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就労移行支援事業所訪問

実践の場を提供し、個別に合った支援を行う

FAX:078‑322‑0154

第2回

の基本方針のもと、工場内での実践訓練を行う

「JOBridge」と、事務職での就職をめざす「CASTビジネスアカデミー」を紹介します！

JOBridge（ジョブリッジ）

JOBridge

平成27年度
開 所 日：平成19年６月１日
就職者数
住
所：垂水区山手7‑7‑1
15 名
電
話：078‑755‑1204
アクセス：山陽バス「クラブ前」徒歩約５分
定
員：20名（B型30名）

作業ではチーム
ワークも大切です

CASTビジネスアカデミー
開 所 日：平成24年４月１日
平成27年度
住
所：西区学園西町1‑1‑1
就職者数
ユニバープラザ３F
10 名
電
話：078‑792‑8861
アクセス：市営地下鉄「学園都市駅」徒歩約2分
定
員：20名

こんな取り組みも
行っています
◆ビジネスマナー講習
挨拶、名刺の渡し方、電話の応対、
敬語の使い方を学びます。
◆ストレスコントロール研修
自己管理能力向上のため、ストレスを把握し対応策を
見つけます。

就職に向けて＆就職後の支援
◆ジョブコーチが実習や就職をサポート
◆２か月に１回、OB・OG会を開催
就職後も気軽に相談でき、
長く働き続けられるようにサポートします。

朝9時から作業を開始（シ
フト制）。機械へのクッキ
ー補充、検品・箱詰めを
指示をしっかり聞き、
行います。
手際よく作業します
工場の２階では、箱折
り・シール貼りなどの
作業も行っています。
食品を扱うので、キャップやマスクを
着用。衛生管理にも気を配ります

CASTビジネスアカデミー
失敗した経験は、
次につなげて
いきましょう
パソコンを使ったデータ入力などの事務作業を中
心に、状況に応じて封入作業なども行います。
緊張感のあるオフィスで、上司への報告・連絡・相
談など実践的な経験を積みながら学んでいきます。

会社の方に聞いてみよう！
株式会社SMBCグリーンサービス

神戸業務部部長

岸本

好弘さん、次長

田﨑

昇さん

平成28年度の企業インタビュー第１弾は、三井住友銀行が都市銀行として初めて設立した特例子会社
「SMBCグリーンサービス株式会社」さんです。社員が主役である全員参加型の会社を目指して、日々
お仕事や支援に取り組んでおられる神戸業務部部長の岸本さん、次長の田﨑さんにお話を伺いました。

企業プロフィール

（平成28年4月1日現在）

【企 業 名】 SMBCグリーンサービス株式会社
※三井住友銀行の特例子会社
【設立・創業】 平成 ２ 年 ３ 月 15 日
神戸：平成２０年 12 月 １ 日
【本社所在地】 大阪市中央区瓦町 3 丁目 6‑5
【事業内容】 三井住友銀行の事務受託
【従業員数】 グループ全体の雇用率
全体
うち障害者
身体
知的
精神

550
344
253
44
47

2.06%

神戸業務部
うち障害者
身体
知的
精神

99
78
45
24
9

神戸業務部で障害のある社員の支援にあたっている
中谷次長、田﨑次長

◆業務において工夫・配慮していること
ハード面では、多目的トイレの整備や配線の床下
化、高さに配慮したプリンターの設置、聴覚障害者
向けのパトライトの設備など、バリアフリー化に取

◆特例子会社設立の経緯と企業理念
働く意欲と能力を十分にもちながら、障害のため

り組んでいます。また、定期的な通院などには、「短
時間勤務」や「リハビリ勤務」などの制度で対応し
ています。

に働く機会を得られない方に雇用の場を提供するこ

ソフト面では、

とを目的に、SMBCグリーンサービスを設立しまし

・備忘録やメモを書く習慣づけ

た。

・業務内容、手話や障害に関する勉強会の開催

仕事を通じて成長することで自立を果たし、社会

・全社共通の手順書をもとに、イラストを増やす

の一員として胸を張れるようになることを目指しま

など、各自に合ったマニュアルを作成

す。チャレンジとチームワークを重んじ、一人一人

などによって、社員の業務を支援しています。

が考え、意見を出し合い、助け合って働きがいのあ
る職場を創ることが目標です。

◆職場定着支援のための取り組み
入社時には、新入社員研修（集合研修）を実施し

◆SMBCグリーンサービスの業務内容について

て同期の絆を深めるとともに、社会人としての心構

①各種データ入力（各種データのＰＣ入力、税務調

えなどについて復習します。また、入社から３か月

査回答書作成業務）

間は、指導員がマンツーマンで指導を行います。

②書類整理（各種依頼書の点検・電子化、保管業務）

日常的には、生活相談員によ

③手形帳・小切手帳作成（電話受付・印刷・製本・発送）

る定例面談も行います。さらに、

④書類配送（SMBCグループ内メール・郵便、試験

精神保健福祉士などの専門資格

テキスト、冊子など）
⑤印刷業務全般
神戸業務部では、①②④の作業を行っています。

を持つ社内の就労支援カウンセ
ラーによるサポートを行ってい
ます。

◆障害者雇用で感じるところ

◆これから就職を考える人に、企業の立場から一言
特例子会社は、障害のある方が働きやすい環境を

本人や周囲の大
人 が「で き な い」

提供することを使命としていますが、「企業」であり

と思っていること

「福祉施設」や「学校」ではありません。お給料は、

の中で、実は「経

あなたの行った仕事に対して支払われています。自

験不足が原因」と

分に与えられた仕事は、責任を持って最後までやり

いうことが結構あ

抜く気持ちが大切です。
障害があっても、社会人としての意識を持って日々

ります。社会人に
なって仕事をして、悩み、反復する中で「何年もで

の業務を行うことが求められるのです。

きない」と思っていたことができるようになること
は、企業・社員・周囲の人、全員にとって大きな喜
びです。
「目標を持ってチャレンジ」「あきらめずにチャレン
ジ」することの大切さを日々教えられています。

一緒に働く社員の方にお話をお聞きしました！
① 働くきっかけ
② 働く前と働いてから変わったこと
③ 就労に向けて利用した機関
ふじ の

藤野

④ 働いて困ったこと
⑤ 働いて楽しいところ
⑥ 休日の過ごし方

ひろ よ

浩 代 さん

在職８年 34歳
業務内容：事務（住所変更届の受付）

①県立障害者高等技術専門学院での面接です。
②生活リズムが整いました。これまでは、月に
1・2日休んでいましたが、今は休むことなく
働いています。

⑦ これからの夢
⑧ これから就職を目指す人への
アドバイス

なか むら

中村

ひろ し

浩 志 さん

在職7年 26歳
業務内容：事務（住所変更届の受付）

①国立県営兵庫障害者職業能力開発校からの紹介
です。
②学校に通っているときより通勤時間が長くなり
ました。今は、片道１時間40分かかります。

③県立障害者高等技術専門学院です。

③①の兵庫障害者職業能力開発校です。

④銀行の委託業務なので、専門用語が理解できず

④最初は、上司に言われたことや仕事のルールが

困りました。そのときは、上司に聞いて教えて

理解できませんでした。手話もわかりませんで

もらいました。また、手話でコミュニケーショ

した。今では、手話を使って会話もできます。

ンが取れなかったのですが、今では手話を覚え

⑤事務の仕事が、自分に合っていて楽しいです。

て楽しく会話をしています。
⑤新しい仕事を覚えることや、チームの仲間と話
をすることです。

⑥友人と遊びます。神戸や大阪に行ったり、鉄道
が好きなので、スマートフォンで写真を撮った
りします。

⑥映画を見たり、三宮や神戸で買い物をします。

⑦働いて、自分の力で生活したいです。

⑦他の仕事にチャレンジしたい。サポーターやサ

⑧緊張したり、難しかったりしますが、長く仕事

ブリーダーにステップアップしたいです。
⑧就職する会社をよく知ること。そして、辛いこ
とがあっても諦めないでほしいです。

を続けていってほしいです。チャンスを逃さな
いでください。

ありがとうございました！

わく わく

お知らせ!コーナー

就労移行支援事業所オープン見学会
〜行ってみよう！見てみよう！〜
日

時：平成28年８月３日（水）・４日（木）
午前の部10：00 〜、午後の部13：30 〜
場 所：市内の各就労移行支援事業所
お問い合わせ：障害福祉課
TEL 078‑322‑5228

平成28年度版

今年もこんなこと
やります！

第1回障害者職業能力開発セミナー
日

時：平成28年９月24日（土）
13：30 〜 16：00
場 所：三宮研修センター
定 員：100名
参加費：無料
内 容：企業や働く当事者からのお話

冊子を作成中
就労支援機関ガイド

就労移行支援事業所のご案内

（７月下旬に完成予定）

お近くの区役所、地域生活支援センター、ハローワーク
などでご覧ください。

わくわくニュースは障害福祉課が発行しています。
次号は12月の予定です。

神戸ふれあい工房
ふわぽんからのお知らせ

障害を理由とする
差別に関するご相談

《プロの専門家と
コラボレーション》

神戸市では、障害を理由とする差別に

新商品誕生！

ふわぽん

障害者が作る「ふれあい商品」の商品力向上（＝魅力
アップ＝ブランド化）を目指し、デザイナー等のプロ
の専門家と連携した商品
開発に取り組み、市内障
害福祉サービス事業所４
か所で新商品が誕生しま
した！これらの商品の一
部を、
「神戸ふれあい工房」
で販売しています。
どうぞ手に取ってご覧ください。
◆ 市役所２号館１階（正面エレベーター西側）
◆ TEL 078‑334‑2011
◆ 営業日：月〜金（土日祝日、年末年始休み）

関する相談を受け付けています。

• 受付時間：平日 8：45〜12：00
13：00〜17：30
• 相談方法：電話、FAX、メール
（窓口相談は予約制）
【ＴＥＬ】078‑322‑0310
【ＦＡＸ】078‑322‑6044
【メール】syogai̲sabetsu@
oﬃce.city.kobe.lg.jp
※雇用の分野に関するお問い合わせは、
兵庫労働局及び兵庫県内居住地管轄の
ハローワークが相談窓口となります。

