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就労移行支援事業所訪問
リタリコワークス神戸
開所日：平成 23 年 2 月
住 所：神戸市中央区中町通 2‑3‑2
三共神戸ツインビル２ F
電 話：078‑366‑6205
アクセス：JR「神戸駅」徒歩５分
「神戸駅」徒歩５分
高速神戸鉄道
「高速神戸駅」徒歩１分
定 員：20 名

平成 27 年度
就職者数
19 名

相

就職時、配慮を申し出ることに不安がある…
必要な配慮について、お互いに確認し合いたい…

支援を受けて
就職した
Ａさんの場合

準備ステージ
生活のリズムを
整えながら、働
く上で必要なこ
とを学びます。
ワークショップ
（ビジネスマナー、
体調管理について など）
パソコン訓練、作業訓練

談

就職に向けた希望や
現状を話し合います。

職場定着

合理的配慮の理解促進にも
取り組んでいます
働く本人・企業双方の不安を解消し、
一人ひとりに合った働き方を実現す
るため、
「職場での合理的配慮ガイドブック」
「合理的配慮に関する相互検討資料」
を開発し、支援に役立てています。

一人ひとりに合う「働く」を見つける支援
一人での
就職活動がなかなか実らず、
サポートを求めて、
インターネットでみつけた
LITALICO に問い合わせ。

就職後は

企業や関係機関と連携し、働きやすい
環境を築いていきます。
訪問をはじめ、個別面談やメール・
電話でのサポート
ゆくゆくは、企業主体のサポートで
働き続けられる環境づくりを
OB・OG 会でのつながりも大切に
しています

第4回

余暇の充実
外部から講 師を招いて、
ヨガやボルダリングなど、
趣味に関するプログラム
も行います。仕事以外の
楽しみも見つけてもらい
たいと思っています。

実習ステージ
企業での実習を経験しながら、
自分に合う仕事をみつけます。
また、必要な配慮についても
考えます。

就職ステージ
書類の添削や面接訓練、
合同面接会への参加など、
就職活動をサポートします。

２社で実習。
実際に働くことでみえる
課題もありました。
企業からの評価は「やる気」
にもつながります。

約２か月、何度も添削を繰り返して、
ようやく納得できる書類が完成。面接でも、
自分の強み・弱みを説明できるように、
練習を繰り返しました。

会社の方に聞いてみよう！
株式会社レック

人事部次長

金岡

由佳さん、総務部係長

藤本

真紀さん

平成 28 年度第３弾は、挙式会場の運営やウエディングフォト事業などを経営し、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。

企業プロフィール
企 業 名

株式会社レック

所 在 地

神戸市中央区東川崎町 1‑3‑3
神戸ハーバーランドセンタービル 18 階

事業内容

挙式会場運営、ウエディングフォト、
レンタル衣装、ヘアメイク など

社 員 数

561 名（2017 年 1 月現在）
うち障害者数

12 名

金岡次長、落合さん、藤本係長

株式会社レックについて

実習の受け入れについて

人のライフサイクルを基軸とした総合カンパニー

就労移行支援事業所と連携して実習生を受け入れ、

として、冠婚葬祭ビジネスを中核に、国内外の事業

社内の郵便処理などを担当してもらっています。受

所で、「小さな結婚式」をはじめとした国内 60 か所

け入れ期間は３週間。実際に企業のオフィスで働く

の結婚式場の運営やウエディングフ

体験の機会を提供するだけではなく、一緒に働いて

ォト、レンタル衣装、ヘアメイク事

いる社員にとっても、貴重な機会となっています。

業などを行っています。

診断名が同じでも障害特性には個人差があり、必要

このような様々な事業を通して、
より多くの人のお役に立つ会社にな
ることをめざしている会社です。

障害者雇用のきっかけ
平成 23 年に人事部に異動になった当時は、身体障

な配慮や対応は一人一人違うということを勉強させ
てもらっているからです。
また、採用前にも、必ず実習期間を設けます。実
習期間は、お互いを理解するために必要なプロセス
だと考えています。

害のある方を中心に雇用していましたが、社員数の

業務において工夫・配慮していること

増加により、法定雇用率を大きく下回っていました。

支援機関からアドバイスをいただきながら、たと

障害者雇用の知識もほとんどなく、ハローワークに

えば、ホワイトボードを活用して、仕事の内容や優

相談したところ、社会福祉法人すいせいを紹介して

先順位を確認し、処理を忘れている仕事がないかを

いただき、そこで精神・発達障害のある方のことを

チェックしています。これは、見えることで状況が

知りました。ふと、過去に同じような障害で困って

理解しやすくなる方の場合です。

いた同僚の姿を思い出し、「当時手助けできなかった

それでもミスが起こってしまった場合は、その都

ことが、今ならできるのではないか」と強く感じた

度、個別に話し合いながら、ミスの原因やミスをな

ことを覚えています。

くす方法について、具体的にすり

雇用に向けて動き出してから約１年後、大学や支

合わせることにしています。これ

援機関の力を借りながら、縁あって新しい方の採用

は、障害のある方だけではなく、

に至りました。雇用前の実習やマッチングにはじっ

一般の新卒社員にも同じ

くり取り組んでいます。

ことが言えると思います。

支援機関との連携
一緒に働いていると、障害特性なのか、個人の性
格なのか、判断を迷うことがあります。フォローす
べきなのか、注意・指導すべきなのか、ということ
です。何か困ったことや、迷うことがあったときには、

一緒に働く社員の方に
お話をお聞きしました
◆落合 康洋さん
（26 歳）

支援機関と相談します。支援機関とつながっている

◆平成 25 年６月入社

ことで、相談先があるという大きな安心感があり、

◆契約書に関する業務

心強いです。
また、何かあったとき、人事担当者がすぐに現場

全般を担当

−この会社で働くことになったきっかけは？

に行けるとは限りません。そのようなときも、支援

大学生の時、一般の就職活動でなかなか採用さ

機関の方には、現場で直接アドバイスをいただける

れず、就職活動に限界を感じ、大学でカウンセリ

ので、とても助かっています。

ングを受け、自分に障害があると分かりました。

障害者を雇用していて感じていること
障害のある方と同じ職場で働くことで、相手を理
解して配慮することができるようになり、職場が和
やかになったと感じています。障害のある社員の方
を頼りにしている部分もあり、お互いに感謝をもっ
て働けるようにしていきたいです。

その後、大学から支援機関を紹介され、ハローワ
ークを経由してレックに採用になりました。

−働く前と後で変わったことはありますか？
以前は電話応対が苦手でしたが、今は少しだけ、
ものおじしなくなりました。

−仕事をしていて困ったことはありますか？
チームワークが苦手で、仕事はひとりでやるも

これからの障害者雇用

のではないのに、自分のペースで勝手に動いてし

基本的には、実習期間をしっかりと設けて、時間

まうことがあります。自己判断せずに、報告・連絡・

をかけて採用して行きたいと考えています。また、

相談をすることが大事だと思います。

事務以外にも仕事の幅も広げていきたいです。

−仕事をしていて楽しいのはどんなときですか？

たとえば、ウエディング衣装の手入れ。夢のある
仕事で、作業内容も障害のある方に対応できる可能
性が高いです。他にも、レストラ
ンでの調理業務では、現在、障害
のある方が１人働いています。こ
こでも、さらに雇用を広げていく
ことができるのではないかと考え
ています。

ミスなく仕事ができて達成感があるときです。
ミスを減らすために、ホワイトボードやメモ帳を
活用しています。

−休日はどのように過ごしていますか？
外出するのが好きで、日帰り旅行をすることも
あります。自転車が好きで、尾道
から「しまなみ街道」を自転車で
渡ったこともありますし、奈良か

就職をめざす人に、企業の立場から一言

ら京都へ行ったこともあります。

どこか支援機関とつながりを持っていただきたい

−将来の夢や目標はありますか？
将来の夢や目標はありますか？

です。採用する企業としては、支援機関とのつなが
りがあると安心感があります。
また、素直にアドバイスを聞ける人であってほし
いです。「素直」とは、指示をまっすぐに聞いて行動
できるというこ

仕事に関しては、法律の知識をもっと深めたい
と思っています。それと、自転車で色々な場所へ
行ってみたいです。

−これから就職をめざす人に一言アドバイス
縁を大切にしてほしいです。自分自身も様々な

と。素直な人は、

縁があって就職できました。また、どんな縁が未

きっと成長でき

来につながっているか分からないので、いつでも

る人だと思って

チャンスをつかめるように、普段から体力・気力

います。

をしっかりと養っておくといいと思います。
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お知らせ！コーナー

障害者雇用促進セミナーのご案内

アビリンピック兵庫 2017 のご案内

日 時：３月 22 日（水）13：30 〜 16：00
（受付／ 13：00 〜）
場 所：兵庫県看護協会会館
ハーモニーホール
定 員：300 名
参加費：無料
内 容：①発達障害のある方の雇用について
②視覚障害のある方の雇用について
お問い合わせ：障害福祉課（プロモート事業担当）
Tel.078‑322‑5228

障がいのある方々が日頃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
の人々が障がい者に対する理解と認識を深め、その雇用の促
進を図ることを目的とし当大会を開催します。
（参加・入場無料）
募集期間：3 月 21 日（火）〜 5 月 9 日（火）
開 催 日：6 月 24 日（土）UCC ホールディングス㈱本社（神戸市）
7 月 8 日（土）ポリテクセンター兵庫（尼崎市）
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.06‑6431‑8201

く ベーカリーカフェ ボヌール・ヴェール 鈴蘭台店
わくわ
問
お店訪
ボヌール・ヴェールは、㈱いくせいが障害者の就労や社会参加を目的と
して平成 28 年 6 月にオープンしたベーカリーカフェです。鈴蘭台駅の
西出口から徒歩５分のお店では、知的障害のあ
るスタッフが厨房・ホールで活躍しているほか、
２階にはグループホームを併設しています。
小麦の外皮を粉にした「ふすま粉」を使用した
美膳ランチ
低糖質のパンや自社農園で採れた新鮮野菜を
（予約制）
使ったこだわりのメニューが好評です。全粒粉
や五穀のパンを５個セットにした「ボヌール５兄弟」も近日誕生！
ミーティングやイベントでのご利用もご相談ください。
◆鈴蘭台店：北区鈴蘭台南町 6‑14‑15 Tel：078‑593‑2600
9:30 〜 18:00（17:30 オーダーストップ / 火・日曜定休）
◆元 町 店：中央区北長狭通 4‑7‑34 Tel：078‑321‑5530
9:00 〜 18:00（17:30 オーダーストップ / 日曜定休）

神戸ふれあい工房
ふわぽんからのお知らせ
春は出会いと別れの季節。
ふわぽん
ホワイトデーの贈り物や、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
ヒーや様々な雑貨も取り揃えています。ご予算・
ご要望に応じた商品やギフトセットの提案もでき
ますので、お気軽にお問い合わせください。
３月には、ホワイトデーフェアを期間限定で開催。
皆さまのご来店をお待ちしています！

TEL：078‑334‑2011
場

FAX：078‑334‑2012

所：神戸市役所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、祝日、年末年始休み）
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新 商 品 の ご 紹 介

味噌レシピBOOK 神戸光生園（垂水区）
神戸光生園が作る地産地消の味噌を
使った、鮮やかな８品目のレシピが
完成！味噌をもっと身近に感じ、素
朴な味をお楽しみください。
協力：TRUNK DESIGN 堀内康広
料理研究家 堀田裕介

フェルト洋服の製作 たんぽぽ（東灘区）
フェルト素材が身体になじむ仕上がり
にするための技術を習得。デザインで
も高い評価を受けているフェルト作品
の魅力を生かした洋服が完成しました。
（たんぽぽ主催の展示即売会で販売）
協力：坂田ルツ子、ジョリージョンソン

