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法人代表より挨拶
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月 2 3 日に東京オリンピックの開

ろ私たちが行っている障がいのある方

会式が実施され、8月に入っても

への様々な就労支援サービスの提供に

各競技無観客を前提に熱戦が繰り広げ

ついて、対象となる方をはじめとする

られています。おそらく、興味のある

多くの関係する方々には、一体どの様

競技については、皆さんもご自宅でテ

に映っているのであろうか。然るべき

レビ観戦されているのではないでしょ

説明責任を果たし、そして提供するサー

うか。参加されている世界各国のアス

ビスのエビデンスについて合意形成を

リートの方々の立場で考えるのであれ

得るために惜しみなく努力をし、私を

ば、このオリンピックの開催にはとて

はじめとした自法人職員はその職責を

も大きな意義があり、ご自身たちが人

しっかりと果たせているのか、そんな

生をかけて取り組んできた結果の集大

気持ちになりました。勿論、自法人の

成であることは、私たちすべての国民

職員を「信じて止まない」ことは事実

が周知のことであると思います。しか

ですが、「人の振り見て我が振り直せ」

しながら、この間の国策としての新型

という言葉がある様に、ただただ世の

コロナウイルス感染症への対応状況や、

中の事を批判するのではなく、この様

様々な対策に関する国民への納得のい

な社会の出来事を通じて、私たち自身

く説明が成されてこなかった背景から

ひとりひとりが、私たちが行う就労支
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障がいのある方への就労支援サービ

鑑みると、残念ながらこのオリンピッ

援サービスの提供のあり方について、

スの提供は「止めない」ということ

ク開催に関する賛否があるのも理解で

今一度顧みることが大切であると考え

を原則にし、かつ対応する自法人職

きますし、私個人としては、真摯にア

ます。

員の生命や健康を第一に考え、困難

カウンタビリティーを果たそうという

と思える両輪を回し続けなくてはな

オ

リンピックもここから後半戦、

らないと、オリンピックを観戦しな

めのコンセンサス構築のプロセスを丁

熱戦は続きますが、世の中の新

がら思いました。目の前で、オール

寧に実施することが欠落したいまの日

型コロナウイルス感染症の拡大は、こ

ジャパンの野球チームが、準々決勝

本の様子は、とても残念でなりません。

の夏下 8月 31日まで首都圏 1 都 3 県の

でアメリカを相手に延長戦での逆転

これは、オリンピックに参加するアス

緊急事態宣言の発令と、感染拡大県で

サヨナラ勝ち。「あきらめない」と

リートが批判されることではなく、日

のまん延防止措置の適用域の増大とな

いう気持ちは大切ですね。皆さんと、

本の政治も含めた多くの関係者が襟を

り、明らかに状況が好転しているとは

この困難な状況をあきらめずに進め

姿勢や、多くの方々から理解を得るた

正さなくてはならない事であると感じ

言えない様相です。ワクチンの供給も

たいと思います。

ます。

国が当初表明していた通りには進んで

どうか皆さんが健康でありますよう

いない様子も伺え、安心した日常を取

に。

一

方、私自身はこの様な出来事

り戻すまで、まだまだ時間がかかるこ

を目の前にして、もう一つ考

とが予想されます。しかしながら、ど

えたことがありました。それは、日ご

んな状況下であっても、私たちが行う
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代表理事 若尾勝己

各事業所より

今回から始まりましたNewコーナー！
各事業所の近況や、研修等のイベントについてお伝えしていきます。

本部・アセスメント室
この4月から「 障がい者就業総合相談室リレーション 昨年度後半から試験的に開始した取り組みですが、
シップセンター」は、名称はそのままに「障害者就業・ 「平日夜は来にくい」「休日にのんびり来たい」と
生活支 援 センターＺＡＣ」の就労アセスメントを担う いう声に応えて企画しています。(感染症対策は徹
「本部アセスメント室」としての機能を追加されまし 底しております)
午前中は女子オンリーの「女子会」、午後は誰で
た。と言っても、相談はこれまで通りに来ていただ
けますのでお気軽にご連絡ください。職員一同お待 も参加可能の「全体会」というのが基本的な構成で
すが、特に女子会はここから更にスピンオフして別
ちしてます。
さて、そんな令和 3 年度のスタートでしたが、今 の企画につながるかも♪という感じです。興味をお
持ちの方はＺＡＣからのお知らせを見落とさずに！
年度のイベント第一弾「土曜交流ピアサロン」が
6 月19日（土）に開催されました。

東松山事業所
令和 3 年 6 月 1 1 日、行田市にある
『株式会社東京軽合金製作所』様に
職場見学に行ってきました。
6 人の参加メンバーは事前に企業
の特長や仕事内容をインターネット
を通じて調べ、自分が疑問に思うこ
とを質問として用意し、見学に臨み
ました。緊張しながら初めて見るア
ルミ鋳物製造現場、人事ご担当者様
の丁寧な説明に耳を傾け、真剣に聞
いていました。実際の現場を見るこ
とでより働くイメージが持てたよう
です。コロナ禍の中、見学を受けて

いただき、ありがとうございました。
令和 3 年 7 月1 2 日、Z AC 卒業生の
S.Tさんにお越しいただき、現在働い
ている仕事の様子や Z ACで訓練した
中で生かせていること、就労に向け
て準備しておいたほうが良いことな
どお話をしていただきました。今回
初めての企画でしたが、卒業生の話
ということで皆さん興味深く話を聞
いているのが印象的でした。
不定期開催になりますが、次の発
表はあなたになるかも！S.Tさんあり
がとうございました。

北浦和事業所
北浦和事業所では、埼玉県障害者雇用
総合サポートセンターを県より受託し
ており、県内の就業・生活支援センター
及び市町型センターからの依頼で、ジョ
ブコーチ支援・アセスメント支援を行っ
ております。
今回はジョブコーチ支援の様子を、
お伝えしたいと思います。
県単費ジョブコーチとして活躍してい
る戸倉スタッフの支援状況です。
対象の方は、杉戸町にある物流倉庫に
お勤めで、お菓子の箱だし・棚だしの
作業を行っております。戸倉スタッフ

がジョブコーチ支援に入る前は、商品
の並べ方や出し方を覚えることに苦労
する様子がありました。会社と本人の
意見を聞き、今では自立してほぼ作業
が出来るようになっています。また、
作業スピードが上がったため、戸倉ス
タッフが仕事の切り出しを行い、フロ
アーや階段の清掃業務を行うことで、
会社に貢献が出来ている状態です。
現在、ご本人は就労して 1 年半です
が、今後も長く続けていけるようにフォ
ローアップ期間も支援を続けていきま
す。
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久喜事業所

▼事務局

●実施事業

JR及び東武鉄道久喜駅西口下車後、線

・埼玉県障害者委託訓練事業

路沿いを新白岡方面に 5 分ほど歩くと、

・就労アセスメント事業
（埼玉県から委託）

ルの 1 階にあります。 2 つ部屋があり、

水道のモニュメントがある 3 階建てのビ

・就労相談

委託訓練や アセスメントを行っている

・特定非営利活動法人
ジョブコーチ・ネットワーク事務局

のが右の部屋（Grassroots）、左の部屋
が面談や相談を行う部屋となっています。

▼Grassroots

委託訓練の様子
(グループワーク)

委託訓練修了式の様子

研修会・勉強会等も
行っています。

令和 3 年度内部研修
「介護基礎研修」について
本年度内部研修を担当する友田です。本年度は法人内研修を8つ
のテーマで開催予定しています。今後広報誌やホームページに
て開催の様子をレポートしたいと思います。
今回は6 月に実施した「介護基礎研修」についてレポートします。
就労支援の現場で直接介護をする場面はあまりありませんが、
対象者の安全配慮としてどういったことに気を配るべきか、と
いうことを考えるきっかけになったと思います。今回は車いす
の操作や移乗体験も行いましたが、一つ一つの行動を対象者と
言葉で確認しながら行う過程は、就労支援においても必要なコ
ミュニケーションスキルと感じました。

事業所別！

スタッフ

この研修は数回に分けて全職員を対象に行
う予定です。今後も内部研修の様子について
報告していきますのでよろしくお願いします！

コーナー

各事業所より1人ずつ
スタッフが自己紹介
していくコーナーです。

■ 入社年月

■ 入社年月
平成22年4月1日

■ 入社年月

■ 入社年月
平成31年4月

■ 血液型、星座

■ 血液型、星座
B型、ふたご座

■ 血液型、星座

■血液型、星座
AB型、牡牛座

■ 趣味
スノーボード
釣り
ゴルフ
ボディボード
バイク

■ 趣味

■ 趣味
演劇鑑賞です。
特に大泉洋が所属する
TEAM NACSの作品が
大好きです。

■ 趣味
韓国ドラマ視聴
K-popを聴く
トムとジェリー視聴
スノーボード
バレーボール

平成24年4月1日
B型、しし座

本部
きむら
たかし

車いす操作：
段差運転について体験

参加した職員も
真剣に取り組みました

■ 休日の過ごし方

娘と遊ぶ
（最近は自宅の
庭でプール）
■ 自己紹介

至らない点もある
かと思いますが、
皆様のお力になれ
るよう、日々、自
己研鑽しながらが
んばります。

東松山
よしだ
こういち

旅行
サウナ
スキー
音楽鑑賞
海釣り
音楽フェスに
行くこと。

平成30年1月

AB型 射手座

北浦和
おのでら
あやこ

■ 休日の過ごし方

焚火を見ながら
リラックス！
■ 自己紹介

■ 休日の過ごし方
美味しいものを食べるの
も作るのも大好きなので、
お店を探したり、自宅で
料理を作ったりして過ご
しています。
■ 自己紹介

ZAC の月見草と呼ばれ
ています。まだまだ勉
強不足ですが皆様が早
く就労できますよう奮
闘してまいります。

プライベートでは9歳の娘
の母です。
北浦和事業所でジョブコー
チ支援に携わっています。
宜しくお願いします。
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久喜
おおた
しの

■ 休日の過ごし方

午前中は家事、
午後は自由時間
に充てています。
■ 自己紹介

食べるのが大好き
フードファイターで
す。
お寿司なら20皿い
けます。白米はど
んぶり派です。

お知らせ

編集後記

法人実績報告

期間：令和3年4月～令和3年7月
新規障がい者数(名)

知的
センター登録者数
就職者数
実習者数（のべ件数）
離職者数

身体

精神

経営企画課です。

その他 総数(名)

2

0

6

0

752

16

0

6

0

471

4

1

6

0

11

1

0

0

進行！経営企画課

0

1

今年 4 月に新設され、広報を担
当させていただいております。
4月から月 1 回、経営企画課の
会議を行っています。会議では
主に、当法人職員の名刺、法人
ロゴづくり、リーフレット、広
報誌の作成について話し合いを
しています。また、現在は準備
段階ですが、ホームページの更
新も行っていく予定です。
今年度はリーフレットを改め、

活動報告

メインカラーを黄緑にしたデザ
インを採用しています。

第32回
埼玉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会
令和 3 年 7 月 1 9 日大宮ソニックシティ
にて第3 2 回埼玉県障害者就業・生活
支援センター連絡協議会を開催いたし
ました。
内容としましては、第一部に『障害者
雇用・福祉施策の連携強化に関する検
討会』を受けての情報共有、意見交換。
ここでは福祉施策と雇用施策ではそれ
ぞれの考え方が異なることから、今後
横断的にどのようなアセスメントや基
礎研修をしていくのか。ナカポツセン
ターが基幹型の機能を担うということですが、多くの役割を担っていくこと
になり実際に行っていけるのか。など、各センター、各地域の立場から意見
をいただき、情報交換をいたしました。
第二部は 次回の協議会の内容について
千葉県の障害者就業・生活支援センター連絡協議会との交流会について。
千葉県の取組について情報交換をするのはどうか。
障害者就業・生活支援センター職員向け研修の企画について。
どのような内容としていくのか。
その他、最近、いろいろな取り組みをされている就労移行支援事業所や、企
業との付き合い方について、地域の情報を共有、意見交換などを行いました。
今回は、ハイブリッドでの開催でしたが、暑い中、会場までお集りいただき
ました関係者の皆様。お疲れさまでした。
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ロゴマークは法人初の試みで
す。法人の理念や名称の由来な
どを整理し、経営企画課職員2名
でデザインを考えています。皆
さまに親しみを持って頂ける、
やさしいイメージを目指して作
成中です。
広報誌は 9 月に紙面での配布
と共に、本ホームページにアッ
プする予定ですので、興味のあ
る方はぜひご覧ください。

発行責任
〒355-0028
埼玉県東松山箭弓町1-11-17
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特定非営利活動法人
東松山障害者就労支援センター
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