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神戸障害者就労支援通信
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神戸市保健福祉局障害者支援課
〒650‑0031 神戸市中央区東町 113‑1 大神ビル 701

TEL:078‑322‑5228
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神戸市広報印刷物登録
平成 30 年度第 90 号 -1（広報印刷物規格 B-1）

しごと開拓員特集
と開 拓員 」
って？
「しご
神戸市では、しごとサポート
３カ所（東部・北部・西部）に
「しごと開拓員」を
配置しています。

FAX:078‑322‑0154

その1

しごと開拓員の業務内容
①企業開拓、企業支援
・企業に対する積極的な雇用啓発・職場開拓を行います。
・企業訪問等により、ふれあい商品（※）や役務の受注開拓を行います。
・障害者雇用の経験のない企業に対して、各種雇用支援制度や機関の
紹介、障害特性の説明や雇用管理上のアドバイス等を行います。
②障害福祉サービス事業所等とのマッチング
・ふれあい商品および役務発注企業の情報を、障害福祉サービス事業
所等に提供し、企業とのマッチングを行います。
（※ふれあい商品＝授産商品）

●障害者雇用を検討中の事業主さんに対して
障害者雇用をスタートさせたいが、何から手をつけれ
ばよいのか、また、障害のある方にどのような仕事をや
ってもらったらよいのか、そんな初歩的な課題から、仕
事の切り出し方の具体的方法まで、
「障害者の方の雇用」
について迷ったら、私たち、しごと開拓員がお手伝いし
ます。
「こんなちょっとした配慮をするだけで、この人はこ
んなに能力を発揮するんだ！」と驚かれた企業担当者の
方もいらっしゃいました。

●障害福祉サービス事業所等への仕事発注や
商品の購入を希望する事業主さんに対して

しごと開拓員
岡本 由梨さんから一言
私たちの仕事は、企業の皆様に、障害のあ
る方々がどんなところで活躍されているのか
を知っていただくことから始まります。ご本
人と企業の

出会いを繋げる架け橋

となり、

1 人でも多くの方が安心
して仕事ができる環境づ
くりに取り組みます。ど
んなご相談でも構いませ
んのでご連絡ください！

求人するほどではないけれど、一定量の仕事があり、
作業の外部発注を考えている企業と障害福祉サービス事
業所等とのマッチング（内容・単価・納期・量など）の
お手伝いなどもしています。
事業所においても、毎日同じではなく、色々な作業が
できるので、その楽しさ故に、休みがちだった利用者さ
んが積極的に通所するようになり、状況が好転した例も
ありました。

しごとサポート東部

（東部地域障害者就労推進センター）
〒657‑0834 神戸市灘区泉通5‑5‑13
TEL：078‑891‑3890
FAX：078‑891‑3891
Mail：tobu‑suishin@nifty.com

会社の方に聞いてみよう！
株式会社川重ハートフルサービス

取締役 澤田 敏夫さん、総務課 課長 森田 達也さん

平成 30 年度の企業インタビュー第１号は、川崎重工業株式会社の特例子会社「株式会社川重ハートフル
サービス」さんより、障害者雇用の取り組みについて伺います。

企業プロフィール

役

澤田取締

奥平さん

川本さん

森田課長

企 業 名 ：株式会社川重ハートフルサービス
本 社 所 在 地：神戸市中央区東川崎町 1‑1‑3
事 業 内 容：①親会社事業所・福利厚生施設に
おける清掃・緑地管理
②一般事務
③使用済み紙パックを使用した再
生紙の製造・販売
社 員 数 ：81 名（2018 年５月現在）
うち障害者数 50 名
（身体 8 名、知的 37 名、精神５名）
障害者雇用率 : 2.42％（親会社合算）
（2017 年度末時点）

株式会社川重ハートフルサービスについて

ています。例えば、棚の備品補充は数値と写真で示し、

川崎重工業株式会社の特例子会社として 2013 年 9

作業道具の置き場は各人毎に指定しています。また、

月に設立されました。企業設立の経緯は、まず、地域
の雇用拡大を含めた社会貢献です。そして、親会社の
経営理念の１つであるダイバーシティの具現化です。
川崎重工グループでは障害・国籍・性別・年齢などの
違いを特性として理解し、受入れ、それぞれの可能性
を開花させ、企業として強く、皆が自信を持って働く

毎朝の健康状態は、緑・黄・赤の色で報告します。
これらの管理手法は、すべて私たちが生産現場で培
ったノウハウそのものです。

定着のための取り組みを教えてください
現在、従業員３人に対して１人の指導員がついて

職場をつくりたいと考えています。社員がおもてなし

仕事を行っています。指導員の大半は親会社の管理

の気持ちでいきいきと働き、関わる人々が笑顔になる、

職経験者 OB で、全員が障害者職業生活相談員の資

そのような会社を目指しています。

格取得者です。従業員からの相談の内容は、仕事に

業務内容を詳しく教えてください
①親会社事業所内、独身寮などの福利厚生施設に
おける清掃や緑地管理。②データ入力、会議資料作
成、会場設営、紙資料の電子化などの一般事務。③
使用済み紙パックを使った再生紙の製造、また、製
造した再生紙を利用した名刺、表彰状、カレンダー
などの販売。以上３点が主な業務内容です。

業務において工夫・配慮していることは
あいまいさを排除し、
「迷わない」
「間違わない」
「間
違ったら分かる」など目で見て分かる管理を徹底し

留まらず生活の相談まで行うこともあります。また、
主だった事業所には全て、ジョブコーチを配置して
います。
また、仕事場から離れてのコミュニケーションの
場として大事にしているのが、全体行事の納涼会や
実習農園でのいもほり＆バーベキューです。また、
各事業所単位でも、カラオケ大会やお花見、歓送迎
会などを行っています。色々な行事を共にし、スタ
ッフを理解することで、より適切な指導やアドバイ
スができ、仕事の成果に繋がると考えています。

就職を考える人に企業の立場から一言
働くとなるとそれ相応の「力」が必要となります。
例えば体力や技能・知識などです。これらを掴み取
るには意欲がなければなりません。では、その意欲
を持続させるためには何が必要かというと、それは、
自立・自律したいとか、社会の役に立ちたいという
働く目的をしっかりと身に付けることなのです。自
分はこのために働くという覚悟が大事だと思います。
本社オフィスで。後ろにはカワサキワールドと
ポートタワーが見えます。

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

④働いて困ったこと

⑦これからの夢

②働く前と働いてから変わったこと

⑤働いて楽しいところ

⑧これから就職を目指す方へ

③就労に向けて利用した機関

⑥休日の過ごし方

アドバイス

奥平 優哉 さん

川本 葉月 さん

◆勤続：４年目

◆勤続：５年目

◆所属：新東山寮事業所

◆所属：総務課

◆仕事内容：清掃業務

◆仕事内容： 会計等事務

①学校での実習経験を通して、自分は清掃に関わ

①高校卒業後、他社でパートを経験後、企業事務

る業務に向いていると思いました。
②働く前は自分に自信が持てなかったのですが、

をしたかったので職探しをしました。
②コミュニケーション能力がアップしたこと。自

働き出してから、その自信が持てるようになり

分の場合、相手が言ったことが分からなくても、

ました。

分かりましたと返事してしまうことが多かった

③学校の実習（高齢者介護施設の清掃）です。

ですが、キチンと納得できないことは聞くこと

④寮内の清掃で、思った以上に汚れたりして清掃

ができるようになりました。

が大変だったことです。指導員に報告と相談を

③ハローワーク神戸です。

して、綺麗にすることができました。

④仕事の段取りをスムーズにできなかったとき。

⑤綺麗に掃除をしたら楽しくなるし、達成感が湧
くからです。

⑤必要な時は指導員とも相談して仕事を進め、達
成したときの喜びです。

⑥弟と出かけます。買い物、特に二人とも本が好

⑥昨年結婚しました。家事なども大変ですが、趣

きなので本屋に行くことが多いです。コミック

味のバドミントンをしたり、お互いの実家で過

や小説を買います。

ごしたり、友達と買い物に行ったりします。

⑦今は寮の掃除ですが、もっと大きく広い場所で
専門的な清掃をしたいです。

⑦子どもが生まれても、家庭と両立させて今の仕
事を続けたいと思っています。

⑧健康を第一として働くこと。疲れがたまるとい

⑧やりたいこと、やってみたいことを諦めないで

けないので睡眠をよくとるようにしています。

チャレンジしてください。夢をかなえるのに必
要なのは、努力と前向きな気持ちです。

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

午前の部 10：00 〜、午後の部 13：30 〜
場所

市内の各障害者就労移行支援事業所

お問い合わせ

障害者支援課
TEL.078‑322‑5228

（※応募は平成 30 年 6 月 29 日で締め切りました）

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 30 年８月２日（木）・３日（金）

今年もこんな

平成 30 年９月 22 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

企業の方や働く当事者からのお話

平成 30 年度版 冊子を作成中
﹃就労移行支援事業所のご案内﹄

﹃就労支援機関ガイド﹄

（７月下旬にお届けします）

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。

平成 30 年度はこのメンバーで
わくわくニュースをお届けします。
次号は 12 月の予定です。

神戸ふれあい工房
ふわぽん

ふわぽんからのお知らせ！

オリジナルデザイン生地の
くるみボタン

今年もプロの専門家とコラボした
新製品が続々と誕生

障害のある方が作る「ふれあい商品」。更なる
魅力アップのため、デザイナー等のプロの専門家
とコラボした商品開発に取り組んでいます。これ
らの商品の一部を、「ふれあい工房」で販売して
います。ぜひ店頭でご覧ください。
T E L ：078‑334‑2011
場 所：市役所２号館１階（正面エレベーター西側）
営 業：月〜金曜（土日祝日 休み）
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