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就労移行支援事業所訪問
神戸市立

こんな取り組みも

ワークセンターひょうご

開所日：平成 8 年 4 月 1 日
住 所：兵庫区駅南通 5‑1‑1
中部在宅障害者福祉センター 2Ｆ
電 話：078‑672‑6484 最寄駅：ＪＲ兵庫
定 員：30 名 就職者数（平成 26 年度）：24 名
基本方針：「一人でも多く、一日でも長く」
障害のある方が一般就労による社会参加が
できるように支援します
利用時期：随時（まずはお電話ください）

一日訪問しました！
9：00 朝

礼

調理訓練
簡単で栄養のあるメニュー
を中心に作ります

外出訓練
就職後の余暇の充実が目
標です

確認お願い
します！
CST（コミュニケーション

今日の予定や
目標を確認
9：10 ラジオ体操

第１回

スキルトレーニング）

専門講師を招いて小グルー
プで練習をします

今日も一日
頑張るぞ！

勉強会
社会のルールを学びます

就職激励会
就職が決まった訓練生
を全員で送り出します

9：15 作業開始
１日６時間の
立ち作業です

リフレッシュ
タイム

12：00 昼休み

その他の取り組み
家族会やファミリー会（卒業生の家族会）など家族のつ
ながりも大切にしています

就職した後も安心！のサポート体制
13：00 午後作業開始

15：30 掃

除

16：00 終

礼

整列して朝礼を待つ時や作業中
はピリッとした空気感、一転お
昼休みは和やかな笑顔が溢れま
す。メリハリのある習慣作りも
働く準備のひとつなのですね。

アピ
ポイ ール
ント

就職はひとつのゴールでもあり、スタ
ートでもあります。当センターでは「働
き続けること」を大切に、就職後 5 年
間という長期にわたる計画的な職場訪問を行って
います。また「ほっとロビー」（平日はセンターの
ロビーを開放）や「ドリーム」
（働く仲間の集いの場）
を通じて、いつでも気軽に話や相談ができる環境
を整えています。働く上での不安や悩みも一緒に
考え、いきいきと働き続けられるよう応援します！

会社の方に聞いてみよう！
平成 27 年度第 3 弾は、リハビリ訪問看護、デイサービスを経営し、障害者を雇用するとともに、
就労移行支援事業所からの実習生を受け入れて障害者の就職を応援する企業のお話をお届けします。
にはパソコンでのデータ入力業務をしてもらうことに

企業プロフィール

なりました。

有限会社リハネット
神戸市兵庫区兵庫町 2‑1‑19
リハビリ訪問看護、デイサービス、
健康関連商品の Web 販売
従業員数 44 名（非常勤を含む）
うち障害者数 １名
実習生 ２名 ( 現在受入中 )
企 業 名
所 在 地
事業内容

仕方も教えてくれました。
何かあったら相談できる体制が安心感を与えてくれ
ました。
従業員たちも最初こそ余計な仕事が増えるのではな
いかと不安気でしたが、真面目に入力作業に取り組む

業務に励んでいます。

リ中心の訪問看護、デイサー

担当者から一言

ビス３か所を運営、リハビリ

真面目で、入力スピードが速く、ミ

用品の Web 販売、そしてグ

スが少ないので驚きました。作業効率

ループ会社で障害児のデイサ

が上がり助かっています。

ービスを行っています。
大下育子社長

くなり、急遽会社を引き継ぎ

休憩を入れずに働きたい方、リフレ
ッシュタイムが必要な方、その人のリ 総務課 中本さん
ズム合わせて実習してもらっています。

ました。日常生活で支援が必

ここで実習して成功体験を作り、次のステップや就

要な方々にサービスが提供で

職にチャレンジして欲しいです。

きる「総合サービス」を目指

障害者雇用のきっかけ

切に実習生の長所・短所を教えてくれた上で、注意の

水曜と金曜の 13：30 〜16：30 に２名の実習生が入力

神戸市内で高齢者のリハビ

しています。

たのですが、支援の方がプロフィールシートを基に親

実習生に触れ、気持ちが解けていきました。

有限会社リハネットについて

７年前に社長である夫が亡

初めてのことでどう対応して良いのか分からなかっ

リハメイト KOBE

障害のある方には当社の仕事は業務内容や環境面的
に無理だろうと勝手に思い込んでいました。
平成 23 年に兵庫県中小企業家同友会障害者研究会
（同友会 ) 主催の就労移行支援事業所 CAST ビジネスア
カデミー（CAST）の見学会に参加し、パソコンに向
かい集中して仕事している姿を見て大変驚き、当社で
もできる事があるかも知れないと思いが変わりました。
その後、同友会や神戸市西部地域障害者就労推進セ

実習生から一言
西澤

佑樹 さん（33 才）実習 4 か月目

―業務内容を教えてください。
訪問看護記録の入力です。入
力後プリントアウトしセルフチ
ェック。最後に看護記録原紙
をファイリングします。
―実習に行くことが決まった時どう思いましたか。
CAST は仮想職場なので実際の職場にステップアッ

ンター（就労推進センター）のアドバイスがあり、神

プしたかった。
「ようやく実習に行ける」と嬉しかった。

戸市の補助金を利用してパソコン・シュレッダー等設

―実習中で困った事はありますか。

備を整え、実習生の受け入れを始めたことが、のちの

2 か月終了時に、その後の生活が不安で体調が悪く

雇用のきっかけとなりました。

なり、もう 2 か月延長し今日に至っています。不安

実習について
就労推進センターのしごと開拓員（※）に実際に事
務所や仕事の流れを見てもらい、相談の結果、実習生

になった時どうすれば復調できるかを今回学べまし
た。今後同じ様な事があっても乗り越えられると思
います。

障害者雇用のあゆみ
日常の業務に追われホームページの更新ができずに困
っていました。この仕事も障害のある方には難しいだろ
うとの先入観があったのですが、その上で相談したとこ
ろ、「ぴったりの人がいる」としごと開拓員が H さんを
紹介してくれました。
平成 27 年６月からトライアル雇用、９月に正式に採
用となりました。
雇用に際し「実習とは違い給与を支払うのだから受け

社員の Hさんから一言
―働くきっかけは？
前職で Web デザインの仕事を
していました。CAST から紹
介があり、採用になりました。
―業務内容を教えてください。
ホームページの作成更新を担当しています。どんど

入れる側もきちんと心構えをしましょう」と職員から申

ん提案して会社の役に立ちたいです。

し出てくれたので、
「会社としての考え」、
「H さんの特性」

―働く前と後でかわったことはありますか？

などを職員に説明し全社体制で職場環境を整えました。
H さんはシステムにも詳しく、営業に結びつくツール
になるようなホームページ作りを創意工夫して頑張って
くれています。
（ホームページはこちらから http://www.rehanet.co.jp）

支援機関との連携
同友会でしごと開拓員の方と出会ってから、何かにつ
け相談に乗ってもらっています。分からない事、困ったと
き連絡するとすぐに対応してくれるのでとても安心です。

障害者を雇用して感じていること
その人を理解して強みを活かす、人を活かす経営をす
る上では健常も障害もなく同じだと分かりました。
企業の社長が頭を柔らかくして先入観をリセットする
こと、専門家に間に入ってもらって仕事のマッチングを
することが大事だと思います。

これから就職をめざす人へ
企業はしっかりした支援機関と繋がっている方を希望
します。就職を目指す方は支援機関への登録をされると
いいと思います。

笑顔で人と接する会社なので自分も笑顔でいようと
思うようになりました。
―困った事はありますか？
当初は部長の指示を待って業務をすすめていました
が、今は自分で「次はどうしてみようか」と考えて
仕事ができます。恵まれていると思います。
―お休みの日はどうされていますか？
温泉に行くのが好きです。
―今後の抱負を教えてください。
会社の発展に貢献したい。自分の経験を発信してい
きたい。
―これから就職を目指す方にアドバイスを。
２つの事にいつも留意して仕事をしています。
1. 受けた仕事はやりきる
2. 効率よく仕事する方法を工夫する気持ちを持つ
※障害者雇用に関するさまざまな疑問・悩みや障害者施設へ
の業務発注・商品購入について気軽に相談できるよう地域
障害者就労推進センターに配置されているスタッフのこと

デイサービスセンター

リハメイトKOBE regain
平成 27 年 11 月に兵庫区湊川町に「自分らしい
生活を取り戻す」ことを目指す生活実践型のデイ
サービスを開所しました。高齢者だけでなく障害
者の方も利用されています。
また、地域の高齢者の方も気軽に立ち寄り、休憩したり、コミュニケーションが
とれる場になるよう、カフェスペースを設けました。
デイサービスに通う高齢者・障害者、地域の方々の交流の拠点となることを願い、
セミナーや楽しい催しも企画しています。

社長と管理者の大下智行さん

わくわく

お知らせ！コーナー

障害者職業能力開発セミナーを開催します！
日 時：平成 28 年３月 23 日（水） 午後 1 時 30 分〜４時
場 所：兵庫県看護協会 ハーモニーホール
定 員：先着 300 名
参加費：無料
内 容：㈱良品計画 ㈱山九 神戸市西部地域障害者就労推進センター のお話
お問い合わせ…神戸市障害福祉課（プロモート事業担当） Tel.078‑322‑5228

わくわく
スキルアップ研修を
開催しました（します）。

アビリンピック兵庫 2016 のご案内
障がいのある方々が、日ごろ培った技能を互いに競い合うこ
とにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会
一般の人々が障がいのある方々に対する理解と認識を深め、
その雇用の促進を目的として当大会を開催します。

①２月４日 中部地域
30 名参加
「企業見学」
②３月３日 西部地域
30 名参加予定
「ビジネス基礎マナー講座」

選手募集期間：平成 28 年 3 月 22 日（火）〜 5 月 10 日（火）
開
催
日：平成 28 年 6 月 25 日（土）
UCC上島珈琲株式会社本社ビル（神戸市）
平成 28 年 7 月 9 日（土）
ポリテクセンター兵庫（尼崎市）

③３月７日 北部地域
30 名参加予定
「働くための目標の立て方、達成の仕方講座」
④３月 15 日 東部地域
30 名参加予定
「働く上で必要なルール、マナー研修」

【開催概要・選手募集についてのお問い合わせ】
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部
高齢・障害者業務課 Tel.078‑325‑1792

商品のご紹介

神戸ふれあい工房

わりづ菓（中央区）

ふわぽんからのお知らせ

「神戸かすがのパウンド」

春は出会いと別れの季節ですね。
歓送迎会のちょっとしたプレゼントに、神戸ふれあ
い工房の商品はいかがですか？
お菓子の他にも、コーヒーやさまざまな雑貨なども取
り揃えており、ご予算・ご要望に応じた商品提案もさ
せていただきますので、お気軽にお問合せください。

お店にも
遊びにきてね

ふわぽん

TEL：078‑334‑2011

Report!

今年度開催した
行事等を紹介！

FAX：078‑334‑2012

場
所／市役所２号館１階（正面エレベーター西側）
営業時間／月〜金曜 9：00 〜 18：00
（土・日・祝・年末年始休み）

濃厚抹茶・柚子の香りの２種類。
いずれも、かのこ豆と餡を使用し、
ほのかに日本酒も香る甘さひかえ
めの和風パウンドケーキです。
（協力：山下春幸シェフ、ルリコプランニング）

Job ステーションぽてと（北区）

「ぽてとのお惣菜」

季節の野菜を取り入れた、
塩分控えめで無添加の身
体にやさしいお惣菜です。
メニューは、筑前煮、切り
干し大根、ハンバーグ、千草焼き、３種盛りなど。
（協力：倉石みさ子、岩崎裕子）
※販売は、火・木・金曜日、「café ぽてと」（神戸電鉄
大池駅前）、「café コスモス」（真星病院内）、「Job
ステーションぽてとランチ工房」（高齢者（近隣）へ
の宅配弁当サービス）で。メニューは日替わりです。

