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■ 烏山東風の会 第 3回講演会＿「就労支援の現場から」 ■ 

 去る 8 月 27 日（土）烏山区民センターにて、第 3 回講演会を開催いたしました。今回は、前回のア

ンケートで要望が多かった「就労」を取り上げました。当日は、86 名と多くの方に参加して頂きました。

厚く御礼申し上げます。 

 今回の講演者には、具体的に相談でき今後にもつながる方をということで選任いたしました。ご存知

の方も多くいらっしゃると思いますが、講師の石井さんは、発達障害者の就労支援に長年従事し、多く

の著作を出している方です。講演の冒頭にお話しされていましたが、石井さんは就職相談として 700～

800 名の方に応じ、また約 1000 社の会社の人事の方とお会いしていたとのことです。今回の講演では、

その経験のもとに、実例を多く挙げながらお話しくださいました。出席者は、今後に向けて何かしらの

ヒントが得られたのではないかと思います。 

 当日講演に参加できなかった方のため、東風の会図書室に講演を記録した DVD がありますので、貸

出し希望の方は申し込み願います。また、講演で使用したパワーポイントは Adobe_pdf に変換しました

ので、烏山東風の会ホームページ会員専用ページよりダウンロードできます。 

 講演は 1 時間半、質問 30 分という短い時間でしたが、講演終了後にもその場で多くの方へ個人相談

が行われ大変有意義な講演会でした。また発達障害支援事業所の安尾さん（さらぽれ塾）も来場し相談

にも応じて頂きましたので、就労に向け多くの情報を提供できたかなと思っております。 

■ 講演を振り返って  ■ 

それでは、講演の内容をいくつかご紹介します。 

 ❑発達障害のある方からの相談は、リーマンショック以降増加している。 

  また障害者支援法が改正になり、企業からは障害者雇用の進め方や 

  どのような仕事を用意したらよいか、また求職者からは、自己 PR 

の仕方、履歴書の書き方・面接の受け方等就職相談を受けることが 

あり、私どもは両者のマッチングを図っている。 

❑就労は、バブル崩壊以降、日本経済の失速、グローバリゼーションの影響等で日本の雇用環境＿企

業の採用基準・日本的雇用、新規学卒就職モデル＿が変化し就業状況が厳しくなってきている。正

社員は厳選採用で新卒でも社会人のマナーを身に着けていることが求められている。就職の際の基

礎能力（コミュニケーションの能力・職業人意識・ビジネスマナー等）が要求されているため、未

経験者は「働く力」をつける研修プログラムで力をつけることも考慮したほうが良いのではないか。

若者正社員チャレンジ事業、就活予備校、横浜・練馬若者サポートステーションの利用等がある。 

❑発達障害者の就職活動がうまくいかない原因として、やりたい仕事がわからない、興味を持てる会

社がない、イメージがつかめない等々の理由が挙げられるが、準備をすることで対応は可能です。 

 その準備として就労移行支援事業所の活用も考慮したほうが良い。コミュニケーションする中で、

自分が経験していないことへのアドバイス・情報が得られる。 

特に発達障害の特性として拘りが強いというものがあるが、その特性を客観的に指摘してくれる場

は必要で、就職活動に対する支援者のポイントは、一方的に支持するのでなく本人の話をよく聞き、



家族会通信 No.36 (平成 28 年 9 月) 烏山東風の会(からすやまこちのかい)発行 

- 2 - 

 

理由をつけて提案し、時間をおいて本人に決断させるというものですから、安心してほしい。 

❑講演では、実際の就労活動の事例を 9例話されましたが、いくつか紹介します。 

 事例１：一般枠から障害者雇用枠へ＿ 広汎性発達障害の方 

筆記試験は合格するが最終面接でいつも不合格であったが、障害者雇用枠に応募を切り替え   

面接練習および応募企業の絞り込み等のアドバイスを受けた。その結果、率直さ、真面目さ

が認められ大手企業の内定にこぎつけた。 

 事例３：要約し記載する＿アスペルガー症候群→事務職希望の女性 通院に理解のある職場を希望 

     履歴書の作りこみとアドバイス、面接練習と振り返り、EXCEL の技術習得を実施し、無事

事務職に採用された。その際作成した履歴書と添削後の例から、発達障害者が陥りやすい「心

配なのですべて伝えてしまいたい」という特徴を解説されました。 

     最初の履歴書                添削後 

                   

                 ⇒ 

 

 

 

採用する側としては、業務に関わる資格の情報が必要なので添

削は採用する側の視点で見ていることが分かります。多くの家

庭ではこのように添削を行うことは難しいのではないでしょ

うか。第３者を介在させるメリットがあると思います。 

事例６：適性に合わない職業選択＿ アスペルガー症候群の方 

      この事例は、優しい性格だから向いているのではと家族に言われ福祉業界に就職したが、作

業の性格上沢山の作業を早くしなければいけないためミスを多発してしまい作業を外された。

こだわりがあっても適性に合わないと挫折する例であり、自分の適性を客観的に判断する必

要性を解説されてました。 

    下記は、発達障害の人に適する仕事や特性を生かせる業種の例も挙げられております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例９：初めての就労と受け入れ態勢＿ 広汎性発達障害の方 

不安が強く、自己 PR が書けない。一般枠での就職活動不調で大学院中退。１週間の実習後、

就労。外部支援者との定期面談。就労時間も６時間から初めて今は８時間労働している。 

就労してからも月１回外部支援者との面談を行い、内容を共有している。 

最後に雇用定着に必要なこととして下記の点を挙げられました。 

・適性に合う仕事を選択する。そのためには多種多様な仕事を知ることが第１歩。 

 ・適性に応じた配慮を依頼したり、うまくいかないときの配慮を依頼したり、環境調整を行う。 

 ・就労後も相談の窓口を持つ。支援者（理解者）とのつながりが定着へのカギになっている。 
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関心があるテーマ（就活状況… 

就労の形（バイト、継続等） 

子供の就労 

発達障害の自己啓蒙 

誘い（親、妻等） 

0 5 10 15 20

0 10 20

家族への支援 

就労・雇用継続等 

親亡き後・自立 

発達障害者への教育・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

講演終了後、先生は、「ひとりひとりの状況が異なるのですべての方に満足する対応はできないかも

しれないが、少なくとも道があることを知っていただくきっかけになったら幸いです」とおっしゃって

いました。色々な可能性を探す努力の必要性を感じた次第です。 

■ アンケート ■ 

講演会終了後、アンケートを皆さんにお願いしましたので、ここに概略の報告をします。 

記述式で記載していたアンケートを纏めましたので、大まかな傾向とみて頂ければ幸いです。 

・質問１＝出席の動機            テーマが就労なので、就活に向けて当事者とご家族の 

方ご一緒の出席が多く見受けられました。また、周り

の理解を得るためにどうしたらよいかという方策を勉

強したいという方もいらっしゃいます。その他、これ

から就活するので発達障害を取り巻く状況について知

っていたほうがいいという方ことで出席なさった方も

いらっしゃいました。 

 

・質問２＝出席しての感想       

講演は時間が限られていますので、就労支援の現場の 

実例を多くということでお話しくださいました。その効 

果があったかなと思える回答でした。ページ数の関係で 

配布資料に実例が掲載していませんが、ホームページに 

掲載していますのでダウンロード願います。 

百人いれば百通りの対応の仕方があるわけで、その全て 

は説明できないと思いますので、今回のことをきっかけ 

になり何かしらの道があると思っていただけたらと思 

います。 

・質問３＝今後の要望           

雇用定着後のこと、就労している人の実際の話・就労 

して困った時の対応、発達障害をどのようにして受容

していくべきなのか等様々な要望がありました。東風

の会では、会報の発行とともに講演会の開催は大きな

行事です。そのためできるだけ皆さんの役に立つ情報

を発信できるようにしたいと考えています。 

・質問４＝ご苦労なさってること一つ    

就労の継続性と共に、家族間のコミュニケーションのあ

り方について多くの方の悩みが記入されていました。 

なお講演の中から、解決とまでは行かないが対応のヒン

トが得られたという方もいらっしゃいました。今後の行

動のきっかけになればと思います。 

 

                      （TS） 

最後に、講演で紹介した就労移行支援事業所の連絡先は、下記の通りです。 

 さら就労塾：千歳台事業所 03-6424-5455      池袋事業所  03-5944-9123 

       秋葉原事業所 03-6806-0350      横浜事業所  045-440-5557 

       WEB：http://sarapore.jp/seminar/ 
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大学生中心お話しで少し不満・ 

レベルの高い人への話と思った 

配布資料が不足 
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～何でもお話下さい。 

心の壁紙の色と模様を替えてみませんか～ ■「烏山東風の会」今後のスケジュール■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会費振込のお願い■ 

この会報誌は「烏山東風の会」に入会している方にお配りしています。１０月より下半期になります

ので、下半期の会費をまだお支払いになっておられない方は、半年分３０００円を、以下のいずれかの

銀行口座にお振り込みいただくようお願い申し上げます。 

① 三菱東京ＵＦＪ銀行 永福町支店 （普）０１０６５５０「烏山 東風の会 会計 黒田邦夫」 

② ゆうちょ銀行    記号・番号：１００００－２９５７６５２１「烏山東風の会」 

＜ゆうちょ銀行同士の場合に、この記号・番号が使え、月 3 回までは振込手数料はかかりません＞ 

 お問合わせ：黒田邦夫 ０９０－４１７３－７６０４ 

 

  

デイケア写真館 

9月 2日にデイケアで夏祭りが開催されました☆。プロジェクト K

が 2か月前からデイケアのメンバーの皆さんに楽しんで頂けるよう、

デイケア内を夏祭り仕様に装飾したり、イベントを企画したりと準

備をしてきました。当日はたくさんの方にご参加いただき、メイン

イベントのバンド演奏、盆踊りや玉入れゲームは大盛況！皆で体を

動かした後は素敵なお茶会が用意されていて、フルーツゼリーを食

べながら皆でミニゲームをしました。お茶を飲みながらお話をする

中で、メンバー同士の親睦も深まったようです。一生懸命準備をし

て下さったプロジェクト Kメンバーの皆さんのおかげで楽しい夏祭

りの思い出ができました！（S.S） 

 

■世話人会       １０月８日(土) １０月２２日(土) 午後１時３０分～午後５時 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

■家族相談会      １０月２０日(木) 午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 発達障害医療研究所セミナー室 

お問い合わせ：烏山東風の会 携帯 080-3009-1200  kochinokai@softbank.ne.jp 

■女子会        １１月２６日(土) 午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

お問い合わせ：高柳 携帯 090-2565-5030 

■第 15回「しゃべり場」１０月２２日(土)午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

❑ 「しゃべり場」は、発達障害を抱える本人や親たちが持つ不安や問題点を話し合い、社会の中でよりよく
生きるための様々な情報をお互いに共有化することを目的としています。

❑皆さんが、より深くお話しできるように「家族のつどい」より多めの3時間行います。

❑今回のテーマ：「各年代別に日常的に悩んでいること、どう対応したら良いか。」
年代別にグループを構成し、各ご家庭の実情に沿った形で話しあいをおこないます。皆さん相互のきたんのない

お話しにより、講演会などで得られない情報を得ることが出来たら
良いと考えています。

■場所＿烏山病院リハビリテーションセンター
■参加費＿無料
■参加資格＿烏山東風の会 会員及び家族のつどい参加者の保護者

※当事者本人の参加は、ご遠慮願います。
■申し込み＿烏山東風の会ホームページ問い合わせコーナー
又は℡：080-3009-1200 メール：kochinokai@softbank.ne.jp

※当日の急遽参加も可ですが、なるべく事前に申し込み願います。
■グループ分けは、当日行います。
■飲み物は、各自ご用意ください。

平成28年10月22日（土）
午後1時受付
PM1:30~PM4:30


