
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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 11月 20日 

平成 26年 10月 9日、福岡市保健福祉局と共催で保護者向けセミナーを開催しました。 

就労に求められる力について理解を深め、家庭支援につなげることを目的とし、卒業生

体験発表と講話の内容で行いました。 

当日は、保護者の方、企業・事業所の方など 125名の方に参加いただきました。 

卒業生体験発表では、平成 26 年 3 月に特別支援学校高等部を卒業し、物流会社に勤める卒業生の方と保護者の方に

お話いただきました。 

卒業生の方からは、学校生活や社会人生活について、また、保護者の方からは、小・中学校時代に取り組まれたこと

や、高等部での様子についてお話をしてもらいました。保護者の方の、「どこの学校に通うかではなく、どのように 3 年間を

過ごすかが大切。本人のやる気と、親の強い気持ちがあれば、きっといい結果につながると思います。」という想いが参加

者へ伝えられました。 

卒業生体験発表について 

↑【会場の様子】福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）で行いました。 

↑参加者募集チラシ 

【講師紹介】  

福岡市障がい者就労支援センター 

所長  黑田 小夜子 氏 

 

大学卒業後、現 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇

用支援機構 佐賀及び福岡障害者職業センターの勤務を

経て、平成 15 年、福岡市社会福祉事業団 障がい者就

労支援センター開所時より現職。各関係機関、企業の

方々との連携を図り、多くの方の就職や定着を支援する。 

 

※ 福岡市障がい者就労支援センターについては 3ページへ 

講演には、福岡市障がい者就労支援センター  所長   

黑田  小夜子氏をお招きし、「就労に求められる力とは   

～家庭における支援を考える～」の題目で、お話いただきま

した。 

今日の障がい者雇用に関する状況、就労・就労継続に向

けての課題、働く上で基礎となる能力についてのお話や、 

黑田所長の実践紹介、障がいのある方が様々な職場で働く

様子をまとめた DVDの視聴などの内容でした。 

「就労意欲はとても大切。ただ、就労意欲・作業能力の向

上だけでなく、健康管理や生活リズム、社会人として必要な

ことをしっかり身に付けてほしい。就労に求められる力はす

ぐに身に着くものではないので、今から一つ一つ積み重ねて

いってほしい。」というお言葉で講話が締め括られました。 

講演について 

↑【講演の様子】講師の福岡市障がい者就労支援センター 黑田所長。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障がい者雇用の場合、賃金はどのぐらいですか。」 

→福岡市障がい者就労支援センターに回答いただきました。 

「本年 10 月 5 日より福岡県の最低賃金が改定され、現在、時給は 727 円となっています。どの企業に採用されたとしても  

この最低賃金を下回ることはありません。ただし、障がいの程度、能力、経験の有無などによって業務の遂行が著しく困難

な場合には、企業が労働基準監督署に最低賃金の減額特例許可を申請し、認められれば最低賃金を下回る賃金で雇用 

される場合があります。」 

 

「我が子は機械類の操作がとても好きで、パソコンの入力スピードも速いので、将来はそのような就労先を考えています。 
どの程度のスキルがあれば就労に結びつきますか。また、どのくらいの専門性が必要か教えてください。」 

 

「グループホームなどの“生活の場”は増えているのですか。」 

 

「福岡市障がい者就労支援センターの利用は、障害者手帳が必要ですか。」 

 →福岡市障がい者就労支援センターに回答いただきました。 

「当センターへの相談や利用においては、障害者手帳の有無は問いませんが、障害者手帳を取得されていない方について

は、相談機関や医療機関などで診断や検査を受けているなど、どのような障がいがあるのか、どのような状況であるのか確

認できることが必要です。ただし、障害者雇用率の算定には、何らかの障害者手帳を所持していることが必要であり、求人

募集の際には、いずれかの手帳を所持されている方を雇用したいと希望する企業が多いのが現状です。」 

 

→福岡市障がい者就労支援センターに回答いただきました。 

「どの程度のパソコンスキルが必要であるかについては、企業によって求められる内容が異なりますので、なかなか的確に 

申しあげることは難しいです。ただ、得意なことがあることは、その方の強みになるため、スキルを伸ばすことは良いことかと

思います。目指す職種で必要とされる力は何なのかを整理され、その能力を向上させていただきたいと思います。また、  

就労はパソコンのスキルのみで実現出来るものではなく、社会人としての力、職場で働く人としての力が大いに影響します

ので、それらの能力向上にも併せて取り組んでいただきたいと思います。」 

→福岡市保健福祉局に回答いただきました。 

「障がい者グループホームの数は、増えています。福岡市では、障がいのある人に地域で安心して生活していただけるよう、

敷金や共用備品購入費などのグループホーム開設経費を事業者に助成することにより、グループホームの設置を促進して

います。」 

 

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。今回、福岡市障がい者

就労支援センターと福岡市保健福祉局に回答いただきました。 

「就労するにはどのぐらいのコミュニケーション力（会話力）が必要ですか。」 

 

「企業の雇用数（件数、率）とは正社員のことですか。短時間労働（パート）を含んでいますか。」 

 

「福岡市障がい者就労センターの利用の仕方や利用のタイミングについて教えてください。」 

 →福岡市障がい者就労支援センターに回答いただきました。 

「原則として利用できるのは、市内在住の 15歳以上の方となっています。ただし、特別支援学校や高等学校、あるいは専門

学校、短大、大学等に在籍されている場合は、最終学年での相談をお受けしています。また、在籍先がある場合には、担

任の先生や進路担当の方にまずは相談をしていただき、当該学校より当センターへ相談の連絡を入れていただくようにと

お願いをしています。その後、在籍されている学校等とも連携を図りながら支援をさせていただくこととなります。」 

 

→福岡市障がい者就労支援センターに回答いただきました。 

「挨拶や報告・連絡・相談、ミスをした際の謝罪など、社会や職場で必要とされる基本的なコミュニケーションは最低限必要

かと思います。ただ、障がいによりそのこと自体が困難なケースは、企業に対して理解や配慮をお願いすることになります

が、出来ることにより、より好評価が得られると思います。」 

→福岡市障がい者就労支援センターに回答いただきました。 

「企業の雇用数には正社員、契約社員、短時間のパートなどが含まれています。現在、契約社員、パートによる就労者が 

大半を占めている状況となっています。なお、短時間労働とは、1週間の所定労働時間が 20時間以上 30時間未満のもの

を指します。」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者向け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。】 

◆まだ先だと思っていた就労に関して、具体的にイメージで

きました。体験発表も講話の事例も我が家と重なる面が

多く、今からどのように対応するか、用意すべきか、具体

的に考えることができました。 

（小学校 特別支援学級 保護者） 

 

◆実際に就労している卒業生の方や保護者の方の話が聞

けてよかったです。漠然とあった不安が解消されました。 

（小学校 特別支援学級 保護者） 

 

◆就労についての希望がとても膨らみました。改めて今の

うちから繰り返し継続していくことが大切だと感じました。

（特別支援学校 小学部 保護者） 

 

◆卒業生の方、ご家族の方のお話は、大変参考になりまし

た。講演では、特別なことを身に付けるのではなく、社会

生活を営む上で必要となることを身に付けることの大切さ

を学びました。 

（支援機関 職員） 

 

 

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。 

◆まだ子どもが小さいため、イメージできなかった就労につい

て考える機会になりました。 

（特別支援学校 小学部 保護者） 

 

◆今、進路を考えている時期で体験発表はとても参考になり

ました。講演では、子どもの意見を待てていない自分に気

付かされました。とても良い時期にお話を聞くことができて

良かったです。 

（中学校 特別支援学級 保護者） 

 

◆就労に向けて考えていくようになり、今回の講演がいいタイ

ミングでとても勉強になりました。これから一つ一つ身に付

けて、子どもと一緒に頑張っていきたいです。 

（中学校 特別支援学級 保護者） 

 

◆1 年生で、今まさに実習が始まったところで、卒業生の方の

お話など、とても参考になりました。子どもが働きたいと願

っていますので、親としてしっかり支援していきたいです。 

（特別支援学校 高等部 保護者） 

障がい者の民間企業等への就職と職場定着を進め、 

社会的、経済的自立を図ることを目的に平成 15 年に開所

されました。福岡市が、社会福祉法人福岡市社会福祉事業

団へ運営を委託し事業を展開しています。 

ジョブコーチ（※）支援、相談、情報提供などの他、啓発・

理解促進のため、職場開拓や企業対象セミナーも行ってい

ます。開所以来 2,700名を超える方の登録、1,400件を超え

る就労実績があります。 

【DATE】  

福岡市博多区千代 1丁目 21-16 （来所でのご相談は、要事前予約） 

TEL:092-643-0071 FAX:092-643-0072 

西鉄バス：「千代町」下車 徒歩約 5分 

福岡市営地下鉄：「千代県庁口」下車 4番出口より徒歩約 5分 

JR：「吉塚駅」下車 県庁方面出口より徒歩約 10分 

 

 

【業務内容】 
 

◆障がいのある方への支援 

・総合相談 

・ジョブコーチによる人的支援 

・関係機関とのネットワーク 

・情報提供 

・職場開拓と新たな職域の開発 

 

◆障がい者雇用に向けての支援 

・障がい者の職域開発・拡大  

・雇用に向けての準備<研修、職場環境整備にかかる助言> 

・ハローワークとの連携による求職者のご提案 

・障がい者の雇用（職場）体験実習 

・ジョブコーチによる職場適応への支援 

・アフターフォロー＜定着に向けて＞  など 

※ ジョブコーチとは… 

障がいのある方の職場適応と定着を支援する職員です。 

ジョブコーチの役割は、 

・障がいにあった仕事の組み立て方を整理し、提案する 

・理解しやすいようにシステム化して、仕事の理解を進める 

・通勤や休憩時間の過ごし方など、職場生活に必要な生活面を  

支援する 

・1人で仕事ができるよう、他の従業員の方に、覚えやすい仕事 

の教え方や、接し方などを伝える 

・職場定着後も、定期的に職場を訪問し、課題があれば調整に  

努める 

などがあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 就労支援事業所いこい 

トータル・ステップ・アップ（就労移行支援） 株式会社 旭商会 WeBox.Inc 

【公表許可を頂いた分を載せております。】 

 

現在、95社・事業所様にご登録いただいています。（平成 26年 11月 19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）
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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

 「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/ 

※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。 

企業 ４４件・福祉事業所 ４２件・その他 ９件 

 


