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神戸障害者就労支援通信 R03年3号

　兵庫県立障害者高等技術専門学院は、就職するために必要な知識や技能を身につけたり、職業上の
技術や知識をさらに向上させ、仕事を通じて実力ある社会人として社会参加を図るための施設です。

●兵庫県立障害者高等技術専門学院
〒651-2134 神戸市西区曙町1070 
TEL:078-927-3230 FAX:078-928-5512 
ホームページ:http://www.sgi.ac.jp/ 
JR・山陽電鉄「明石駅」下車 
　・神姫バス南③乗車(35、36、37、43 系統) 
 「玉津曙(たまつあけぼの)」下車、徒歩5分
　・神姫バス北⑭乗車
 「県立リハビリセンター」行き、終点下車、徒歩2分
神戸市営地下鉄「西神中央駅」下車
　・神姫バス⑦乗車「明石駅」行き
 「玉津曙(たまつあけぼの)」下車徒歩5分

●どのようなことを学ぶ学校ですか?
ハローワーク、障害者職業センター等の関係機関と密
接な連携をして、障害の態様等に応じた公共職業訓練を
行っています。受講を希望する場合は、住所地を管轄す
るハローワークで職業相談の上、応募し、入校試験合格
後は、専門的な職業スキルをしっかりと学びながら就職
活動を行うことができます。

●訓練科目を教えてください。 
・ものづくり科(10名、身体等)設計、製図、PCでの3次
元プリンタの操作。 

・ビジネス事務科(10名、身体等)PCでの簿記、会計事
務の訓練、他に応接実習など。 

・情報サービス科(10名、身体等)HPの作成、LANの構
築、設定の訓練。
※身体等障害者対象の3科については、PC基本操作(エ
クセル・ワードなど)の訓練も行います。

・総合実務科(15名、知的等)事務系職種に対応できる
パソコン実習やサービス系職種に対応できる介護・接
遇・清掃・販売実習、 製造系職種に対応できる加工・
組立実習など。

※必要経費　いずれの科も、受験料・入学金・授業料は無料。
(教科書代、作業服代など自己負担です。)

※訓練期間　1年間(4月より翌3月)

●総合実務科について
知的障害のある方が社会適応力

や基礎的な知識・技能を身につけ職
業的に自立することを目的とした訓
練を行っています。目標とする就職
先は、販売・清掃・製造・単純軽作業・
事務補助などで、企業への一般就労
を目指します。日商PC検定 Basicや
サービス接遇検定などの資格取得
も可能です。

総合実務科の
松谷先生

清掃訓練

ラッピング作業

タイピング練習



会社の方に聞いてみよう!会社の方に聞いてみよう!

今回の企業インタビューは、中央区にある株式会社 I.S.コンサルティング。頑張っている人を
応援したい、頑張っている人みんなが働ける場をつくりたい・・・。そんな思いで起業された
今井真路さんにお話を伺いました。

株式会社 I.S.コンサルティング 代表取締役 今井 真路 さん

株式会社
I.S.コンサルティング
代表取締役
今井 真路 さん

企業プロフィール

：株式会社 I.S.コンサルティング 

：平成18年6月

：中央区磯辺通 4-2-8 田嶋ビル2F

：①合宿免許の紹介②留学の紹介

 ③就職の紹介④株式会社 I.S.学園

 （発達障害や不登校の生徒達の学び場)

：32名(うち障害者10名)

企 業 名

設 立

本社所在地

事 業 内 容

従 業 員 数

　障害のあるなしに関わらず、「頑張る人の夢を応援した
い」というのが会社を起業した一番の思いです。当時、移行
支援事業所を通じて2名の実習生を受け入れた時、彼らが
仕事に取り組む真摯な姿勢に 感銘を受けました。その実習
生の方々が、実習を終えたくない、このまま働きたいと言っ
てくれたことが、障害者雇用に取り組むきっかけとなりまし
た。 個人的な話ですが、幼い頃、知的障害のある友達がい
ました。一緒に遊んでいて、障害があってもなくても違いは
ないと思っていました。いつのまにか忘れてしまいました
が、そのことが起業の原点だと思います。2人の実習生はそ
のことを思い出させてくれて、社会的な弱者を応援するだ
けではなく一緒に働きたいと考えるようになりました。

障害者雇用に取り組むきっかけは？

　就労移行支援事業所や大学の支援機関などと連携して
います。見学や実習はいつでも受け入れており、実習での
職場体験の結果は本人に必ずフィードバックしています。
自分なりに課題を持って実習に来られる方も多いと思います。
採用に進む場合は会社と本人とで最終調整を行い、3か月
のトライアル雇用を経て、最終判断します。

採用について教えてください

　特別な配慮をするのではなく、一般社員と障害者社員を
区別せず、全社員同じように配慮しています。障害はひと
つの個性です。障害があってもなくても、得手不得手はみ
んな持っているので、まずは認めて、工夫次第で可能性は
無限にあると信じて取り組んでいます。業務上の課題が多
かった人には、難しいから任せないのではなく、歩幅はそれ
ぞれ違うけど一歩ずつできればよいと考えています。従業
員は全員正社員で障害のあるリーダー職も4名います。

業務における工夫・配慮について

①営業サポート(3名)合宿免許の紹介&プランニングを行
うオペレーターの補助、アンケート整理、情報データの整
理、入金チェックなど。

②WEB製作(4名)自社HPの更新、デザインやバナー制作、
コピーライティングなど。

障害者の方はどんな業務で活躍していますか?

③経営企画(2名)企画制作、広報、WEB立案など。
④学園講師(1名)生徒数30名で、ひきこもりの方や発達障
害のある方のための学校での講師。



　自分の「できること」でこの会社に貢献したい、また、自分
が「いま」持っているスキルをこの会社で役に立てたい・・・
それだけではなく、自分が社会でどういう役に立ちたいか、
企業に就職してその仕事を通して何をしたいのか、どんな
夢や希望を持っているのかが重要だと思います。
　これは自分を大切にすることでもあります。どのような形
で社会の役に立ちたいかということを考えて、実習などに
臨んでいただきたいです。そのことは、自分が頑張れる源
泉になると思います。

これから就職を考える人に企業の立場からひと言

①働くきっかけ　②働く前と働いてからと変わったこと　③就労に向けて利用した機関　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　⑦これからの夢　⑧これから就職を目指す人ヘのアドバイス

一緒に働く社員の方にお話を伺いました

①大学の発達障害支援センターの紹介で実習に来ま 
した。インターンで手ごたえがありました。 
②世界が広くなりました。色々な人と関わり色々な考
え方があるのが分かりました。 
③大学の発達障害者支援センターです。 
④コミュニケーションの方法を学ぶのに時間がかか 
りました。 
⑤仕事のやりがいが出て来ました。自分の力で世の 
中を支えることができると思えるのは大きな価値だ 
と思います。 
⑥美術館巡りをしたり、エッセイを書いたりしてい
ます。 
⑦ダイバーシティ&インクルージョンの理念を広めて
行きたいです。特に自分たちのような人間が働ける
場所を創っていく事業に興味があります。学んでき
たスキルをそこで活かしたいです。 
⑧実習では働く感覚が身に付き、学ぶことが多いで 
す。就職まで一歩一歩努力が必要ですが、この努力 
は、就職後にもっと必要になります。

前田　高志さん
年　　齢 27歳 
在籍年数 5年半 
所　　属 企画制作部 
業務内容 HPの情報更新

やコピーライト
他広報担当

高田 正道 さん
年　　齢 36歳 
在籍年数 3年 
所　　属 企画制作部 
業務内容 広報担当(他事業

部のポスターやパ
ンフレットの製作)

①実習に来たとき、同じ目標に向って一丸となって取
り組む姿を見て自分もこの会社の一員になりたい
と思いました。
②自分の障害に対して過剰なこだわりを持たなくなっ
たことです。
③就労移行支援事業所を利用していました。
④「ありがとう」と言われると気持ちよいです。仲間の
役に立てたと言うことがうれしい。
⑤絵を描く・作曲で一日が終ります。
⑥自分と同じ障害がある人の希望になりたい。そのよ
うな働き方をしたい。一般・障害の線引きの中で苦
しむ人を助けたい。障害に甘えない。しっかりと自立
することが必要と思います。
⑧その1 あきらめなければなんとでもなります。     
その2  大変なことがあっても続けることが大事で
す。イキイキ働けると思える場所と仲間を見つける
こと。                                                        
その3 できていないことではなく、できていること
に注目するように心がけること。

たか た    まさ のり



わくわく お知らせコーナー！わくわく お知らせコーナー！

　障害のある方々が日ごろ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。(参加無料、新型コロナウイルス感染症対策のため無観客開催とさせていただきます。)

　「はたらく」ということについて考えるきっかけにしていただくため、様々な分野の方からのお話をまとめた講
座(動画)を、神戸市ホームページで公開します。はたらくことについて一緒に考えてみませんか。

アビリンピック兵庫2021 選手募集のご案内

障害者就労促進セミナー(当事者向け)のご案内
「はたらくってなんだろう?」WEB 講座

　ブルーベリーは平成11年
にスタートしました。現在13 
名のメンバーさんが所属し、
アイデアを出し合って季節商
品を作ったりいろんな場面で
助け合いお菓子を作っていま
す。1袋100円(税別)は創業時
から変わらず。最近は、アソー
トでのギフト(4袋入り)も好評です。中でも人気は、まん丸の
バタークッキーころんや歯切れのよいココナッツクッキーで
す。めぐみの郷(学園南店、ひよどり台店)や喫茶レガート(鈴
蘭台駅徒歩5分)で、お買い求めいただけます。

わくわくスイーツ！お店訪問わくわくスイーツ！お店訪問
就労継続支援B型
クッキー工房ブルーベリー

1
　訪問看護、デイサービスな
どを行う(株)PLASTは、リハビ
リ等を終えて、社会に出る準備
のできた利用者の方たちが、
社会とつながる場所として、昨
年11月にB型事業所のチョコ
レート工房を立ち上げました。
ガラス張りで通路からも店内からも見える工房には、現在6
名の利用者の方が働いています。植物油などの油分は一切
加えないピ ュアチョコレートという素材にこだわり、手間と愛 
情をかけた最高のチョコレートを作ります。ベリーベリーやほ
うじ茶とチョコのテリーヌ(1枚230円税抜)が人気です。

就労継続支援B型
久遠チョコレート神戸

2
①実習に来たとき、同じ目標に向って一丸となって取
り組む姿を見て自分もこの会社の一員になりたい
と思いました。
②自分の障害に対して過剰なこだわりを持たなくなっ
たことです。
③就労移行支援事業所を利用していました。
④「ありがとう」と言われると気持ちよいです。仲間の
役に立てたと言うことがうれしい。
⑤絵を描く・作曲で一日が終ります。
⑥自分と同じ障害がある人の希望になりたい。そのよ
うな働き方をしたい。一般・障害の線引きの中で苦
しむ人を助けたい。障害に甘えない。しっかりと自立
することが必要と思います。
⑧その1 あきらめなければなんとでもなります。     
その2  大変なことがあっても続けることが大事で
す。イキイキ働けると思える場所と仲間を見つける
こと。                                                        
その3 できていないことではなく、できていること
に注目するように心がけること。

: 2021年3月24日(水)～5月7日(金)
: 2021年6月19日(土)・7月3日(土)両日ともポリテクセンター兵庫(尼崎市)
: ワードプロセッサ、ビルクリーニング、製品パッキング等、計8競技
: https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hyogo/ をご覧ください。 
: (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(☎06-6431-8201)

選 手 募 集 期 間
開 催 日・場 所
競 技 種 目
詳 細
お問い合わせ先

●
●
●
●
●

: 2021年3月下旬から順次
: 下記 URL または右の二次元コードから、神戸市ホームページへアクセス
: https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/shuro/douga.html

動 画 公 開 期 間
受 講 方 法
講 座 　

●
●
●

●店舗はJR新長田駅南
アスタくにづか1番館1Fです。

住　　所 : 北区鈴蘭台北町4丁目1-20
問い合せ : 078-593-7222(担当:前田)
運営主体 : 社会福祉法人 ゆうわ福祉会

訪問先プロフィール
住　　所 : 長田区腕塚町5-3-1-110
問い合せ : 078-646-3661(担当:藤田)
運営主体 : 株式会社 PLAST

訪問先プロフィール

URL


