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特集

障がい者の就労

〜「自分らしく働く」を支援する〜
令和3年3月から、障がい者の法定雇用率が引き上げられ、雇用者数は、過去最
高を更新しています。その一方で、就職後の定着がうまく行かず、離職者も増えて
います。
障がいのある人が、自分の意志で就職先を選び、無理なく働き続けられるよう
にするためには、どのような支援が必要でしょうか。今回は、企業の障がい者雇用
の事例を参考にしながら考えてみたいと思います。

法定雇用率の引き上げ

一人ひとりの不安を軽減し
能力が発揮できる場に

厚労省の調査（※1）によれば、民間企

実際に、雇用率を達成し、定着にも成功

ことができる職場づくりが求められてい
るのです。

障がい者雇用で、
会社が変わる

業の雇用状況（令和2年6月1日現在）

している企業においては、障がいのある

は、雇用者数57.8万人（身体障がい者

社員がやりがいを持ってイキイキと働い

障がい者雇用は、企業の義務だとい

35.6万人、知的障がい者13.4万人、精神

ています。そこでは、
「障がい」ではなく

う捉え方もありますが、企業が障がいの

障がい者8.8万人）、17年連続で過去最

「人」を見て、仕事内容や賃金、評価等の

ある社員の特性を理解し、適材適所で、

高を更新しています。ハローワークにお

労働条件のほか、職場の雰囲気や人間関

適切な配慮をすることができたら、活躍

ける障がい者の職業紹介件数について

係など働く環境の課題を検討しています。

できる戦力の一人となるはずです。ま

も、令和元年度の就職件数は、103,163

同じ障がい名や診断であっても、仕事

た、障がい者雇用の取り組み自体が、職

件と11年連続で増加。新規求職申込件

への影響はそれぞれです。季節の変わり

場全体の環境改善や働き方改革にも一

数は223,229件と20年連続で増加して

目に体調を崩し勤務が不安定になるこ

石を投じるかもしれません。障がい者雇

（※2）
います。

ともあれば、対人緊張があってうまく話

用に本格的に取り組むことは、企業と働

令和3年3月より、障がい者法定雇用

せなかったり、感情のコントロールが難

く意欲のある障がい者の両方に利益を

率が引き上げられ（民間企業2.3％、国

しかったりすることもあります。再就職の

もたらし、
この先の人口減少時代、人材

地方公共団体2.6％、都道府県等の教育

場合は、以前の会社でのつらい経験がト

不足状況下にあっても活路を見い出す

委員会2.5%)、さらには対象となる事業

ラウマになっているかもしれません。

ことができるでしょう。

主の範囲が、従業員「44.5人以上」から、

企業には、本人や支援者との対話を

次ページより、障がい者雇用に取り組

「43.5人以上」に広がることで、障がい者

通じて、就職への不安を軽減するととも

む企業の姿勢と工夫をみていきます。

雇用は、今後、ますます進展していくこ

に、できること・できないことを明確にし

とが予測されます。

て、その人が能力を十分に発揮して働く

※1 令和2年障害者雇用状況の集計結果
（令和3年1月15日）
※2 令和元年度障害者の職業紹介状況などの取り
まとめ（令和2年6月22日）

●令和３年３月１日以降の法定雇用率

●大阪市障がい就業・生活支援センターの体験実習プログラムの流れ

法定雇用率

事業主区分
現

行

令和３年
３月１日以降

民間企業

2.２％ ⇨

2.3％

国、地方
公共団体等

2.5％ ⇨

2.6％

都道府県等
の教育委員会

2.4％ ⇨

2.5％
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支援センター
（プランニング）

企業
（業務・現場提供）

①
プレゼン会
（説明会）
の準備

②
地域への
広報

③
プレゼン会
当日

日時・場所の
確保、職場体験
の事前説明
など

プレゼン会
（説明会）
の周知

職場体験の
事前説明

④
職場体験
評価・振り返り

※特集ページの写真については、十分に距離をとるなど新型コロナウイルス感染症拡大防止の対
応を講じたうえで特別に許可をいただきマスクを外し撮影させていただいております。

「間口の広さ」
をブランディングに活かし、
就労の機会を拡大
「面接なし・履歴書は内定後」
で応募が増加

を明らかにし、後半は、
その課題に対する取組
み姿勢を評価します。最

株式会社トーコーは、2017年頃から

後の振返り面談では、最

“あえて面接をしない”採用スキームを

も大切な「ここで働きた

導入しました。以来25人が入社し、現

い」
という本人の意志を

在、全国各地の15の部署で働いていま

確認します。

す。
このような安定した雇用状況の背景

一連の採用活動を成

について、総務部参事・ジョブコーチの

功させる鍵となるのが、 ▲支援者を対象に行われた、障がい者雇用についての講座風景

小澤公嗣さんはこう話します。

支援者との情報共有です。
相談チャンネルを設置しています。

「以前、
メンタルクリニックのデイケア

「どこでつまずきやすいのか、マイナ

利用者向けの出前講座を担当したと

ス情報をオープンにしていただくこと

このほか、良好なコミュニケーション

き、質疑応答で『採用で一番重視してい

で、あらかじめ対処方法を考え職場で

を維持するため、定期的に「先輩の声」

ることは？』
と聞かれ、
『過去の栄光も挫

共有することができます。支援者にとっ

アンケートという形で「もっと配慮してほ

折も問わず、直近１〜２年の生活だけ

て気がかりな点が業務上では問題ない

しいこと・就職してよかったこと」などを

を見ています』
と答えました。
これに対

こともありますし、その逆もあります。企

収集したり、実習生との交流タイムを設

し、終了後のアンケートには『希望がみ

業と支援者、異なる視点から、
『本人の

けるなど、あの手この手で、普段は口に

えた』
という声が多数あり、採用時の形

ために何をすべきか』を深めていくこと

しにくい本音を引き出しています。

式的な面接が、いかに障がい者の最初

で、
より密度の高い実習となります」

「最初は、障がい者雇用のセミナーに

の一歩を阻んでいるかということに気

ちなみに同社では、社員に対して、実

参加すると、他社の事例が素晴らしすぎ

づきました。精神障がい者の場合、働く

習生の障がい等級や診断名は一切伝え

て落ち込むこともありました。
しかし、障

力はあるものの面接で極度に緊張して

ず、業務上、配慮が必要な点のみを具体

がい者雇用への理解度の高さは人材会

しまったり、履歴書で過去を掘り返され

的に示しています。その理由は「障がい

社の強みですし、
スピード感をもって個

フラッシュバックが起きたりすることが

特性を先に知ると、頭でっかちになり、

別に環境調整できることは中小企業の

あります」

人ではなく特性ばかり気にするように

強みです。今後も、
『こうあらねば』に縛

なるから」だそうです。

られず、課題を残しながらも、対話と調

お世話係は、いちばん
話しかけやすい人

整を続けていきたいと考えています。た

同社ではこの経験から
「面接なし・履
歴書は内定後」のスタイルをとり、それ
が支援者の間に口コミで広がり、応募
が増えていきました。

採用成功の
キーポイントは支援者

入社後、障がいのある社員の働きや

とえ2〜3年の在籍であっても
『トーコー
で働いてよかったね』
と思ってもらえる
会社になりたいですね」

すさを考慮して、一人の障がい者社員
に対し、何人かの通称「職場お世話係」

採用活動は、
「 顔合わせ→職場実習

をつけています。役職ではなく、本人か

→振返り面談（いわゆる面接）→採用」

ら「一番話しかけやすい人」をヒアリン

の手順を踏みます。顔合わせでは、緊張

グした上で打診する非公式の係です。

をほぐし、
「実習は安心して失敗して課

「穏やかで何でも受けとめる心のキャパ

題を見つけるところ」
と伝え、不安を軽く

が広い社員たちが、快く引き受けてくれ

します。職場実習では、現時点での適応

るので助かっています」。お世話係が些

力や今後の可能性、職場との親和性を

細な疑問でも確認しやすくするために、

確認、特に中間振り返りで前半の課題

小澤さんと適宜ダイレクトにつながる

DATA
株式会社トーコー
大阪府枚方市上島12-20
●従業員数／約3,750人
●常用労働者数／約2,000人
（障が
い者46人：身体障がい14人、知的
障がい７人、
精神障がい25人）
●主な業務／総合人材サービス業
（障がい者の職種：事務系、作業系
など）
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本人の『やってみたい』気持ちを
育みながら、細やかにサポート
株式会社ハヤシハウジング
ジョブ・コンダクター

体験実習プログラムで
新たな障がい者雇用を実現

島本 ひとみさん

時間はしんどいかな？と思う方も

▲一社に対して、関心のある人たちが支援者とペアで参加

いましたね。わずか1日ですが、短時間

グラムのときから連絡をとっているので

で適応力や変化をみることができ、
『こ

何かと相談しやすいですね」

建物における清掃・保守の総合管理

う教えたらわかりやすいんだ』
という”目

島本さんは、学んだことや気づきをス

を行う㈱ハヤシハウジングでは、大阪市

からウロコ”の気づきもあります。苦手

タッフと共有し、全員が同じサポートが

障がい就業・生活支援センター（以下、

なことがわかっていれば、採用後の研修

できるようにしていきたいとのこと。最

センター）が提供する「体験実習プログ

も組みやすくなります。実習は、いろん

後に、このプログラムの魅力について

ラム」を活用したことで、新たな障がい

な意味でプラスになりました」

話していただきました。

者の雇用を実現させました。

小さな変化も見逃さず
環境改善につなげていく

体験実習プログラムとは、将来的に企
業への就職を希望する障がい者が、自分

「本人がどんな仕事かをわかって、実
習のときに『やってみたい』
という気持
ちがあって来てくれるのが一番大きい

に合った職場を見つけて長く続けられる

後日、体験実習をうけた参加者のひ

ですね。
また、
こちらも、
どんな人かを実

ように、企業が実際に行っている業務の

とりAさんは、今年1月から社員として働

習を通して、
また支援者からの情報で理

一部を切り出して、体験機会として提供

いています。

解することができます。さらには、採用

するというもので、前述のセンターがコ

「驚くほどがんばってくれています。約

後も、多方面からサポートしていただけ

ーディネイトしています。
（詳しくはP.4）。

1カ月が経った今は、自発的に動いて、

る環境が得られるので安心できます。今

「最初は、不安もありましたが、センタ

他のスタッフが忙しそうなときは『手伝

後も、年に1回程度、実施できればと思

います』
と声をかけているようです」

っています」

ーさんに、他社の事例を踏まえながら、
事前説明会（プレゼン会）の準備やチラ

Aさん入社後、島本さんは、さらに床

シづくりなど地域への広報をすべてサ

掃除の手順や掃除道具など環境を調整

ポートいただいたので、安心して進める

することで、負担を軽減していくことに

ことができました」
とジョブ・コンダクタ

力を入れました。

ーの島本ひとみさん。

通常と同じ条件の
リアルな現場を提供

「本人は与えられたことを頑張ろうと
します。
できないことがあったとき、不安
な気持ちを飲み込んでしまわないよう
に、
『 小さな変化も見逃さないように』

昨年秋に行われた同社のプレゼン会

『様子がちがったら声をかけて』
と伝え

には、当事者と支援者のペアで約10人が

ています。場合によっては支援者に尋ね

参加しました。このうち実習希望者は4

ることもあります。支援者とは、体験プロ

●はじめて企業に就職した
Aさん（知的障がい・20代前半）
の感想
「毎日、楽しくて、感謝したり、感動
したりしています。給料が入ったら、
服や靴やかばんを買って、
お世話に
なっている社員さんと一緒にご飯を
食べに行きたいと思っています」

人。最終的には3人が実習へと進みまし

DATA

た。実習先は、同社が清掃・保守管理の
業務を請け負っている現場で、他のスタ
ッフとともに通常業務を体験します。
「最初は、1日3時間程度をイメージし
ていましたが『7時間働いたときにどう
なるか本人が体験した方がいい』
と助
言を受け、その通りにしました。実際、長
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▲現場での清掃

株式会社ハヤシハウジング
堺市東区日置荘田中町352-2
●スタッフ数／約200人
（障がい者雇用6人）
●主な業務／建物総合管理
（関西一
円の建物に対する日常清掃、定期メ
ンテナンスなど）

特集▶障がい者の就労

当事者が自分らしい働き方を
選択するために必要な支援とは？
大阪市障がい就業・生活支援センター 所長

地域全体で、
効果的なコーディネイト型
支援を行うために

前野 哲哉さん

に、障がい者雇用を望む企業からの相談
が、途切れることはありません。ただ、障
がい者の雇用経験がない企業は、雇用
のノウハウや情報に接する機会が少な

ックを企業の担当者から直に受けます。

大阪市障がい就業・生活支援センター

いため不安に思われ「前野さん、いい人

本人にとっては企業の現場を知る貴

では、身近な地域において雇用、福祉、教

紹介してくれませんか」
とおっしゃること

重な機会となり、企業は、参加者のでき

育等、地域の関係機関とネットワークを

も多々あります。
「私がいいと思う人と、御

ること・苦手なこと、仕事に対する意気込

つくり、就業面と生活面にわたる一体的

社にふさわしい人は根本的に違っている

み、人柄などをつかむことができます。
ま

なコーディネイト型支援を行っています。

と思いますよ」
とお伝えしています。

た、支援者にとっても、働くことを通して

コーディネイト型支援とは、現時点で

入社後、
「やりたいことと違った」
という

みえてくる本人の違った一面を知ること

ご本人が最も必要としている支援を、地

理由で、離職されることは企業にとって

域の既存のサービス等で構成しご提案

も損失です。体験実習プログラムを活用

支援者の三者、それぞれにメリットが得

する作業であり、いわゆる公的制度や地

し、
リアルな現場を経て、なお「働きた

られます。現状、当方の体験実習プログ

域の関係事業を何通りも組み合わせて

い」
という人は、すぐに辞めてしまうこと

ラムを採用する企業は、徐々に増えてい

ご提案します。

が少ない傾向もあります。

て、5日間程度の体験実習を毎年四半期

現在のコロナ禍は「希望通りの就職」

体験の直前に、あえて「やめといたほ

は有益です。
このように、
ご本人、企業、

ごとに4〜5回も実施している企業もあり

の実現に大きな影響をもたらしていま

うがええんちゃいますか」
と声をかけるこ

す。一定の知識や技術を学んで就職した

とがありますが、
それでも行こうとする人

これまでの障がい者雇用では、
スキル

ものの職場が「想像と違った」
「うまくや

が、最後まで残っていますね。当センター

を身につけ、ひとつの職場に安定して務

っていけない」などがその理由です。当

の調査では、
プログラムを体験した人ほ

めていただくという暗黙の目標モデルが

方では通常期と比べ、地域におけるコミ

うが、体験しない人たちよりも、定着率が

ありました。もちろんそれは素晴らしい

ュニケーション量が減少してしまったこ

35％高くなっています。たとえ、雇用につ

目標設定に違いないのですが、
そもそも

とが原因の一つだと考えています。一般

ながらなくても、体験実習は、企業がこれ

本来の当事者への就業支援とは、周囲

的に転職希望者には既に一定の経験値

から障がい者雇用を推し進めるうえで、

が好ましい職場などをお薦めすることだ

があり、その求めるものについては、就

多くのメリットがあります。体験といえど

けを指しているではなく、
ご本人が真に

職自体が初めての方とは違うため、応じ

も、理詰めで何が真に大切な部分かを思

自分にあった職場や働き方をみつけて

る支援者にも異なる対応をするための

考に思考を繰り返して考案したのが、当

いく過程そのものを地域全体で整えて

スキルが必要になります。

方が行う
「体験実習プログラム」
です。

いく作業を指すのだと思うのです。
この
過程を経ることで、支援者は、
本人のやり

業や支援者と連携しながら、実際の仕事

本人、企業、支援者が
三方よし を実現させる
支援プログラムの在り方とは

を体験してもらう機会「体験実習プログ

体験実習プログラムでは、
まず、センタ

いき、かつ企業は地域の有望な人材と巡

ラム」
です。

ーが支援し企業がプレゼン会（体験実習

り合えるチャンスに出会うのです。
これか

現場体験は、
最終的な職場定着率を
３５％もアップさせる事実

の説明会）を実施し、企業への就職に関

らもこのような準備を伴う過程を重視し

心のある当事者とその方に最も近い支

た企画などを作り出し、今後、求められる

援者に集まっていただきます。次に、希望

多様な働くスタイルの実現をさらにバッ

者が1〜8日程度、実際の業務に従事し、

クアップしていきたいと考えています。

こうした相談者の多様化に応じ、
「本
人さんらしい働き方」を見つけていただ
くことを目的として提供しているのが、企

一方で、法定雇用率の引き上げを背景

ます。

たいことを探り当てることが可能になり、
ご本人は『将来はこうなりたい』
という意
志を導き出しながらそれを強固にして

体験終了後、参加者が求めるフィードバ
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大阪市のモデル事業●「介護の職場

担い手創出事業」

新たな人材「アシスタントワーカー」
アシスタントワーカーとは、介護施設で部屋の掃除、食事の片付け等、
直接介助に携わらない作業を担う 介護現場の新たな人材 です。
等の環境整備業務を行っています。

事業開始から1年を迎えて

1年間の取組みの総括として、本年1月に実施した3施
設へのアンケート調査からは、アシスタントワーカー導入
に向けて実施した、業務の明確化と役割分担、手順書の

介護分野の人材確保に向けた新たな試みとして実施
してきた「介護の職場

担い手創出事業」が、令和2年4

月のスタートから1年を迎えました。

作成、OJT（職場内で行う教育・指導）の仕組みづくり等の
取組みが施設の業務改善につながり、また、アシスタント
ワーカーの導入によって、施設に新たな人材が参入し、

本事業では、住吉区の3施設がモデル事業所として参

介護職員の負担軽減や利用者支援の時間の増加につな

画し、各施設のリーダー的介護職員が管理者や介護職員

がったほか、施設内のリスクマネジメントにも寄与する

からの応援やサポートを受けて、
「とにかくまずはやって

等の効果が見えてきました。

みる」といった姿勢でアシスタントワーカー導入に向け
た取組みを進め、初めてのWEBによる求人イベントに
チャレンジする等、試行錯誤を繰り返しながら事業を進

令和３年度〜更なる取組み〜

めてきました。その成果として、現在、各施設に2人のアシ
スタントワーカーが勤務し、主にシーツ交換や物品補充

令和3年度では、新たな人材の参入や業務改善等に効
果が見られたアシスタントワーカーの導入や、導入に向
けた取組みを多くの施設・事業所に実施してもらえる仕
組みづくりに向けて、更にモデル事業を進めていきます。
令和3年度のモデル事業では、住之江区から3施設、生
野区から3施設の計6施設の協力を得て、アシスタント
ワーカーの導入プロセスの汎用性に視点をおいた取組
みや、介護分野への多様な人材の参入に向けた募集・採
用活動等を実施する予定です。

● ア シ ス タ ントワ ー カ ー 募 集 ●
次の2施設では、引き続きアシスタントワーカーの募集を行っています。詳細は各施設へお問合せください。
なお、特別養護老人ホームウェルネスあびこについては、募集を終了しています。

社会福祉法人

四恩学園

社会福祉法人 ライフサポート協会

ふれ愛の館しおん
地域密着型
特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム
なごみ

〒558-0011 大阪市住吉区苅田4丁目3番9号
a06-6606-8400 b06-6607-2511

〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東5丁目10番15号
a06-6676-0753 b06-6676-4006
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図書・資料閲覧室からのお知らせ
図書・DVD新着情報

図書紹介

DVD 紹 介

「事例に学ぶ 介護リスクマネジメント
事故・トラブル・クレーム対応 ６０のポイント」

「自閉症とともに 自閉症の理解と支援 第1巻〜第3巻」

山田 滋 著 中央法規出版 2020年

第１巻 自閉症とともに生きる 48分
自閉症とともにおだやかに暮らす当事者と、その周囲の人たちの日
常を紹介。自閉症を理解するための、はじめの一歩となる映像。
第２巻 自閉症の人を理解する 28分
自閉症の人とよい関係をはぐくむためには、まず、自閉症の人の
『学習スタイル』
（独特な考え方や学び方・感じ方）
を知る。
第３巻 自閉症の人を支援する 38分
『アセスメント』をもとにし、おだやかに過ごせるように環境を整え、的
確に情報を提供していくことが大切。支援の方法を具体的に紹介。

介護現場では、対策をとっていても、事故をゼロ
にすることが難しい。そして、事故の対応を誤る
と、利用者に危険が及ぶだけでなく、家族からの
クレームや訴訟に発展してしまうこともある。本
書では、現場でよく起こる事例をもとに、事故の
予防やクレーム対応に必要なノウハウを解説。

「イラストで理解する
ケアマネのための薬図鑑」

東京サウンドプロダクション 2019年

利根川 恵子 ほか 著
中央法規出版 ／2021年

感染症や糖尿病など各疾患の仕組みと薬の働
き、副作用、支援のポイント等をイラストや図表
とともにわかりやすく解説。薬の基礎知識、薬
を観察するポイントも掲載。

大阪市社会福祉研修・情報センター2階の図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書・DVD・ビデオなどを、
無料で貸出しております。
（認知症、介護技術、手話のDVDや、福祉関係の雑誌などが充実しています。）
開室時間／月曜日〜土曜日 午前９時３０分〜午後5時
休 室 日／日曜日・祝日
（土曜日は除く）
・年末年始
利用資格／貸出し期間
（２週間）
内に、来館しての返却が可能な方
506-4392-8233

大阪市社会福祉研究 第44号「研究論文」及び「実践報告」募集
年刊研究誌
「大阪市社会福祉研究」
では、市内で社会福祉の実践を行っている団体、グループ及び個人が
自発的に研究活動を行い、その成果をまとめた
「研究論文」
及び
「実践報告」
を募集します。
【応募方法】
【募集範囲】
所定の応募用紙により、5月31日
（月）
①大阪市社会事業施設協議会に加盟する各施設の職員
までに下記センターへ「応募用紙」
を
②大阪市社会福祉協議会及び各区社会福祉協議会の職員
お送りください 。原 稿 の 締め切りは
③大阪市福祉局・こども青少年局及び各区保健福祉センターの職員
7月20日（火）
とし、提出論文から編集
④大阪市内で社会福祉の実践を行っているグループ、個人などで
委員会にて掲載論文を選定し、掲載候
大阪市社会福祉研修･情報センター所長が認める者
補となったものについて、あらためて
※いずれも、個人による研究のほか、グループによる共同研究・
「執筆依頼」
を送付します。
執筆も可とします。
【そ の 他】
【原稿内容】
①
「大阪市社会福祉研究」
への提出論
①テーマは
「社会福祉」
の範囲とします。
文については、政治的・宗教的活動
②研究論文、研究ノート、実践報告等、福祉の実践のうえで生起
に使用しないこととします。
する諸問題について、その解決のための示唆や方向づけを与
②
「大阪市社会福祉研究」
に掲載された論文及び実践報告に
えるものとします。
ついて審査し、優秀と認められた場合に、同心会より研究奨
③原稿は、未公開
（未発表）
のものに限ります。
励賞、
研究努力賞、
会長賞が授与されます。
【原稿字数】
※
「応募用紙」
は、
ホームページのお知らせ欄よりダウンロー
参考文献･図表等も含め、
１８，
４００字以内
（パソコンで作成され
ドできます。
た原稿）
とします。

大阪市社会福祉研修･情報センター

●申込先・問合せ先▶ 〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20

7kensyu@shakyo‐osaka.jp

a06-4392-8201
b06-4392-8272
dhttps://www.wel-osaka.com
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福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程

令和３年度
大阪市社会福祉研修・
情報センター研修体系

社会福祉の基本と対人援助

スーパービジョン研修

基本研修

メンタルヘルス研修

リスクマネジメント研修
組織運営・管理研修

よこいと座談会
（職員フォローアップ研修）

多職種連携・地域協働・地域課題の発見と解決に向けた研修
障がい福祉関係研修

福祉専門職研修
専門研修

高齢福祉関係研修
認知症介護研修
介護職員研修

社会福祉施設職員人権研修

福祉従事者向け研修

大阪市福祉人材養成連絡協議会会員提供講座
地域福祉推進者研修

地域福祉活動者研修

地域福祉推進リーダー研修

潜在的有資格者復職支援事業
福祉人材確保支援事業

子育て世代等新たな担い手福祉啓発事業
求人・広報力向上研修

福祉人材受入・定着支援研修
「外国人労働者に関する研修」
社会福祉講演会

いきいきライフセミナー
（新設）
社会福祉史の市民講座

市民向け講座

市民のための認知症研修会
介護実習講座

※研修計画
（全体）
はホームページ
（https://www.wel-osaka.com）
に掲載します。

主な研修予定

自助具製作体験講座

※集合研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応のため、おおむね会場定員の50％とします。

●令和３年度 福祉従事者向け研修
研修名

内容
（ねらい・目的）

実施回数
（日数）

定員
（人）

実施時期

受講料
（円）

組織運営・管理研修

接遇マナー・電話応対

利用者・家族との信頼関係を築くのに必要な、
好感をもた
れる丁寧な応対を実践的に学ぶ

1回(1日)

36

５月21日

3,000

相談面接の技術

援助関係の本質を知り、面接の技術を磨き、対人援助活
動をよりスムーズに行うために、的確で好感をもたれるス
キルを演習を交えて実践的に学ぶ

2回
(各1日)

30

10月19日
11月 2 日

未定

コミュニケーション研修

利用者や職場の同僚・上司との関り方、家族との関係など人
との付き合い方の効果的な方法・技術を楽しく身につける

2回
(各1日)

各30

8月11日
8月18日

各1,500

1回(1日)

36

6月21日

3,000

1回(5日)

20

6月 3 日
6月17日
7月 1 日
2月10日
2月17日

15,000

1回

50

７月

1,500

観察の視点を活かして、記録の必要性、的確性、活用方法
など、
ケアに活かせる実践的な記録方法を学ぶ

1回(1日)

20

６月２４日

3,000

立ち上がりから移乗の介助方法など、お互いに負担のな
い
「持ち上げない」
介護技術を学ぶ

1回(1日)

20

６月１０日

3,000

ファシリテーション研修

場を活性化し、
メンバーそれぞれの持ち味を活かすファ

シリテーションの技術を学ぶ

協働・地域課題の

多職種連携・地域

発見と解決に向けて

子ども

社会福祉施設職員の
地域福祉実践講座

地域の中で暮らす人の自立生活を支援するため、地域住
民との協働を、福祉施設職員として、いかに実践していく
のかの具体的手法を学ぶ

NEW

新型コロナウイルス感染症により、子どもや子育て家庭
に様々な課題や問題が生じている。孤立し不安やストレ
スを抱え、子どもにも気になる行動面の変化が生じてい

コロナ禍で見えてきた子ども・
子育て支援の課題
（仮称）

NEW

介護職員

介護援助の基本編
「介護職のための記録の書き方」
NEW

介護援助の技術編
「ステップアップ介護技術」〜移動編〜
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る。子ども達の生活を巡って、学校・家庭・地域社会はどの
ように協働を図ればよいのか、
コロナ禍であるからこそ
連携や支援について改めて学ぶ

●令和３年度 市民向け研修
研修名

実施回数
（日数）

内容
（ねらい・目的）
大阪には全国でも先駆的な福祉実践が多く存在する。そ

れらに取り組んできた先達から学び、今後の大阪の福祉

社会福祉史の市民講座

について考える機会を設ける

介護を初めて行う方が、介護への認識・興味を深め、基本

入門コース

となる簡単な介護を学習する

2回

各24

(各1日)
4クール

16

（各3日）

介護実習講座

介護技術・知識の復習や、向上をめざしてテーマごとに学

ステップアップ
（応用）
テーマ別コース

ぶ (テーマ：移動①、移動②、排泄・着脱介助、食事介助、応

介護者のための介護食講座

介護者のために短時間で、簡単にできる調理法や介護食
について学ぶ

急手当、口腔ケア

介護技術講座
〜持ち上げない介護技術を学ぼう〜

定員
（人）

身体への負担を軽減する福祉用具を用いた、介護者のた

めの持ち上げない介助方法を学ぶ

2回

（4〜6テーマ）

16

1回(1日)

20

1回(1日)

15

受講料
（円）

実施時期
①8月28日

無料

②未定

6月5日・12日・19日
7月7日・14日・21日
9月8日・15日・22日
10月2日・9日・16日

8月3日・5日・17日・19日

11月6日・13日・20日・27日

各500

各100

10月

無料

9月または

100

10月

※日程、
内容に変更がある場合がございます。

地域生活
向上教室

大阪市では、統合失調症等の精神疾患のある方を対象に、基本的な生活習慣を整え、社会生活
に必要な健康管理やコミュニケーションのスキルを身につけ、地域で自分らしく安定した生活が
できることを目的とした
「地域生活向上教室」
を実施 しています。

●体力をつけたり生活リズム
を整えたい！
●気持ちや考えを上手に伝え
られるように練習したい！
●人と関わるのが苦手…
安心して行ける場がほしい！

ぜひご参加ください！ 見学からでもOKです！

無料

【対象者】
統合失調症等の精神疾患がある方
【実施場所・実施日時】
お住いの区保健福祉センターで月1回実施
※実施日は各区にお問い合わせください

【内容
（プログラム）】
運動、
手工芸、
レクリエーション、生活技能訓練
（SST）等
※お住いの区によって内容は異なります

各区保健福祉センター連絡先
（お申込み・お問い合わせ）
「06‐●●●●-9968」
●●●●の部分にお住まいの区の4ケタ番号を入れておかけください。
局番
局番
局番
区名
区名
区名
6774
6313
6267
北
中央
天王寺
6647
6882
6532
都島
西
浪速
6464
6576
6478
福島
港
西淀川
6308
6466
4394
此花
大正
淀川
受付／月〜金曜日9:00〜17:30（祝日・年末年始を除く）

区名
東淀川
東成
生野
旭

局番
4809
6977
6715
6957

区名
城東
鶴見
阿倍野
住之江

局番
6930
6915
6622
6682

区名
住吉
東住吉
平野
西成

局番
6694
4399
4302
6659

〈ご注意〉◆新型コロナウイルス感染拡大等により中止する場合があります 。事前にお問い合わせください 。

第15期市民後見人養成講座 受講事前オリエンテーション
判断能力が十分でない人の権利を守る
「成年後見制度」
において、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう身近な立場で支援する
「市民後見人」
を養成するため、社会貢献への意欲と熱意のある市民の方を対象に
「市民後見人養成講座」
を開催します。令和3年7月からの本
講座の受講申込みにあたり、事業の趣旨をご理解いただくためオリエンテーションを開催します。

対 象／大阪市在住または在勤で社会貢献に意欲と熱意のある２４歳以上６８歳以下の方
（令和3年３月３１日現在）
※後見業務の養成研修を実施する団体に所属している方、
または親族以外の方の後見人として活動している方は対象となりません
日時・会場／第１回 ５月12日
（水） 午後２時〜４時 大阪市立住まい情報センター
（北区）
第２回 5月15日
（土） 午後2時〜４時 大阪市社会福祉研修・情報センター
（西成区）
第3回 ５月19日
（水） 午後6時30分〜8時30分 大阪市立住まい情報センター
（北区）
第4回 ５月22日
（土） 午後2時〜4時 大阪市立住まい情報センター
（北区）
内 容／①成年後見制度の概要と市民後見人の役割
②市民後見人養成講座の受講について
定 員／第1・3・4回は各回100名、
第2回は36名
（先着順） 参加費／無料
申込方法／住所、氏名、年齢、
電話番号、参加希望日
（第１・２・３・4回のいずれか）
を記載のうえ、
ハガキ・FAXまたは
メール
（yousei@shakyo-osaka.jp）
でお申し込みください。※締め切りは各日程の２日前。
申込先／大阪市成年後見支援センター 〒557-0024 大阪市西成区出城２-５-２０ a06-4392-8282 b06-4392-8900
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健康生活

応援グッズ

大人女子は注目！
40歳代からの骨事情

入浴を安全に
浴槽への出入りや浴槽内での
姿勢保持をサポート

女性は閉経後急激に骨量が低下します！

●ライフステージごとの骨粗しょう症対策

（厚生労働省「骨粗しょう症予防マニュアル」より改編）

若い時に骨量
を増やしておく
ことが大切

骨量の維持

男性

骨
量
の
相 より高い
最大骨量
対
値

女性ホルモンの減少
に伴って骨量が減少
します

女性

●入浴グリップ ユクリア
転倒予防を含めた骨折予防

10

20

30

40

50

大阪市骨粗しょう症検診

無料

70 (歳)

座面がはね上がる入浴台
浴槽への出入りをより安心に

詳細は
こちら▶

対 象／18歳以上の大阪市民
方 法／ＱＵＳ法
（超音波）
または下記まで
日 程／「大阪市ホームページ」
場 所／各区保健福祉センター等
申 込／予約制。下記までお電話ください。
近くて便利

60

幅広い浴槽に対応する工事不要の浴槽手すり。対
応する浴槽のフチの厚みが4.5〜13cmで湾曲した
浴槽の端にも設置しやすく、最大で体重100kgの
方まで使用できる安心設計。

裸足になって
片足を
入れるだけ

夜間・休日も実施あり

結果はその場で

問い合わせ・申し込み先 各区保健福祉センターの電話番号は『４ケタ△△△△-９８８２』です
北
区
中 央 区
天王寺区
東淀川区
城 東 区
住 吉 区

６３１３
６２６７
６７７４
４８０９
６９３０
６６９４

都 島 区
西
区
浪 速 区
東 成 区
鶴 見 区
東住吉区

６８８２
６５３２
６６４７
６９７７
６９１５
４３９９

福 島 区
港
区
西淀川区
生 野 区
阿倍野区
平 野 区

６４６４
６５７６
６４７８
６７１５
６６２２
４３０２

此 花 区
大 正 区
淀 川 区
旭
区
住之江区
西 成 区

６４６６
４３９４
６３０８
６９５７
６６８２
６６５９

胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診

その他にも検診を実施しています！ 子宮頸がん検診・乳がん検診・歯周病検診
9大阪市健康局健康づくり課
（成人保健） a06-6208-9943

●バスボード はねあげくん
自立入浴から介助入浴まで幅広い方の入浴をサ
ポート。グリップを握るのが難しい方でも、グリッ
プに手のひらをのせてプッシュアップすることで、
身体を移動させることができます。

コンパクトなのに
座りごこちひろびろ

今月の自助具

水栓延長レバー
主な適応疾患・対象者▶
車椅子に乗った状態で、水栓レバーに手が届かず操作することができない人
機能・特徴▶
既製の水栓レバーに、延長レバーを取り付
けることで操作が可能となる
使用者の手が届く範囲を計測して、形状設
計されたものである
既成の水栓レバーの上下に２枚の板を挟
み込み、
ネジで固定するだけで延長できる
使い方▶
延長レバーを操作して水を出すことがで
きる

資料提供・問合せ▶特定非営利活動法人 自助具の部屋
ab06-4981-8492（月・水・金 10：00〜15：00）
NPO自助具の部屋ホームページ▶
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●ユニプラス コンパクトシャワーチェアー

全幅は従来のコンパクトタイプのサイズでありなが
ら、肘かけ内寸はミドルタイプのサイズなのでひろ
びろと座ることができます。

問合せ
公益社団法人
関西シルバーサービス協会 事務局

〒542-0065

大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター内

a06-6762-7895 b06-6762-7894
dhttp://kansil.jp

〔広告〕

カタチ
にする

プロ
パンフレットやカタログなど、
作りたいものがカタチにならず困っていませんか？
当社なら企画から取材・撮影・デザイン・
印刷・納品にいたるまで、各専門スタッフが、

お客様のイメージをトータルでカタチにします。
※詳しくは下記までご連絡ください。

〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1-23 丸丹ビル306号
（06）
6358-1011 E-mail：info@ad-emon.com
TEL：
（06）
6358-1010 FAX：

〔広告〕

大阪市社会福祉研修・情報センター

福祉
職員の

メンタルヘルス相談
相談・予約電話

ハローサンキュー

06-4392-8639
7k-kanri@shakyo-osaka.jp

予約方法 上記番号へお電話ください。
平日 9時30分〜21時 土・日 9時30分〜17時

お気軽にご相談ください。秘密厳守
疲れやすい、やる気が出ない、眠れない、対人関係がうま
くいかない…など、仕事上のストレスなどから生じる悩み
の相談窓口です。ご本人だけでなく、同じ職場の上司や
同僚の方から相談いただくこともできます。
●対
象
大阪市内在住又は市内にお勤めしている福祉職員
●相談方法／電話または来所
（まずは、ご予約ください）
●相談日時／毎週土曜日と第1・3水曜日
土曜日の場合は、祝日も実施
（年末年始は
休み）
いずれも午前9時30分〜午後4時
●相 談 員／臨床心理士 ●相 談 料／相談無料
来所による相談に加え、大阪市内の社会福祉施設への
福祉職員対象のメンタルヘルスに関する出張研修を始
めました。
（追加で個別相談も可能）
センターにご相談ください。a06-4392-8201
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開館時間／午前9時から午後9時まで
（土・日曜日は午前9時から午後5時まで）
図書・資料閲覧室は午前9時30分から午後5時まで
（月〜土曜日）
休 館 日／国民の祝日
（土・日曜日と重なる場合は除く）
、年末年始
（12月29日〜翌1月3日）

大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内
項

目

直通電話番号

会議室など利用の問合せ

０６‐４３９２‐８２００

研修関係の問合せ

０６‐４３９２‐８２０１

図書・資料閲覧室の問合せ

０６‐４３９２‐８２３３

お問合せ時間
午前９時〜午後９時（土・日曜日は午後５時まで）
（会議室の申込・お支払いは午前９時３０分〜午後５時）
午前９時〜午後５時
午前９時〜午後５時

検索

国道4

3号線

スズキ自動車

Ⓟ
市営
出城東住宅

ニトリ

出城郵便局

Ⓟ 長橋
ほっかほっか亭
Ⓟ
Ⓟ

大和
中央
病院

鶴見橋商店街

■会議室等の使用料
利用できる貸室および料金は、次のとおりです。ご予約は利用日の6か月前からです。

4
階
5階

利用人員のめやす

会議室
会議室 東
会議室 西
介護実習室
演習室
大会議室

前

午

9：30〜12：30

48
16
24
16
8
72

後

5,100
2,600
3,800
7,600
1,300
7,700

※新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のために利用人員のめやすに制限をかけています。ご了承ください。

交通／ご来所には［大阪シティバス］
［JR］
［地下鉄］
をご利用ください
大阪シティバス

52系統（なんば 〜あべの橋）

JR大阪環状線・大和路線

「今宮」駅から徒歩約10分
地下鉄・四つ橋線・御堂筋線

「花園町」駅（①・②出口）から徒歩約15分
「大国町」駅（⑤出口）から徒歩約15 分

夜

間

18：00〜21：00

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

全

日

9：30〜21：00

11,400
5,800
8,600
17,100
3,000
17,400

所 在 地 ／〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号
設 置 主 体 ／大阪市
運 営 主 体／
（指定管理者）
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
電
話 ／a06-4392-8200
（代表）
ファックス ／b06-4392-8206
U R L ／https://www.wel-osaka.com

「ウェルおおさか」
に広告を掲載しませんか
〔テーマ〕
いじめ問題

人権啓発キャッチコピー

詳しくはお問合せください…▶大阪市社会福祉研修・情報センター
a06-4392-8201 b06-4392-8272 7kensyu@shakyo-osaka.jp

ありがとう。 みんなえがおに なるまほう。
たか ぎ

な

の

髙木 菜望さん（令和元年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー 小学生（低学年）の部 優秀賞）

制作協力：
（株）アド・エモン

「長橋二丁目」バス停すぐ

（単位：円）

13：00〜17：00

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

①

大阪市社会福祉研修・情報センター

室区分

午

花園町

②

発行部数 36,000部

※ＦＡＸでの申し込み可能な期間は、利用日の6か月前の午前９時３０分から利用
日の３日前までです。
※当分の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用条件を変更してい
ます。
詳しくは、
ホームページの「貸室のご案内」をご覧ください。

26

号線

大阪シティバス
長橋二

南開

ファミリーマート

2021（令和3）年4月1日発行

いすゞ自動車
交番
公園

国道

a06-4392-8200
b06-4392-8206

南開西

ナニワ
交通

地下鉄四つ橋線

利用日の6か月前（6か月前の同じ日）から、電話や窓口で予約いただいたうえ、
所定の用紙で申し込みください。
受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

高齢者
在宅支援
センター

Ⓟ
市営
中開東住宅

ガソリンスタンド

日産自動車

2 利用申込の受付は6か月前からです。
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国道
25号線

⑤

2021.4

ホームセンター
コーナン

空室状況は、
ホームページの「貸室のご案内」→「空室一覧」に、
ＰＤＦで6か月分掲載。

大国町

西出口

）
線
路
和
線 大
状 線（
環 本
JR 西
関

1 空室状況をホームページに掲載しています。

JR

宮
今

なにわ筋

貸室ご利用の皆様へ

時間区分

大阪の福祉を知る
みんなの情報誌

CENTER INFORMATION

