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エンジョイワーク・こころの２０１９年にむけて
所長

ボーバル聡美

４月から新社会人となった、特別支援学校の卒業生５名をお迎えし、職場への定着支援が開始されまし
た。近年のエンジョイワーク・こころでは、就労支援を受けて就労を果たしていく方よりも、ここ数年は
既に働いている方からの相談が上昇し５年前と比べると３倍の数値という状況です。
雇用率に沿った形で、週２０時間～３０時間以上の求人が多いなか、「あと少し短い時間でなら働けるの
に…」といった声や企業が持ちこたえられなくなっているという話を聞くことがあります。生きづらさ、
働きにくさを感じているのは障害のある方だけではないという広域な視点での“働く”を考える時代にな
っているのではないか？ということを考えさせられます。４月から労働法が改正されました。センター職
員一同、学びを新たに支援に当たっていく予定です。
←平成 30 年 11 月 10
日開催の勤続表彰式
にご出席頂いた永年
勤続表彰者のみなさ
ん。西岡市長(前列右
から 3 人目)、自立生
活支援課長(後列左)、
ボーバル所長(後列右)
とともに記念写真。
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２０１９年度事業計画
５月 第 1 回 どようの広場
「カラオケ大会」

調理実習を取り入れた
企画を検討中！

10 月 豊かな社会生活の
ための講座

７月 第 1 回 就労支援者連絡会 11 月 勤続表彰式
８月 第 1 回 こころの会
９月 第 2 回 どようの広場
「秋の遠足」

12 月 第 3 回 どようの広場
「クリスマス会」
1 月 第 2 回 就労支援者連絡会
3 月 第 2 回 こころの会

行先は検討中、
お楽しみに！
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こころを利用されている方へのインタビュー
就労支援センターを利用し就労された精神障害をお持ちのお二方に、質問形式でお話を伺いました

郵便局勤務の A さん。
こころに登録後、庁舎内実習や図書館実習に
参加しながら約一年の就職活動を経て
昨年 9 月に就職されました。

保険会社で事務補助をされて約 3 年がたつ B さん。
移行支援事業を利用して就職された後は、
こころの余暇活動に積極的に参加されています。

●就職までにどんな支援をうけ、どのくらいの期間

●現在の職場を選んだ理由を教えてください。

がかかりましたか？(社会資源、福祉サービス利用も含めて)

―就職活動で訓練していた内容と仕事内容が一致して

―こころの面談や実習、障害者職業センター、小金井福

いて面接でアピールしやすかったため

祉センターのカウンセリング、合同面接会、障害者年金、

●週何日、どのくらいの時間で働いていますか？

かかりつけの病院での相談。就職まで 1 年位です。

―週 5 日、１日 6 時間

●週何日、どのくらいの時間で働いていますか？

●働いていて大変だなと思うことはどんなことですか？

―週 4 日、1 日 6 時間で働いています。

―職場の人間関係(コミュニケーション)

●職場ではどんな仕事をしていますか？
●働いていて良かったと思うとき、自分に合っていると

―郵便物の区分けと不在連絡表の確認、軽作業です。

思う時はどんな時ですか？

●働いていて大変だなと思うことはどんなことですか？

―給料をもらったとき、たんたんとパソコン入力に没頭

―郵便物が多い時、特にクリスマス～年末年始は処理す

しているとき

るのが大変です。自分は冬場が体調面でつらいので特に。

●こころを利用して良かったと思うことはありますか？

●働いていて良かったと思うとき、自分に合っていると思う

―職場で何かあったときすぐに相談できるところがある

時はどんな時ですか？

安心感

―生活のリズムがある程度決まってること。自分に合っ

●将来の夢や目標は何かありますか？

ているかは今のところわかりません。まだ余裕がなく、1

―フルタイムで働けるようにがんばっています。

日を終えるので精一杯という感じです。

●就労を目指している人へアドバイスやメッセージがあれば

●オープン就労とクローズ就労の違いはありますか？

お願いします。

それぞれのメリット、デメリットを教えて下さい。

―就職活動にはいろいろなサポートがあるので情報提供

―オープンのメリットは自分に合わせて勤務形態など配

を活用してください。

慮されていること。こころのバックアップがあること。デ
メリットは希望するような仕事が少なく、場合により低賃
金であること。クローズのメリットは仕事の選択肢が増え
る。それなりに給料も上がったりすること。デメリットは
一般の方と同様に仕事を求められるので不調であってもや

●就労を目指している人へアドバイスやメッセージがあれば

らなければならない場合もあること。

お願いします。

―自分は「ボチボチやります。
」「ボチボチ頑張ります。
」

●こころを利用して良かったと思うことはありますか？

―精神面・体調面で相談できること。実習に参加して新

でマイペースですがそれでもいいかなと。かなり前から「神

たな発見があったこと。利用してなければもっと時間がか

様は自分に乗り越えられない試練は与えない。」「自分はい

かったと思う。いつも明るい笑顔で接して頂いた。

つも幸運だ。」というのを思いながらやってきました。また、

●将来の夢や目標は何かありますか？

こころのスタッフの方に頼ってやっていけば 1 人で考え込
んだりズルズル行きそうな時に引っ張って頂けます。自分

―今は日々こなすので大変ですが何か興味を持てそうな

の述べたことの一つでも参考になれば幸いです。

こと、遊び、仕事を含めボチボチ探して見つけたいですね。
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第１回 ５月１２日（土）
みんなで歌って楽しもう！カラオケ大会

10 月 13 日（土）
「自立生活を考えよう！ part3」
～生活力を見直そう～

毎年恒例、不動の人気のカラオケ大会。紅白の
チームに分かれ、歌合戦形式で盛り上がりました！

自立生活シリーズ第三段として、今回で依頼が３回目
となるライフマネー研究会

第２回 ９月８日（土）
すみだ水族館スカイツリータウンを楽しもう！

島貫正人先生・鈴木佳江先

生をお呼びして“社会生活をする上でのかっこいい大人
の条件とは何か”“生活する上での必要な生活力につい

この秋の遠足はバスをチャーターし、スカイツリー

てや生活の中でのお金にまつわる危険性”と“食事のバ

タウンをたっぷりと楽しみました。午前は全員で

ランスの大切さとノウハウ”について学びました。午前

すみだ水族館、午後はコース別に分かれ思い思いの時

の部は知的・発達の方を対象に、午後は精神・発達の方

間を過ごすことが出来ました。

を対象に講座を分け、総勢３４名の方に参加していただ

第３回 １２月２４日（月・祝）クリスマスパーティー

きました。グループワークの時間を設定したことで、普
段支援者との話しに出ない内容の個人的な課題や不安

毎年恒例のクリスマスパーティーは美味しい食事
とゲーム、そして参加者に持ち寄ってもらう展示コー

等についても

ナーの３つの要素で構成されています。ゲームの一番

メンバー間で

人気はなんと「椅子取りゲーム」。やる方も見る方も

活発に話がで

大歓声で盛り上がりました！

きていて、意
見交換しなが
らも楽しく学
ぶことができ
た学習会となりました。

第１回 8 月 25 日

第２回 3 月 9 日

今年度はアンケートで要望が多かった実際の調理例

昨年度は主にテーマトークを行いました。

を学ぶ自立生活シリーズ第４段を同先生方をお呼びし

回を重ねるごとに参加者の皆さんも慣れてきた様子

て開催予定です。

で、仕事、人間関係、生活や余暇のことなど様々な話
題が活発に出ていました。また、これまでは「精神・
発達の集い」でしたが、参加者の皆さんで意見を出し
合い、会の名前が「こころの会」に決定しました！

就労支援者連絡会

報告

７月１２日(木)第１回

１月１５日(火)第２回

「報酬改定で何がどう変わるのか？」

『障害者の働く』を考える

報酬改定や共生型サービスによる影響等について、き

第 2 回では地域自立支援協議会 社会参加・就労支援

ょうされん常任理事の小野浩様にご講義いただきま

部会の皆様をお招きしました。自立支援協議会の概要

した。今回の改定でどのような影響が出てくるかを、

を部会長の吉岡博之様ご説明いただき、「その人に合

調査結果を元に具体的にお話しいただき、障害のある

っている・良かったと感じた『働く形』」についてグ

方々のために今後何ができるかについて改めて考え

ループワークを行いました。一人一人に合った「働く

る良い機会になりました。

形」の実現に向けて地域で意見交換を行う大切さを感
じました。
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小金井市役所

庁舎内・庁舎外実習

２０１８年度も述べ６３名の方にご参加頂き、市役所各課様より頂いた事務作業・軽作業・草むし
り、図書館の配架作業等を行いました。就活中の方、はじめの一歩を踏み出そうとしている方、現在
のステップは様々です。参加者様は毎朝体調について自己申告、一日の作業目標を立ててから実習に
臨みます。実習終了後には各作業に対して「得意・不得意」「仕事ができた・できない」等を自己評
価し、それを元に職員と振り返りを行います。職員側でも基本的なビジネスマナーやコミュニケーシ
ョン、仕事の進め方等について気付いた点をお伝え致します。参加者様が自己理解を深め就職準備を
進めていかれるよう、これからも職員一同励んで参りたいと思います。

切手貼り
【介護福祉課】

税の申告書封入・封緘作業
【市民税課】

すぺしゃる

にゅーす

東京マラソン
ホームページをリニューアル！
７月初旬アップ予定、ただいま製作中
です。知りたい情報をよりわかりやす
くおとどけします！

優勝！

こころ登録者の
佐藤良憲さんが
東京マラソン 2019、１０
Km 知的障害男子の部門で
３９：17 という好タイム
で見事優勝しました！
おめでとうございます！

コラム ： 定着支援事業って？
昨年度より新たな障害福祉サービスとして「就労定着支援事業」が施行されました。
就労移行支援等を利用して一般企業に就職した障害者の方が対象です。これまでは区
市町村の就労支援センターに引き継がれていた定着支援を、そのまま慣れ親しんだ事
業所で行うことが利用する方にとって大きなメリットと言えるでしょう。就職で生活
環境が変わり体調管理や職場の人間関係など新たな悩みが生じた場合、就職前に支援
を受けていた職員から引き続き職場訪問や関係機関との連絡調整等の支援を受けられ
るのは心強いですよね。ただし利用期間が 3 年までということや、前年度の所得に応
じて利用料が発生すること、事業所の事情や考え方により支援方法が様々あることな
ど、利用の際は考慮しなければならない点がいくつかあります。まだまだ周知が十分
でないこのサービス、利用していた事業所が定着支援を行っているのか、どのような
支援内容なのか慎重に見極めることが大切です。

-4-

