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猛暑の日が続いた長い夏休みも終わりに近付いて来ています。夏休み後も毎日元気に学校生活が送れる
よう体調管理をしていきましょう。
今回の進路だよりでは、高等部３年生の市役所・町役場訪問の様子や就業体験協力事業所を掲載します。

高等部３年 市役所・町役場訪問
７月１５日（水）個別移行支援計画主旨説明会後に生徒居住地の市役所・町役場６カ所に分かれ高等部
３年生を対象に訪問、利用相談に行ってきました。
市役所・町役場内の見学や福祉担当職員から利用できる施設や障害者手帳等を利用して受けられるサー
ビス、障害基礎年金等について説明をしていただきました。その他に市民課で住民票請求等の模擬体験等
をさせていただける市町もあり、貴重な経験ができました。また、
「進路や諸々の手続きなど、困った時は
いつでも相談に来てください。
」と言っていただき、生徒、保護者ともに安心することができました。今後
も市役所・町役場と連携をとりながら、卒業後のことを考え、取り組んでいきたいと思います。

高等部３年 個別移行支援計画主旨説明会
７月１５日（水）
、高等部３年生の保護者を対象に個別移行支援計画主旨説明会を行いました。個別移行
支援計画とは、生徒一人一人の社会生活への移行を円滑に進めるために、卒業後必要になると思われる支
援内容を高等部在学時から、生徒、保護者の状況や希望を元にして作成していくもので、福祉・医療・労
働など関係諸機関と連携を図りながら、生徒の障がいの状態等に応じたサポートを考えるための計画にな
ります。説明会では、これらの主旨とともに進路にかかわる今後の流れなども合わせて説明を行いました。
今後も保護者、関係諸機関、学校で連携を図りながら、卒業後の社会生活への円滑な移行に向けて、計画
を進めていきたいと思います。

職員職場開拓について
毎年、夏季休業中に、職員２人組よる職場開拓（高等部生徒の就業体験先事業所開拓）を行っています。
職場開拓事業所先は、生徒の居住地や得意分野を想定して製造業、小売店での販売、清掃、介護施設事業
所など多岐にわたります。この夏は約５０事業所への開拓を予定しており、８月１０日現在、訪問事業所
は２６社で１３社が就業体験受け入れ可能、３社が回答待ち、１０社が受け入れ不可という結果です。足
を運んで汗をかいての成果ですが、これから就業体験に生かしていく予定です。

高等部１年自立施設見学
高等部１年生、自立学級では、卒業後の進路や将来の生活を意識し、進路選択に役立てるとともに施設
の概要や利用方法等について具体的に知るという目的で、
「社会福祉法人いぶき福祉会

第二いぶき（生

活介護、共同生活援助）」と「社会福祉法人さくらゆき 障害者生活介護施設、特定相談支援事業所 ゆき
の舞（生活介護）
」のうち生徒、保護者が１施設を選択し、見学をしました。７月２２日（水）は「第二い
ぶき」を訪問し、植物から染液を作り、染めている仕事を見せていただきました。製品にするまでのスト
ーリーを大切にし、製品とともにメッセージカードに載せて販売するとのことで、
「私も、あの仕事に就け
たらいいな。
」という感想を話す生徒もいました。
７月２３日（木）は、
「ゆきの舞」に訪問しました。この日は、利用者さんたちが飴の再利用ということ
で袋を開け、飴と袋を分別する作業をされていました。開設してまだ１年も経っていない新しい施設で、
とても綺麗で木のぬくもりを感じる施設でした。送迎用の屋根もあり、雨が降っていても濡れることなく
施設に入ることができます。見学後は、スライドを見せていただき、質疑応答の時間も設けていただきま
した。「
“できる”の喜びを」大切にしているということで、後期に行う校内作業実習でもぜひ同じように
この喜びを味わうことができたら良いと思いました。

高等部 第１回就業体験協力事
毎年、就業体験では、学校とは異なる環境の事業所で実際に働いたり、活動する経験をさせていただき、
業所
感謝いたしております。今年度も多くの地域の事業所にお世話になりました。ありがとうございました。
平成２７年度 第１回 就業体験協力事業所
事業所名

№

所在地

事業所名

№

所在地

1 株式会社サン・シング東海

揖斐郡大野町

27 ゆうしん

羽島郡岐南町

2 株式会社フードセンター富田屋 大野店

揖斐郡大野町

28 特定非営利活動法人ぽぷり

瑞穂市

3 大垣愛陸運送株式会社

大垣市

29 株式会社ジェイビー・テクノ

瑞穂市

4 大垣共立銀行 ＯＫＢ工房

大垣市

30 株式会社ギフ加藤製作所 巣南工場

瑞穂市

31 株式会社ギフ加藤製作所 穂積工場

瑞穂市

5 大垣市立図書館

大垣市

6 アグリカルチャー

岐阜市

32 株式会社バロー 瑞穂西店

瑞穂市

7 イオンリテール株式会社 イオン岐阜店

岐阜市

33 グリーンサービス穂積合同会社

瑞穂市

8 一般社団法人 光陽福祉会

岐阜市

9 彩り

岐阜市

社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会
34 福祉作業所すみれの家
社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会
35 福祉作業所 豊住園

10 ＭＣＳハートフル株式会社

岐阜市

36 就労支援 つながるＷa

瑞穂市

11 株式会社 アイハート

岐阜市

37

本巣郡北方町

12 株式会社笑顔グループ・笑顔工房

岐阜市

38 株式会社バロー 本巣文殊店

本巣市

13 株式会社ギフ加藤製作所 曽我屋工場

岐阜市

39

本巣市

14 株式会社サカイ引越センター 岐阜支社

岐阜市

40 就労継続支援B型事業所 ここネット

本巣市

15

岐阜県総務部人事課 かかやきオフィス ぎ ふ

岐阜市

41 スーパー三心 北方店

本巣市

16

岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究セ
ンター

岐阜市

42 本巣市障がい者就労支援センター ほたる

本巣市

17 合同会社フレンド

岐阜市

43 本巣市障がい者就労支援センター みつば

本巣市

18 社会福祉法人 いぶき 福祉会 いぶき

岐阜市

44 森松工業株式会社

本巣市

19 社会福祉法人英集会 嘉百合園

岐阜市

45 株式会社ＷＳＢバイオ

山県市

20 社会福祉法人 岐阜県福祉事業団 清流園

岐阜市

46 株式会社バロー 高富北店

山県市

岐阜市

47 株式会社バロー 高富店

山県市

22 ジョブトレーニングセンター パッソ岐阜校

岐阜市

48 木村木工

山県市

23 だれでも就労支援センター＠尾張・岐阜

岐阜市

49 社会福祉法人同朋会 伊自良苑

山県市

24 丸玉ウェル株式会社

岐阜市

50 社会福祉法人同朋会 ワークス伊自良

山県市

25 株式会社ギフ加藤製作所 関圧造工場

関市

51 双葉ボビン株式会社

山県市

26 株式会社バロー 八剣店

羽島郡岐南町

21

就労支援センタージ ーワン株式会社 就労継続支援A型事業
所たいよう

北方町 北方町教育委員会 生涯学習センター きら り

社会福祉法人 あしたの会 どんぐり村福祉工場

瑞穂市
瑞穂市

お知らせ
◇新規事業所 （平成 27 年 8 月 1 日より）
・事業所名：就労移行支援事業所 エール 瑞穂事業所（営利法人ＦＣパートナー合同会社）
・所 在 地 ：〒501-0222 瑞穂市別府 747-1
TEL 0120-925-425
ＪＲ穂積駅より徒歩 8 分
・サービス内容：就労移行支援事業
・仕事内容：パソコン訓練、コミュニケーション訓練、軽運動、ビジネスマナー、個別相談、
職場実習の支援ほか
・就労時間：月〜金 午前 10 時〜午後 3 時（休憩１時間）
・障 が い ：精神、その他障がいの種別は問いません。
・定
員：24 名
・工
賃：日給 500 円〜1,000 円
・そ の 他 ：すべての方の「働きたい」をエールが「応援」します。
利用者から希望を聞き取り、いろいろな内容を組み込んでカリキュラムを作成し
ます。
（例：ﾗｲﾝｽﾀﾝﾌﾟ作成、資格取得、美術、ｽﾄﾚｯﾁ、ﾍﾟﾝ習字、ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄ等）

