約なのか、入札なのか知りたいです。【企業】 

現在、福祉的な関係機関と何か連携して取り組まれていることがあれば教えていただきたいです。【支援機関】 

「各個人の力量に応じて様々です。 参考例 → 新入社員 3ヶ月の研修期間終了後、145,000円（基本給）＋ 

手当（通勤、扶養、資格、職務他）＋夏期・冬期賞与です。」 

「結果として随意契約（一年契約）です。毎年、業務内容の成果、契約金額等を精査され交渉を行います。 

契約が保障されているわけではありません。お客様から信頼され選ばれる努力をしています。」 

「独自で行っており特に連携しているわけではありませんが、当社と考え方が共感できる方々と一緒に勉強をした

り、依頼に応じてお手伝いできることを協力させてもらったりしています。」 

 

個人として、御社（株式会社障がい者つくし更生会）を見学することはできますか。【企業】 

 「見学していただくことは可能です。スケジュールの調整等がありますので、事前にお問い合わせ願います。」 

 

「定年退職等以外の自己都合で退職する人は、ほとんどいません。」 

 

定着はどのくらいですか。【保護者】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総会・講演会の開催にあたり、たくさんのご協力・ご参加、ありがとうございました。】 

【保護者】 
◆障がい者と健常者というよりも、人と人とのつな
がり、関係を大事にされている。このことを、多
くの企業の方、先生方、保護者の私たちが職場、
学校、家でも大事にすれば、確実に何かが変わっ
ていくのではないかと思います。 

 
◆ついつい障がいという枠を自分でもつくってい
たなと思います。雇用の場や那波さんの講演が、
広がればきっと増えていくなぁ、ととても前向き
になれました。 

【行政・教員】 
◆それぞれの現場において、考え方、とらえ方を少
し変えることで、障がい者雇用の実際が変わって
いくし、変えていかないといけないと思いまし
た。那波さんの講演に心を打たれました。 

 
◆今までの障がい者雇用についての講演会とは違
った視点から話が聞けました。企業に限らずとて
も参考になると思います。 

 
◆こんな会社もあるのか、と驚き嬉しく思いまし
た。 

市内で障がい者の雇用・実習に取り組んでいる企業のパンフレットや冊子などの配布はないのでしょうか。【保護者】 

会報がほしい。バックナンバーはどこで入手できるのでしょうか。【保護者】 

「会報『夢だより』は、発達教育センターにて配布を行っています。また、福岡市立特別支援学校や登録企業・事

業所宛にメールにて配信を行っています。発達教育センターホームページにもバックナンバーを掲載しているの

で、ぜひご覧ください。」 発達教育センターホームページ：http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/hattatuc/ 

「①生徒の「働く力」は、学校での学習に加え、企業・事業所での実習で高めることができると考えています。    

そこで、今回実習件数を増やす、という課題に対する取組を計画しています。②前年度は企業対象、教員対象、保

護者対象のセミナーを開催しました。今日、障がい者雇用に関するセミナーや事業は他機関でも多く展開されてい

るため、教員向け・保護者向けの取組を充実させるよう計画しました。平成 25年度は座学がほとんどでしたので、

平成 26年度は実践や見学など座学以外の内容も取り入れ計画しています。一例ですが、平成 26年 8月 5日に教員

向けセミナーとして、高等部卒業生雇用企業の見学会を実施します。」 

 

①平成 26 年度の事業において「夢ふくおかネットワーク規約 2 章 2 条（2）生徒の「働く力」を高める事業」がないように思

う。具体的にどのように展開するのか。②前年度（まで）の活動に対しての意見、活動結果についての反省点について今

年度それを活かしての行動が見えない。具体的には何かあるのか【企業】 

下肢に障がいがあると、場所などハード面が厳しい事が多いのではないかと思いますが、これはどうクリアにされていますか。

機械操作など車イスで入れないことなどはないのですか。【保護者】 

障がい者の方の採用のポイントはありますか。【保護者】 

中学生の保護者ですが、子どもたちが職場体験に行くことは可能ですか。【保護者】 

 「中学校とご相談の上、スケジュールの調整や子どもたちの安全（通勤・作業）の確保等ができれば可能です。」 

 

「当社の場合、車イスで入れる場所での仕事で、できることが色々とあります。入れるように工夫はしますが、入れ

ない場所にこだわることはありません。車イスで入れない場所での作業は他の社員が行い、助け合うだけのことで

す。車イスを利用している社員も利用していない社員も現実を区別し理解しています。」 

「定年（65歳）まで一緒に働きたいと感じる人 

人間性（自己理解・他者理解他）、社会性を持ち合わせていると感じる人 

自己成長を努力し、他者の成功・成長を共に喜べると感じる人 

実際、当社が採用した社員は、始めからできていたわけではなく、入社後色々な経験をし、関わっていく中で        

自分のことに気づき、他者のことを気に掛けるようになっていきます。（健常者も同様です）」 

 

「福岡市障がい者就労支援センターが昨年、開所 10周年を記念して就労者の様子をまとめた事例集を発行されて

います。この事例集は、発達教育センターにて閲覧することができます。また、福岡県ホームページで障がい者

職場実習受入企業が紹介されています。」福岡県ホームページ 障がい者の就労支援 

                    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jisshuuukeire-2013.html 

 



 

 

 

 

 

   

企業 ４１件・福祉事業所 ３６件・その他 ９件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 

公表許可を頂いた分を載せております。 

 

現在、86社・事業所様にご登録いただいています。 

（平成 26年 7月 1日現在） 

 
 

 

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。 


