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神戸障害者就労支援通信
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!
聞いてみました

第6回

就労移行支援事業所 訪問

医療法人尚生会（創）シー・エー・シー（就労移行支援事業所）
日：平成 15 年１月
平成 29 年度
所：中央区楠町６丁目１ ‑ ９
就職者数７名
話：078‑351‑3011
ス：市営地下鉄「大倉山駅」南西へ徒歩５分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北西へ徒歩５分
活 動 内 容：精神科に通院している精神障害
及び発達障害のある方への就労支援
開 所 日 時：月〜金曜日 8：30〜17：00
開 所
住
電
アクセ

●精神障害・発達障害のある方への就労支援
2 月にしては暖かいある日、就労移行支援事業（創）
シー・エー・シーを訪問しました。こちらは、精神
障害や発達障害と上手に付き合いながら、自分らし
く働き、社会生活を送ることができるよう、リカバ

年に１回、就労支 援実 践
報告として就労体験談、雇
用の取り組みなどを紹介す
る CAC 就労フォーラムを開
催しています。

セミナーで聞きたいことは、薬の副作用についての
知識や軽減の仕方、周囲の人とどのように関わるか
など。常にご自分の症状と向き合い改善しようとい
う皆さんの強い意思を感じたメンバーミーティング
でした。

リー（人生を包括した回復）を目指した支援を行っ
ている事業所です。当日は、ちょうど 2 月度のメン
バーミーティングの日で、私たちも参加させていた
だきました。

●メンバーミーティングとは
ここでは、メンバーの方が司会、書記を担当しミ
ーティングを進め、今月の予定や行事についての説
明やお茶係・新聞当番など各係、希望するレクリエ
ーションやスポーツを決めます。また SST（ソーシ
ャルスキル・トレーニング）で練習したいテーマ、
病気や障害の勉強会で講師の精神科医への質問など
を話し合い、翌月のプログラムに導入しています。

●就労への前向きな思いも語られました
ミーティングの一部をご紹介します。SST でもっ
と練習したいことは面接の受け方。例えば、病気・
障害の内容を聞かれたら？配慮して欲しいことはど
のように伝えれば良いの？自己 PR の仕方は？就労に
ついて、とても前向きな質問が出ます。また、生活

北岡 祐子 所長から一言
精神障害や発達障害は目に見えないので、
どうしたらいいのかご本人もご家族も悩み、
多くの苦労を背負っておられます。
（創）C.A.C では、単に就職をめざすだけ
ではなく、体調管理の仕方、コミュニケーシ
ョン力、ビジネスマナー、働く習慣作り、余
暇の過ごし方などバラ
エティに富んだプログ
ラムを用意していま
す。障害ゆえの生き辛
さと折り合いをつけ、
社会人として自信をも
って働き生活するため
の支援を行い職場との
ご縁をつなぎます。

会社の方に聞いてみよう！
株式会社ジュン 関西オフィス HC 業務部

関西エリア 担当者

木全 博行 さん

平成 30 年度第３弾は、レディス、メンズのファッションで知られる株式会社ジュン関西オフィス HC 業
務部に訪問し、障害者雇用について、採用方針、業務内容そして定着支援まで詳しくお話を伺いました。

企業プロフィール
企 業 名： 株式会社ジュン 関西オフィス HC 業務部
所 在 地： 神戸市中央区港島中町７ ‑ ６
事業内容： アパレル
社 員 数： 13 名／うち障害者数 12 名
（平成 31 年１月現在）

株式会社ジュンについて
1958 年創業で、本社は東京都港区南青山。事業内
容はレディス・メンズのファッション製品全般の企
画、製造、販売、建築施行設計、サウンドプロデュース、
ゴルフ場、レストラン、ワイナリーの経営等、多岐
にわたっています。社員数約 2,800 名。

HC 業務部のなりたちと業務内容
2009 年８月に障害者雇用の取り組みを開始。当初
は、正社員スタッフ２名、障害者スタッフ２名でス
タートし、ワークセンターひょうごからジョブコー
チが支援に入りました。作業内容は、B 品と呼ばれ
るアウトレット商品の出荷準備です。以前からある
業務を割り当てることになったため、仕事の切り出
しには苦労しなかったと聞きました。現在は、12 名
のスタッフで行っています。作業工程は、①正規の
商品と区別するために商品の洗濯表示（品質表示）
タグのコーナーをはさみでカットする、②値札タグ
に品番シール（バーコード）を貼る、③ハンガーに
かける、④ハンガーごと大きなダンボール箱に入れ
る、⑤各地のアウトレットショップに出荷するまで
の一連の作業です。

良、淡路島、三田からもそれぞれ１名の方が通勤さ
れています。

業務において工夫・配慮していること
定着のための取り組みとして、職場でのコミュニ
ケーションが円滑に進むように、夏の BBQ、冬の忘
年会には従業員のご家族にも参加してもらっていま
す。更に連絡事項等は必ず家族の方にプリントで伝
えるようにシステム化。更に、時給の定期的見直し（年
３回）は、従業員のやりがいに繋がるほか、勤続５
年以上は契約が自動更新（それまでは１年契約）と
なるなど、将来設計を立てやすいように配慮されて
います。また、支援機関のジョブコーチの定期的な
協力を受けられる状況にもあるようです。

採用について
まず支援機関と相談し、候補者を確認した上で、
実習を行います。実習後、面接を行いますが、この時、
ご本人のみではなくご家族同席での面接となります。
ここで、採用が決まります。

これから就職を考える方に企業の立場から

勤務時間は、午前 10 時〜午後５時（昼休憩１時間）。

担当の木全さんにお伺いしました。従業員の方に

繁閑期で勤務時間の延長・短縮調整があります。また、

対しては、極力自主性を持つよう指導されているそ

通勤エリアは神戸市内がほとんどですが、遠くは奈

う。木全さんの出張中は、障害者従業員のリーダーが、

朝は木全さんからの電話での連絡事

なことが一番。また、ご家族の

項をスタッフに伝え、夕方も同じく

支援がしっかりしていること

電話で木全さんに報告を行うことで

は、企業として、とても安心で

業務が回るしくみができています。

きることなのだそうです。同社

翌日の仕事の指示も、出張中は外か

では、不定期に家族の方の職場

らの電話で行われます。最初の 2〜3

見学会を実施しており、その際、

年は試行錯誤がありましたが、時間

従業員がいきいきと仕事に取り

に追われる仕事ではないので、じっ

組む姿を見ていただくことで家

くりと進めることができたと聞きま

族の方が喜ばれているのが、事

した。そして、従業員に自主性を期

業開始から携わった自分として

待 す る う え で、最 も 大 切 な こ と は、

は、うれしいとおっしゃってい

まじめであること。とにかくまじめ

ました。

関西エリア 担当者
木全 博行 さん

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

たくみ

黒田 拓海

さん

アドバイス

よしゆき

松原 芳廉

さん

◆在職：３年６ヶ月

◆在職：９年６ヶ月

◆年齢：23 歳

◆年齢：28 歳

①ワークセンターひょうご（就労移行支援事
業所）の紹介です。
②実際に就職してから、働く気持ちが湧いて
来たのを覚えています。
③ワークセンターひょうご（就労移行支援事
業所）
④特に難しいと思ったことはありません。
⑤みんなと一緒に仕事することや、お昼休み
に話したりすることが楽しい。

①ワークセンターひょうご（就労移行支援事
業所）の紹介です。
②働き出したのはこの会社が初めてです。稼
いだお金で郊外に遊びに行けるようになり
ました。
③ワークセンターひょうご（就労移行支援事
業所）
④特になかったと思います。
⑤職場での休み時間に、スマホや YouTube

⑥友達と遊びに行くことが多いです。ゲーム

を観てリラックスできるときが楽しいです。

センターやカラオケ（EXILE、ジャニーズ

⑥映画やカラオケへ行きます。毎週土曜日は

が好き）。

マラソンをしています。ハーフマラソンの

⑦今のところ、あまり考えていません。

大会に出場するためにシンガポールやニュ

⑧キチンと働くこと。上司の言うことを聞く

ージーランドなど海外にも出かけています。

こと。自分流をなくす。仲間を思ってちゃ

⑦自分流にならないように気をつけて、やる

んと面倒を見てあげる。

べき仕事をしっかりとできる人になること。
⑧職場で揉め事をおこさない、仲良くするこ
とが大事だと思います。

わくわくお知らせ！コーナー
アビリンピック兵庫 2019 のご案内（参加・入場無料）
障害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
が障害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て当大会
を開催します。

選手募集期間： 2019 年 3 月 25 日（月）〜 5 月 8 日（水）
開 催 日 ： 2019 年 6 月 22 日（土）、7 月６日（土）
開 催 場 所： ポリテクセンター兵庫（尼崎市武庫豊町３ ‑ １ ‑50）
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

わくわく訪問
就労継続支援 B 型事業所

cafe 花＆花（はなはな）

地下鉄湊川公園駅より東山商店街を抜けて徒歩５分。Cafe 花＆
花（はなはな）は、就労継続支援 B 型事業所です。精神科に通院し
ている方（精神障害・発達障害がある方）が業務をしています。お
薦めはワンコイン（500 円 税込）で買える hanahana 弁当。こだ
わりは、レトルト食材を一切使わないこと。２階のお弁当づくりも
１階の喫茶店も皆さんが明るくいきいきと仕事に臨まれています。
お弁当の販売は火･金のみ。当日でも OK ですが事前予約をお奨めし
ます。また、お店のシェフは、パティシエのご経験をお持ちとのこ
とで、写真の絶品プリンも超おすすめ！香ばしいカラメルソースに
どっぷりと浸かった贅沢なプリンは 250 円（税込）でいただけます。
事 業 所 名： 医療法人尚生会 就労継続支援Ｂ型事業所
ア ク セ ス： 神戸市兵庫区湊川町３ ‑12‑ ２

花&花

地下鉄湊川公園駅より徒歩 10 分
問い合わせ： TEL.078‑330‑7989 FAX.078‑531‑0525
営 業 時 間： 10：00〜15：30
定 休 日： 土日、祝日、第３木曜日

クッキー（クッキー工房ブルーベリー）

神戸ふれあい工房
ふわぽんからのお知らせ

ふわぽん

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？また、
応援してあげたい合格祈願のクッキーなども取り揃えて

初めましての気持ちに添え
て、また、頑張れ！の気持
ちに添えて。クッキーのプ
レゼントはいかがですか。
季節の商品（クッキー 25g）
各 150 円（税込）

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！
問い合わせ：TEL.078‑334‑2011 FAX.078‑334‑2012
場
所 ：市役所２号館１階（正面エレベーター西側）
営 業 日 時：月〜金曜日 9：00 〜 18：00
定 休 日：土日、祝日、年末年始

フィナンシェ贈答用セット／ 10 個入り
（With くれよん）

贈答用に喜ばれるお菓子の
詰め合わせです。
1,680 円（税込）

