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就労移行支援事業所訪問
総合リハビリテーションセンター
多機能型事業所 あけぼのの家
開 所 年：昭和45年
住
所：神戸市西区曙町1070
電
話：078‑927‑2727
アクセス：各線「明石駅」より
神姫バスで約15分
定
員：20名（Ｂ型40名）

平成27年度

就職者数
11 名

FAX:078‑322‑0154

第3

回

６か月×４段階の
就労支援カリキュラム
基礎訓練

様々な作業を体験し、就労に必要な
知識・能力の向上を図ります。

応用訓練

希望の職種と適性に合わせた訓練を
行います。

実践訓練

職場実習や企業内での施設外支援、
面接の準備などを行います。

ジョブマッチング・企業面接・施設外支援
※24か月（２年）のカリキュラムですが、中には
半年ほどで就職する方もいます。

訓練科の紹介（基礎訓練では全ての科で実習をします）
食 品
加工科

軽作業科

リハビリテーションセンターのロビー
でのパン販売や、食堂
でランチの盛り
付け・配膳など
を行います。
アンテナ部品の組み立てや箱折り作業
など、幅広く行います。
これからの季節は、ギ
フト用の箱折り作業で
忙しくなります。

軽印刷科

清掃科

名刺やパンフレット、冊子などを印刷・
製本しています。パソコンで簡単なデ
ザインをす
ることもあ
ります。
「あけぼのの家」施設の内外、リハビリ
テーションセンターの共用部分（一部）
などの清掃を行っています。植物の水
やり、空き缶回収などの業務も受託し
ています。

こんな取り組みもしています
●ビジネスマナーや雑学の時間（週２・３回）
作業を早めに終了して、１時間の座学の時間を設けています。
●スポーツ訓練（月２回）
就職に向けた体力作りとリフレッシュのため、体育館で体を動かします。

実習中や就職後には、
事業所のジョブコーチ
が職場に出向き、様々
な支援を行います。

会社の方に 聞 いてみよう！
企業インタビュー第２弾は、去る９月24日（土）に三宮研修センターで開催された障害者職業能
力開発セミナー「仕事を通して成長を実感！」から、オリックス業務支援㈱と㈱エルアイ武田の
皆さまのお話をお届けします。
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◉求める人材
（H28.6.1現在）

社会人としての心構

名

オリックス業務支援株式会社

えのある方。企業に就

立

平成 19 年４月 17 日

職するということは、

東京都立川市曙町 2‑22‑20

自立への一歩を進むと

立川センタービル１階

いう自覚が必要です。

大阪市西区西本町 1‑4‑1

協調性のある方、素直

本社所在地
大阪事業所

・従業員数

58 名

な 方。指 導 員 や 先 輩、

・うち障害者数

47 名

同僚と一緒に気持ち良

指導員

春木さん

く仕事できることが必要です。チャレンジ精神、意

◉オリックス業務支援株式会社について
オリックス・バファローズというプロ野球チーム、
レンタカー業務、保険や銀行など、色々なことをし
ている「オリックス」グループの特例子会社です。
グループ各社から依頼を受けた事務補助業務と各
ビル内で会議室の掃除や洗車などの業務を行ってい
ます。

◉仕事をするうえで工夫・配慮していること

欲のある方。どんな仕事でも「やってみよう！」と
いうチャレンジ精神が必要です。これらは、急に身
につくものではありません。皆さんに、今からでき
る準備を提案したいと思います。

◉就労に向けて準備してほしいこと
自分でできることは自分でする。たとえば、目覚
ましをかけて起きる、約束を守る、自分の食器やお
弁当箱は自分で洗う、お弁当のおかず１品ぐらいは
自分で作る。すぐにはうまくできないこともありま

まず、業務指導の工夫です。すべての作業に、図

す。うまくいかなかったときに、どうするかが大切

や写真を使った手順書を作成しています。また、一

です。周囲のアドバイスを素直に聞いて改善してみ

つの作業の工程を細分化し、それぞれのスキルや特

てください。

性に合った業務により多く携わることができるよう
にしています。

そして、身だしなみのチェック。清潔感のある身
なりか、自分でチェックし、直した方がいいところ

次に、支援機関との連携も大切だと考えています。
「会社と本人」という関係だけでなく、就労推進セン

がないか意識してみてください。
社会人としての基本的な行動を習慣化することが、

ターなどの支援機関と連携することで、安定した就

就労するうえでの基礎となります。今日から、少し

労を続けてもらえていると思っています。

ずつチャレンジしてみてください。

柴田 徹さんからのお話

服部 拓磨さんからのお話

洗車業務は、２人１組で分担して

メール室では、全国各社から届く

行うので、相手と声を掛けあって

メール便の仕分け、全国各地へ発

作業しています。以前は、早く手

送するメール便の手続きをしてい

を動かすことが苦手でしたが、今

ます。以前は、郵便の量が多く慌

は慣れてきてテキパキと手を動か

ててしまい、ミスをすることがあ

すことができるようになってきています。休日は

りましたが、深呼吸をしてから作業をするように

電車に乗ったりショッピングに行ったりして楽し

してからミスが減りました。ストレス解消法は、

んでいます。

空手の稽古に行ったりすることです。
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◉採用で重視すること
（H28.4.1現在）

株式会社エルアイ武田
平成７年６月 16 日

地

大阪市中央区道修町 2‑3‑6
武田道修町ビル内
・従業員数

98 名

・うち障害者数

79 名

◉株式会社エルアイ武田について
親会社の武田薬品工業株式会社でも障害者雇用に
取り組んでいましたが、働く人や仕事を一元管理し
た方がいいということで、特例子会社である「エル
アイ武田」が設立されました。エルアイの「Ｌ」は
労働を意味する「Labor」、
「Ｉ」は愛情の「愛」です。
また、
「Ｉ」は私の「Ｉ」でもあってほしいと思います。
「私が働く私の会社」と従業員が思って働いてくれれ
ば嬉しいです。

◉エルアイ武田の業務内容

仕事の内容は会社に
入ってから覚えること
ができます。それより
も、会社での人間関係、
職場に馴染めるかどう
か、実習で見極めたう
えで採用したいと考え

業務部長

大森さん

ています。
採用基準としては、働く意欲を持っていること、
働ける体力があること、日常生活を送るうえで基本
的なことが身についていることが大切だと思ってい
ます。

◉就労に向けて身につけてほしいこと
まずは、挨拶・返事・規則正しい生活、就業時間
内にしっかり働ける体力が必要です。また、公私や
時間のけじめがつけられること、身だしなみ、仲間
と関わっていけること。そして感謝と思いやりとい
うことを、いつも伝えています。
それぞれ顔や体型が違うように、仕事の能力も違

本社・十三・吹田・湘南の４か所に事業所があり

います。それぞれの能力で、一つ上を目指してくだ

ます。たとえば、本社清掃グループでは、聴覚障害

さい。たくさんできる人は少ししかできない人を助

のあるリーダーのもと、日常の清掃業務だけではな

けてあげる、助けてもらったら「当たり前」ではな

く、土日出勤してポリッシャーという機械を使った

く「ありがとう」。助けてあげた人は、自分が困って

床洗浄なども行っています。また、国家資格のビル

いるときに誰かが助けてくれます。ですから、お互

クリーニング技能士の取得にも挑戦しています。

いに感謝と思いやりの気持ちを持っていることは、

本社包材グループでは、ダイレクトメール発送など
手作業の業務を行っています。この部署は、チーム
ワークが良く、外部から研修に来た人には、いつも
感心されます。本社ドキュメントグループでは、色々
な印刷の仕事があります。聴覚や身体に障害のある
人が、副主任として仕事を任されている職場です。
十三・吹田・湘南グループでも、それぞれの事業
所で清掃などの仕事をしています。

◉実習の受け入れについて

とても大事なことです。

◉長く働き続けるために
就職がすべてではなく、働き続けることが大切で
す。そのためには、お互いの気持ちをちゃんと理解
すること、先ほどお伝えした「感謝と思いやり」の
気持ち、仕事の中では報告・連絡・相談ができるこ
と。それから、自分自身の障害を認めてオープンに
できること。
それぞれの得手不得手を、自分自身が素直に認め

エルアイ武田では、常に実習を受け入れています。

てオープンにできれば周りは理解してくれます。そ

実習では、従業員がマンツーマンで仕事を教えます。

のかわり、できることは頑張らないといけない、と

実際に働く場を体験してほしいと思っているので、

いうことですね。

会社のメンバーと同じ仕事をしていただくことにし
ています。
実習後は、厳しい評価を返しています。厳しいと
いうのは、ダメだということではなく「これを頑張れ
ば就職できる」ということをお伝えしたいからです。

橋本 雅司さんからのお話
入社して20年になります。最初
は印刷の補助作業を担当していま
したが、今では印刷から製本、裁
断して製品が完成するまでの作業
を一人で行っています。少しでも
多くの仕事を任せてもらえるように頑張って、こ
れからも会社の仲間と仲良く働き続けたいです。

わくわく

Report!

今年度開催した
行事を紹介！

特別支援学校等対象の企業見学会
（第１回〜第５回）

障害者就労移行支援事業所
オープン見学会
開催日：平成28年8月3日（水）・4日（木）

第1回（あけぼの学園）

場

第2回（市立盲学校）

所：市内の就労移行支援事業所

27か所

のべ281名の方々が参加されました。

第3回（市立青陽東養護学校）
第4回（市立青陽西養護学校）

第１回障害者職業能力開発セミナー
開催日：平成28年9月24日（土）
場

所：三宮研修センター

内

容：オリックス業務支援㈱

参加者：120名

内

容：コクヨＫハート㈱、

㈱では、会社説明
の後、職場を見学。
近くで見ることが
できました。

新 商 品のご紹 介

参加者：78名

障害者職業総合センターのお話

神戸ふれあい工房

クリスマスフェア開催中！
クリスマスにぴったりなお菓子や小物、見ているだ
けでワクワク楽しくなるクリスマス商品が入荷中で
す。お子様や大切な方へのプレゼント、日頃の感
謝を伝える贈り物にいかがでしょうか。

焼き菓子商品のブランド化と
新商品開発 友が丘作業所（須磨区）
設立主体「クロ
ーバーの会」か
ら「CLOVER」
のＣを モチ ーフ
に、作る・食べ
る・ありがとう
の循環を表現し
たパッケージに
リニューアル。新商品のブラウニーは、カカオの
香りと季節のフルーツやナッツが絶妙のハーモニ
（協力：TRUNK DESIGN）
ーです。

おけぴのかわもの

12月22日（木）まで
「ふれあいクリスマス
フェア 2016」を開催
中！素 敵 な プ レ ゼ ン
トも用意しています
の で、ぜ ひ お 店 に お
立ち寄りください。

すみでんフレンド

実際の作業をすぐ

開催日：平成28年11月16日（水）
所：三宮研修センター

計130名が企業を見学

しました。

実際の体験を
聞けて
参考になった
（保護者）

障害者雇用促進セミナー
場

の生徒・保護者、教職員

内容は２･３面

㈱エルアイ武田のお話
働くために
必要なことが
たくさんあった
（生徒）

第5回（市立楠高校・摩耶兵庫高校・神戸工科高校）

ふわぽん

★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）

Patch（兵庫区）

「１本１本のペン
を 優 し く 包 む」
ペ ン ケース。扇
の形状や結びの
形を用いて、革
製品ながら和の
雰囲気を漂わ
せ、伝統と流行の融合をイメージしました。大
切な方への贈り物にいかがでしょうか。
（協力：ビーンプランクリエイション、アンコエラン）

