エンジョイワーク・こころは
地域で働きながら自分らしく暮らしていきたいと願
う障害のある方のお手伝いをします。
地域や社会での共生をめざし障害のある方の働く
環境づくりを考えている方のお手伝いをします。

〒184-0013 東京都小金井市前原町3丁目41番15号
小金井市第二庁舎１階
TEL 042-387-9866
FAX 042-380-7765
新着ニュース
小金井市障害者就労支援センターからのお
知らせや関係機関の各種情報、当センター
の活動報告などをご紹介していきます。

2013年4月2日
就労支援センターの体制
変更のお知らせ［PDF］
2013年4月2日
広報誌、エンジョイワー
ク・こころＮＥＷS Ｎo.10
（2013年3月末日発行）を
掲載しました。
2013年4月2日
りんくからのお知らせ
「ヘルプカード普及促進、
委託事業の開始」

2009年9月

2013年3月4日
平成24年度第11回庁内
実習を行ないました。

２１年度下期障害者委託訓練の受講希望者を募集しています
ＰＣ訓練や清掃訓練などが無料で受けられます
（財）東京しごと財団心身障害者職能開発センターでは、東京都および国からの委託を受け、障害
のある方が、就職に必要な基礎的知識や技能を身につけ、雇用の促進が図られるよう、企業をは
じめ社会福祉法人、民間教育機関等、地域の多様な委託先を活用した職業訓練を実施していま
す。エンジョイワーク・こころではご本人の希望と状況に合った訓練の情報提供を行っています。
定員に達している、あるいはすでにスタートしている訓練もありますので、申し込んでもすぐには受
けられないことがあります。内容を詳しくお知りになりたい方はエンジョイワーク・こころにご相談く
ださい。
【訓練コースの種類】

2013年2月20日
『りんく・第５回わいわい
パーティ』が開催されまし
た。
2013年2月19日
平成24年度第9回庁内実
習を行ないました。
2012年12月1日
平成24年度第8回庁内実
習を行ないました。
2012年11月15日
ボランティア参加報告

◆実践能力習得訓練コース（原則３か月以内）

企業等を委託先として、事業所現場の業務に即した作業実習を中心に、実践的な職業能力の習
得を図ります。
● 訓練内容（科目）の例

・社内メール作業
・DMの封入作業
・建物や施設の清掃作業など

● 訓練時間の目安

・１月あたり標準１００時間（最小６０時間）

2012年11月6日
第1回「てくてくマップを歩
こう」を終えて！
2012年11月1日
平成24年度第7回庁内実
習を行ないました。

◆知識・技能習得訓練コース（原則３か月以内）

民間教育機関、社会福祉法人やNPO法人等を委託先として、就労に必要な基礎的な知識・技能
の習得を図ります。

2012年10月12日
広報誌、エンジョイワー
ク・こころＮＥＷS Ｎo.8
（2012年10月１日発行）を
掲載しました。
2012年10月1日
平成24年度第6回庁内実
習を行ないました。

● 訓練内容（科目）の例

・ビジネス実務の基礎
・ワープロや表計算等のパソコン技能
・３級ホームヘルパーの養成など

● 訓練時間の目安

・１月あたり標準１００時間（最小８０時間）

【訓練の対象者】

2012年9月3日
11月3日(祝) 「小金井てく
てくマップを歩こう」イベン
ト開催予定
9月3日～受付開始！！

1. 身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者または公的機関で知的障害者と判定された方、
精神障害者保健福祉手帳所持者など。
2. 自力通所が可能で、自分の身の回りの基本的なことができる方。
3. 職業訓練を受けることにより、就労が見込める方。
4. 都内のハローワークに求職申込を行っている方で、都内のハローワークで受講の推薦を
受けた方。

2012年9月3日
◆9月1日(土)～28日(金)
しごとセンターにてイベン
ト「パネル展示」開催
◆9月27日（木）
しごとセンター地下講堂に
て「シンポジウム」開催
2012年9月3日
平成24年度第5回庁内実
習を行ないました。

2009年9月

東京ジョブコーチ職場定着支援事業が
スタートしています
ジョブコーチとは、障害のある方を雇用する企業等に出向いて、障害のある方が職場に定着で
きるよう、一緒に作業をしながら職場環境の調整や仕事の切り出しなど、事業主、障害のある方
の双方に相談やアドバイスを行う者で、障害のある方の職場定着に効果的とされています。
これまでも地域障害者職業センターのジョブコーチ支援のサービスが行われてきていますが、利

2012年8月10日
広報誌、エンジョイワー
ク・こころＮＥＷS Ｎo,7
（2012年8月１日発行）を
掲載しました。
2012年7月30日
平成24年度第4回庁内実
習を行ないました。

用希望者の数は増えています。このため、障害のある方の職場定着をより一層図る観点から、新
たに東京都独自の「東京ジョブコーチ」を養成・登録し、障害のある方を新規に雇用する企業等に
出向いて、職場定着支援を無料で行うサービスが平成21年1月5日からスタートしています。
※この事業は東京しごと財団が東京都の補助を受け社会福祉法人知的育成会に委託していま
す。
○利用できる方は、原則として都内在住または在勤の障害のある方で、 就業中または就職が決
定している方です。
○支援ができる日数は、対象となる方お一人に対して20日程度です。
エンジョイワーク・こころではおひとりおひとりの状況に応じて、職場に定着するための支援を東京
ジョブコーチ支援室と連携しながら行っています。

2009年7月31日

21年度小金井市役所庁舎内実習（年8回予定)
20年度に引き続き、小金井市役所では障害のある方に一般就労へ向けた支援の一環として、小
金井市障害者就労支援センターのコーディネートの下に、市役所及び関連施設での職場体験実
習を実施しています。職場体験実習によって働くことへの意識を明確にしたり、自分の職務能力を
試してみるなど、一般就労を希望する障害のある方が就労に結びつくための経験、ステップアップ
を図るための場として、市役所を実習の場として提供します。まだ試行中でもあり3日～１週間とい
う短期間ではありますが、今後も実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは市
内各作業所、施設にお知らせしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかた
で、障害者就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、
実習体験を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所な
どに通所していない方で、実習体験をご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の様子
はHP上でもお知らせします。
▼２１年度第１回庁舎内実習
5月13日（水）～14日（木）

時間

９：００～１６：００

場所

第２庁舎６０２会議室、本庁舎駐車場

作業内容

障害福祉課／ファイル書類箱詰め、運搬、障害者のてびき製作（36冊）
市民課／わたしの便利帳に追加資料挟込み（540冊)
地域福祉課／封書差出人ラベル貼り（500枚）
公用車の洗車１台（管財課）
参加者 ４名（発達障害者１名、精神障害者1名、知的障害者２名）

▼２１年度第２回庁舎内実習
6月22日（月）～24日（水）

時間

９：００～１６：００

場所

本庁暫定第４会議室、本庁舎駐車場

作業内容

障害福祉課／アンケート回収ボックス作成、福祉タクシー用領収書用封
筒作成、付箋作り、スタンプ押し、使用済み切手切抜き
市民課／わたしの便利帳に追加資料挟込み（500冊)
地域福祉課／封書スタンプ押し（1,000枚）、ティッシュ分け（7,000）
介護福祉課／雑紙束ね
公用車の洗車３台（納税課・ごみ対策課）
参加者 ５名（発達障害者２名、知的障害者３名）

2012年6月1日
広報誌、エンジョイワー
ク・こころＮＥＷS Ｎo,6
（2012年6月１日発行）を
掲載しました。
2012年6月1日
平成24年度第2回庁内実
習を行ないました。
2012年5月8日
2012年5月19日(土)・20
日(日) 『第9回福祉会館
まつり』に、“りんくの店”
が出店します！
2012年5月8日
ハローワーク主催「障害
者就職合同面接会」開催
日程のお知らせ

2012年4月17日
広報誌、エンジョイワー
ク・こころＮＥＷS Ｎo,5
（2012年3月１日発行）を
掲載しました。
2012年4月17日
りんくのお店紹介に「小金
井市福祉会館」を掲載し
ました。

2012年2月22日
平成23年度第11回庁内
実習を行いました。
2012年2月22日
3月9日『働きたい！を応
援する…働く当時者から
の実践報告セミナー』開
催
2012年1月30日
広報誌・エンジョイワーク
NEWS No.4（2011年12
月1日発行）

▼２１年度第３回庁舎内実習
日程

７月28日（火）～30日（木）

時間

９：００～１６：００

場所

本庁暫定第二会議室

作業内容

障害福祉課／ラベル貼り、封入、福祉タクシー用領収書用封筒作成、
付箋作り、使用済み切手切抜き
市民課／わたしの便利帳に追加資料挟込み（500冊)
地域福祉課／封書スタンプ押し（1,000枚×２）
介護福祉課／雑紙束ね
公用車の洗車２台（納税課・ごみ対策課）

参加者

2012年6月22日
5月31日にNICT 独立行
政法人・情報通信研究機
構に社会科見学①に行っ
てきました。

2012年4月10日
平成23年度第12回庁内
実習を行いました。

日程

参加者

2012年6月22日
6月12日に東京ガスライフ
バル西武蔵株式会社へ
企業見学訪問②に行って
きました。

2012年5月2日
平成24年度第1回庁内実
習を行ないました。

日程

参加者

2012年7月6日
平成24年度第3回庁内実
習を行ないました。

2012年1月29日
『りんくわいわいパーティ』
が開催されました。

参加者 ５名（精神障害者２名、発達障害者１名、知的障害者２名）

2012年1月25日
平成23年度第10回庁内
実習を行いました。
2011年12月27日
年末年始のお休みを掲載
しました。
2011年12月16日
野田市役所の方が庁内
実習を見学にいらっしゃ
いました。

2009年7月17日

職場見学／(株)アイエスエフネットハーモニー
汗ばむ陽射しの下、ＪＲ中央線の中野駅で下車、にぎやかなブロードウェイ商店街を抜けて少

2011年12月16日
平成23年度第8回庁内実
習を行いました。

し歩くとアイエスエフネットハーモニーに到着しました。建物の中に入ったとたん「いらっしゃいま
せ！」と全員で明るく元気な声でのお出迎えにびっくりしました。とても気持ちよかったと見学に参
加されたひと一同、口にされていました。“挨拶”をとても大切にしている職場です。
(株)アイエスエフネットハーモニーは2008年3月27日に(株)アイエスエフネットの特例子会社とし
て、人間性(ヒューマン スキル)と意欲をお持ちの障害のある方々が、パソコンを用いたIT事業に
携わることで、安心して自立できる就労環境を創出することを目的として設立されました。ハーモ
ニーとは、社員全員がまず“調和”することを大切にして、 力を合わせて進化・発展していくことを
願い名づけられたとのこと。その名前のとおりに社員のみなさんがお互いを大切にしていることが
さまざまな場面で見られます。
主な業務内容は.総務・人事・給与等に関わる事務業務、名刺作成業務、.データ入力、Web構築・

2011年11月17日
府中市の童里夢(ドリー
ム)工房に見学に行ってき
ました。
2011年11月9日
就労支援センターMEWの
職員が、庁内実習の見学
にいらっしゃいました。
2011年11月9日
平成23年度第7回庁内実
習を行いました。

保守・運用等PCを使用した業務、.PCの動作確認、ソフトウェアインストール作業、中古PC クリー
ニングサービスです。それぞれ社員のみなさんの得意な力を活かした部署への配置がされている
ようですが、ひとつの業務にとどまらず新たなチャレンジの機会もあり、社員の成長を会社が応援
してくれていることを強く感じました。
詳しくは社員が日々の業務風景を紹介しているブログをご覧になって下さい。
ハーモニー日記 http://isfnet-harmony.seesaa.net/

2011年11月9日
職員を募集しています。
2011年10月7日
平成23年度第6回庁内実
習を行いました。
2011年9月30日
職員を募集しています。

2008年11月10日

2011年8月26日
平成23年度第5回庁内実
習を行いました。

障害者委託訓練の受講希望者を募集しています
ＰＣ訓練や清掃訓練などが無料で受けられます
（財）東京しごと財団心身障害者職能開発センターでは、東京都および国からの委託を受け、障害
のある方が、就職に必要な基礎的知識や技能を身につけ、雇用の促進が図られるよう、企業をは
じめ社会福祉法人、民間教育機関等、地域の多様な委託先を活用した職業訓練を実施していま
す。エンジョイワーク・こころではご本人の希望と状況に合った訓練の情報提供を行っています。
定員に達している、あるいはすでにスタートしている訓練もありますので、申し込んでもすぐには受

2011年8月17日
配食サービスはぁと・ぽっ
とでこころの職員が実習
をしてきました。
2011年8月11日
平成23年度第4回庁内実
習を行いました。

けられないことがあります。内容を詳しくお知りになりたい方はエンジョイワーク・こころにご相談く
ださい。

お問合せ・地図

【訓練コースの種類】

お問合せ・地図

◆実践能力習得訓練コース（原則３か月以内）

企業等を委託先として、事業所現場の業務に即した作業実習を中心に、実践的な職業能力の習
得を図ります。
● 訓練内容（科目）の例

・社内メール作業
・DMの封入作業
・建物や施設の清掃作業など

● 訓練時間の目安

・１月あたり標準１００時間（最小６０時間）

◆知識・技能習得訓練コース（原則３か月以内）

民間教育機関、社会福祉法人やNPO法人等を委託先として、就労に必要な基礎的な知識・技能
の習得を図ります。
● 訓練内容（科目）の例

・ビジネス実務の基礎
・ワープロや表計算等のパソコン技能
・３級ホームヘルパーの養成など

● 訓練時間の目安

・１月あたり標準１００時間（最小８０時間）

【訓練の対象者】

1. 身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者または公的機関で知的障害者と判定された方、
精神障害者保健福祉手帳所持者など。
2. 自力通所が可能で、自分の身の回りの基本的なことができる方。
3. 職業訓練を受けることにより、就労が見込める方。
4. 都内のハローワークに求職申込を行っている方で、都内のハローワークで受講の推薦を
受けた方。

2008年11月10日

職場見学／いなげや緑町店
障害者雇用に積極的に貢献を続けている株式会社いなげやさん。本社は立川で関東首都圏を中
心に展開するスーパーマーケットチェーンです。障害のあるかたが働いている場所には本社以外
に店鋪と物流センターがあります。店鋪での仕事は青果・鮮魚・精肉・ベーカリー・グロサリー・レ
ジ・清掃と全ての職種で障害のあるかたが活躍しています。
小金井市内にも３店鋪がありますが、今回は現在いなげやさんで働いていらっしゃる障害のある
かたに直接お話をうかがうことができるということで、就労希望の２名のセンター登録者と職場見
学に行きます。
見学の詳細とお二人の感想は後日、お楽しみに。
11月13日 午前9時30分～
エンジョイワーク・こころではこれからも職場見学を企画しています。どんな仕事があるのか、どん
な職場でどんなひとたちが働いているのか、自分でもできることはあるのか？等々、考えているだ
けでは答はみつかりません。就職活動の第一歩として、いろいろな職場を見学して、就労のイメー
ジ作りをしていくことをおすすめします。見学希望のかたはエンジョイワーク・こころにご相談くださ
い。

2008年10月16日

第4回小金井市役所庁舎内実習
今回は３名の方が頑張っています。
小金井市役所庁舎内実習第4回目は10月15日（火）から17日（水）までの３日間。
今回は交通対策課と障害福祉課での作業実習です。３名の熱心で真面目な仕事の様子には見学
にみえた方々も全員が感心していました。
市役所では今後も庁舎内実習を充実させていく計画です。参加希望者へのお知らせは市内各作
業所、施設にお送りしていますが、条件としては一般就労を希望する障害のあるかたで、障害者
就労支援センター エンジョイワーク・こころに登録していることが要件となりますので、実習体験
を希望するかたは、エンジョイワーク・こころで相談の御予約をお願いします。作業所などに通所し
ていない方で、お知らせをご希望の方は、まずお電話でご連絡ください。実習の日程はHP上でも
お知らせします。
▼20年度第３回庁舎内実習
日程

10月15日（火）～17日（水）

時間

９：００～１６：００（17日は14：00まで）

場所

第２庁舎６０２会議室、本庁舎３０１会議室

作業内容

交通対策課／ティッシュチラシ入れ（２，０００）、封筒スタンプ押し（１，３
００）、ポスター配布準備作業
障害福祉課／封筒スタンプ押し（１，５００）、裏紙メモ用紙作り、給茶機
清掃（2階給湯室）
市民課／市内配布冊子資料はさみこみ

参加者

３名（精神障害者２名、知的障害者１名）

2008年9月8日

就労を希望する障害のあるかたへ
第２回小金井市役所庁舎内実習のお知らせ
小金井市障害福祉課の今年度の事業計画として、予定されていた小金井市役所庁舎内での実習
がいよいよ始まりました。以前から障害福祉課では、障害のあるかたに職場実習として、簡単な事
務補助作業の機会を提供してきました。20年度の第１回は5月13日（火）に半日職場体験実習とし
て市内の知的障害者施設の通所者４名が参加しました。これからも定期的に就労の目標をもつ障
害のあるかたに、就労準備訓練のひとつとして実習を行っていく計画です。
▼第２回小金井市役所庁舎内実習
日程

9月8日（月）

時間

９：００～１５：００

場所

本庁舎３０１会議室

作業内容

障害福祉課／「障害福祉のてびき」配布資料の製本

参加者

８名（精神障害者３名、知的障害者５名）

▼第３回小金井市役所庁舎内実習
日程

2008年9月12日（金）

時間

９：００～１２：００

場所

前原暫定集会所 １階会議室

作業内容

ごみ対策課の小冊子作り（８００部）

参加者

５名（知的障害者５名）

2009年7月31日

2009/9/16
精神障害者のための講演会 就労支援の新しい試み
「ＩＰＳというリカバリーの為のリハビリプログラム紹介」
精神障害者を持つ家族にとって、自立のためにも、就労は避けられませんが、
とても無理と思っておられるのが実態だとおもいます。
ＩＰＳという、リカバリーの為の就労支援のあり方を、ご一緒に勉強しましょう！
就労はリカバリーの手がかりです！
講師

ＩＰS-TOKYO リカバリー・キャラバン隊
桜ヶ丘記念病院 精神保健福祉士
中原さとみ 先生
稲城市役所 第１号職場適応援助者
飯野雄治 氏

日時

９月１６日（水） 午後１時半～

場所

クリエイトホール １１階 視聴覚室 ＪＲ八王子駅北口前
http://katakura-hs.jp/menu_create%20map.html

予約

不要※直接会場にお出掛け下さい

主催

八王子精神障害者家族会 【 わかくさ家族の会 】

※ 外部機関の情報です、 エンジョイワーク・こころでは 情報提供のみです
ので 問合せにお答えはできません。
詳細問合せは各主催者にお願いいたします。

2008年10月24日

エンジョイワーク・こころ勉強会第５回
知的障害者の就労に向けて 特例子会社・見学会
これまで4回の勉強会を続けてきましたが、今回はいよいよ特例子会社の見学です。
障害者を雇用している会社側からは会社が立上がった経緯や、どんなことを障害者社員に希望し
ているのかなどのお話を聞いたり。障害者がどんな場所でどんなふうに働いているのかを、町田
市の株式会社「キユーピーあい」を訪問し見学させていただきます。
日時

１０月２４日（午前１０：００～）

集合場所

「キユーピーあい」社屋･入口前AM9:50

対象

知的障害者とそのご家族、関係者

定員

10名

参加費

無料

2008年8月29日

エンジョイワーク・こころ勉強会第４回
知的障害者の就労に向けて
働く現場２・起業編
障害者が社会の中で働きやすいようにと起業された会社ではどんな仕事をしているのか？ DVD
を見ながら、障害を持って働くとはどういうことなのかについて、考えてみたいと思います。
日時

８月２９日（午後1時～3時）

場所

小金井市暫定集会所 Ｂ会議室

対象

知的障害者のご家族

参加費

無料

2008年7月31日

エンジョイワーク・こころ勉強会第３回
知的障害者の就労に向けて
働く現場１・企業編
障害者が働いている現場ってどんなところかな？ 一般企業で障害者がやっている仕事ってどん
なのかな？
一般企業で働いている仲間ってどんな人たちなのかな？ 一般企業で働くとどれだけお給料をも
らえるのかな？
知的障害者が働く職場の現状をDVDを見ながら、どんな職域があるのかを探っていきます。
日時

７月31日（午後1時～3時）

場所

小金井市暫定集会所 Ｃ会議室

対象

知的障害者のご家族

参加費

無料

2008年6月25日

エンジョイワーク・こころ勉強会第２回
知的障害者の就労に向けて
働く知的障害者を支援するいろいろな機関
知的障害者が安心して働き続けるにはどうしたらいいの？ 働いている会社でうまくやっていける
のか心配だ？
職場や生活に悩んだときはどうしたらいいの？ 障害者が働き続けられるための支援にはどんな
ものがあるの？
ご家族の不安や心配にお答えします。
日時

6月25日（午後1時半～3時）

場所

小金井市暫定集会所 Ｂ会議室

対象

知的障害者のご家族

参加費

無料

2008年6月4日

エンジョイワーク・こころ勉強会第１回
知的障害者の就労に向けて
知的障害者の就労の現状とこれからについて
特別支援学校を卒業して、授産施設･小規模作業所への福祉的就労・・・お子さんの就労“もうこ
れで良い”と思っていませんか？
福祉的就労の場に在籍している方、これからしようと考えている方のご家族のみなさま、もう一度
考えてみませんか？
日時

6月4日（午後1時～3時）

場所

小金井市暫定集会所 Ｃ会議室

講師

朝倉 達 氏（ハローワーク立川・統括職業指導官）

対象

知的障害者のご家族

参加費

無料

2008年4月2日

しごと探しのスキルアップ学習会
第２回 自己PRってどうしよう
さあいよいよ就職面接を受けてみようと決心したけれど、必ずといってきかれる自己PR！ どう答
えたらいいのか…困ってしまう。なぜそんなことを聞いてくるのでしょう？
自分の長所？短所？って何だろう。自分ではよくわからなくて、うまく話せないと自信が持てない
方へ。
エンジョイワーク・こころの就労支援コーディネーターがお手伝いをします。
日時

4月2日（午後3時～4時）

場所

小金井市暫定集会所 Ｃ会議室

持ち物

筆記用具

2008年3月12日

しごと探しのスキルアップ学習会
第１回 自分に合った働きかた、しごとを考える
自分がどんな仕事をしたいのか？ どんな仕事が向いているのか？
正社員になりたいけれど、どのくらいの時間なら働けるのかな？
なんのために働くのか？ 仕事を探す前にまず自分を知ることが大切です。
エンジョイワーク・こころの就労支援コーディネーターと考えてみませんか？
※毎回テーマを決めてのプログラムです。面接の練習、求職や面接のマナーなど、講議とグルー
プワークをします。内容は変更になることがあります。
日時

3月12日（午後3時～4時）

場所

小金井市暫定集会所 Ｃ会議室

持ち物

筆記用具
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