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特別支援学校の就労支援についてご紹介します
!
聞いてみました

神戸市立いぶき明生支援学校

いぶき明生
支援学校 って

どんなところ？

開 校 : 平成 29 年４月
住 所 : 西区井吹台西町７丁目１番地
電 話 : 078‑997‑6311
アクセス: 市営地下鉄「西神南駅」から市バス 47 系統
「井吹台西町５丁目」下車
通学区域: 西区（神出・押部谷・桜が丘中学校区を除く）
・垂水区（歌
敷山・星陵台・多聞東・本多聞・舞子・神陵台中学校区）

●神戸市で３校目の知的障害・肢体不自由併設校

教育は、地域資源を積極的に活用している点も特徴

本校は神戸市で３校目の知的障害・肢体不自由併

です。外部に開放している喫茶「CafeDream」の

設校として、開校しました。知的障害部門高等部は、

ご利用はもとより、各作業班で作った商品（農作物、

今年度の１年生からコース別に教育課程を編成して

陶器、パン等）を地域

います。

の催しで販売させてい
ただくなど、地域との

●作業学習について

交 流 を 深 め て い ま す。

働く意欲を培い、将来の職業生活や社会自立に必
要な事柄を総合的に学習する活動としての「作業学
習」。本校では９つの作業班が設定され、それぞれ
の作業特性を活かしながら、
「挨拶・返事、質問・報告、
指示理解、協調性、作
業性」などの能力向上
の企業のバックアップ

徴です。

でありたいと思ってい
ます。

神戸市教育委員会特別支援教育課では、平成 29

と市内の支援学校で唯
ていることが最大の特

カフェ班は、
よいおもてなしを
心がけています

就職支援コーディネーター

を図っています。多く

一の職業教育棟を備え

「地域に愛される学校」

年度より「就職支援コーディネーター」を１名配

受託作業班の仕事の
ポイントは品質と納期

（※受託作業＝企業から請け負う作業のこと）

●職業教育棟での活動
職業教育棟では、カフェ班が喫茶「CafeDream（カ
フェ ドリーム）」を運営しています。お客様とのコ
ミュニケーションが生徒たちを成長させ、将来の夢
を描くことにつながっています。また、本校の職業

置し、更なる実習先、雇用先の開拓を行います。
特別支援学校在学中から将来の進路につなげるた
めに、学校での様子を企業に伝え、連携した就職
支援を目指します。
中川 順行（なかがわ よしゆき）で
す。特別支援学校卒業後、一人でも
多くの生徒が社会で羽ばたけるよ
う、企業とのかけはしでありたいと
思っています。

会社の方に聞いてみよう！
株式会社水登社 管理部総務課 課長 伊藤 敦 さん
平成 29 年度第３弾は、建設機械の油圧配管や発電設備用配管の設計開発などを手がけるモノづくりの企
業から、障害者雇用の取り組みについて、詳しくお話を伺いました。

ィール
企 業 プ ロフ
企 業 名： 株式会社 水登社
所 在 地： 神戸市西区室谷２‑１‑２
事 業 内 容： 製造業
社 員 数： 218 名
うち障害者数６名
（平成 30 年 1 月現在）

伊藤課長（左）と千葉さん

株式会社 水登社について
昭和 13 年、配管の製造から始まった当社では、建
設機械の油圧配管や発電設備用配管など様々な製品
を設計開発から手がけ、さらに、建設機械本体や、
プラント装置の組み立て、納品まで一貫した生産体
制を確立しています。
また、海外市場へ対応するため、生産拠点の拡充
とともに、グループとしての相乗効果を図るべく、
異業種分野に参入するなど、新規事業開拓にも取り
組んでいます。

障害者雇用の開始
現在の部署に着任した平成 28 年より、障害者雇用
の取り組みを更に進めることにしました。
ハローワークに相談したところ、しごとサポート

本人の頑張りと、家族のサポート、そして急ぎす
ぎないという方針です。しごとサポート西部という
相談相手がいたことでとても助かりました。また、
社会福祉法人すいせいの OB 会の存在は、本人の横
のつながりとして役に立っていると思います。

業務において工夫・配慮していること
まず、コミュニケーションを大切にすることです。
障害のある社員への声掛けを日々しっかり行ってい
ます。個々の障害に応じて、声のかけ方、教え方が
すべて異なるということを学びました。
作業については徹底したシステム化を進めていま
す。特に精神障害のある方は経験がないと不安にな
りがちです。経験がなくても安心して作業できる仕
組みを考えました。

西部を運営する「社会福祉法人すいせい」を紹介い
ただき、精神障害のある方の雇用を始めました。
最初は、１日６時間勤務でカレンダーどおりに毎
日出勤できることを目標に取り組みました。そして、
少しずつ勤務時間をのばし、１年間をかけて８時間
のフルタイムまで勤務できるようになり、今年の１
月から正社員となりました。
その過程で、本人が仕事を頑張りすぎてしまう傾
向があったので、３か月に１回行っている産業医（精
神科医）と本人の面談の中で、頑張りすぎないよう
ブレーキをかけていただきました。
順調に勤務できたことには、いくつかのポイント
があると思います。

作業場風景
コード読み取り後、ランプがついた棚の部材を
ピックアップします。

就職をめざす人に、
企業の立場からひとこと
やはり大事なことは、焦らないこと、急ぎすぎな
いことだと思います。チャンスは必ずやって来ます。
自分の特性をどこでどのように活かすのかを認識す
ることが大事です。つまり、特性と仕事とのマッチ
ングが重要なのです。それに備えて、準備すること
だと思います。
また、実習はとても有効な手段です。実習をする
ということは、自分に合う企業との縁につながる準
備だと思います。

これからの障害者雇用
現在、当社にはスリランカ、イタリア、韓国、イ
ンドネシア、フィリピン、中国など 31 名の外国籍の
社員がいます。このような国籍のちがい、障害者、
さらには、これから取り組む LGBT の方など、個々

一緒に働く社員の方に
お話をお聞きしました
◆千葉 淳司さん（写真右）
◆40 歳
◆平成 28 年９月入社
◆資材倉庫担当（部材管理・出荷）
写真左は、職場上長 山本豊サブリーダー
※写真左は、職場上長

−この会社で働くことになったきっかけは？
長い間、在宅にいましたが、ある時、妻から社
会福祉法人すいせいを勧められ通所を始めまし
た。そこで現在の会社の紹介がありました。最初
は、何の会社だろうと思い、HP を調べ専門的な
会社で一般の人は知らないということを知りまし

の特性に対応するという点ではすべて同じだと考え

た。

ています。このような多様性を受け入れることで会

−働く前と後で変わったことはありますか？

社としての競争力も高まると考えられます。
そして、これらのことが今後、企業としての強み
になればと考えています。

週 20 時間未満の
短時間雇用へのチャレンジ
しごとサポート西部から神戸市が取り組んでいる、
「短時間雇用創出プロジェクト」の話を聞き、多様な
働き方の一つである、週 20 時間未満の短時間雇用に
も取り組みました。
これは、長時間の勤務は難しくても、短時間であ
れば働くことができる障害のある方の雇用を推進す
るプロジェクトで、社内業務の効率化にもつながる
ものであるとのことです。
短時間雇用創出のコーディネート業務を行ってい
るしごとサポート西部の協力を得ながら、短時間雇
用に適した仕事の切り出しを行いました。そして、
２週間の実習を行い、精神障害のある方を短時間雇
用することになりました。
勤務時間は午前９時から 12 時までの１日３時間、
業務内容は紙ベースの図面のデータ化、日報のデー
タ入力作業です。
2 か月間の短時間雇用を通して、業務上の判断を行
うことが苦手な方でも、マニュアルを示すことで、
業務が滞りなく進むことが実感できました。

以前は焦りがあり、もやもやとしていたことも
ありましたが、無事に働けているという安心感が
できました。

−仕事をしていて困ったことはありますか？
最初は品番（数字の羅列）を理解することが、
とても難しかったですが、メモとペンを持ち歩き、
分からないことを整理して克服しました。

−仕事をしていて楽しいのはどんなときですか？
ミスなく部材を出荷できたこと、急な依頼に対
応できたときの達成感。また、その際、いただい
た「ありがとう」の言葉。

−休日はどのように過ごしていますか？
家族と一緒に過ごしたり、趣味の海釣りをした
りしています。

−将来の夢や目標はありますか？
家族がいるので、できるところまで勤務を続け
ていきたいと思っています。働けない状態も知っ
ているからこそ、働き続けることが大事だと思っ
ています。

−これから就職をめざす人に一言アドバイス
「あいさつ」が大事だと思います。また、長期・
中期・短期の目標を持てればよいと思います。短
期の達成感を積み上げていくことを大切にしてほ
しいです。

わくわく

お知らせ！コーナー

アビリンピック兵庫 2018 のご案内
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

参加・入場／無料
選手募集期間：３月26日（月）〜５月８日（火）
開

催

７月７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

を開催します。

わくわく

日：６月23日（土）港湾職業能力開発短大神戸校（神戸市）

TEL.06‑6431‑8201

訪問

就労継続支援 B 型事業所キッチンつながり

私たちが作っていま
す!

「キッチンつながり」は、東灘区の十二軒道路西沿い（ス
ーパー万代の北側）にある就労継続支援 B 型の事業所です。
お菓子作りが好きで、食べることが好きで、自分たちが作っ
ている喜びを持って、スタッフの皆さんが調理しています。
日替わりのお弁当の人気メニューは、デラックス焼肉弁当！
取材にお邪魔した日は、これも人気の鮭弁当（写真）でした。

お問い合わせ ：特定非営利活動法人ケアット

こだわりは、無農薬のお米と天然の荒塩。その他にも、契約

場

農家から届く良質な季節の野菜を中心に、特に児童や高齢者
にも優しいお弁当づくりをしています。近くにあるカフェ「は
じめのいっぽ」は、障害のある方だけではなく地域のいろん
な人がつながり、助け合える場所として開かれています。

所 ：神戸市東灘区魚崎中町 1‑9‑20
ハッピーコート魚崎 105

TEL ／ FAX ：078‑412‑1060
日替わり弁当のオーダーは宅配のみです。
（配達地域、金額等はお問い合わせください。
）

商品のご紹介

神戸ふれあい工房

一筆せん＆レターセット

ふわぽんからのお知らせ
春は出会いと別れの季節。
出会いの贈り物や、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。
皆さまのご来店をお待ちしています！
ふわぽん

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）

ちょっとした気持ちを伝えた
いときにとっても便利な一筆だ
け書ける便箋。封筒と組み合わ
せたレターセットもあります。
一筆箋（縦書き用、横書き用、
封筒セット）
各 200 円（税込み）

ありがとうふきん
感謝の言葉「ありがとう」を
伝えるメッセージふきんです。
（サイズ：335×335mm、素材：
綿 100%）
１枚 270 円（税込み）

