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【職場適応訓練】事業所において実際の業務を⾏い、
その作業環境に適応するための訓練です。（訓練期
間：6か⽉以内（中⼩企業と重度障がい者は１年以
内））。事業主には委託⾦が、訓練⽣には訓練⼿当
が⽀給されます。

【職場適応訓練】事業所において実際の業務を⾏い、
その作業環境に適応するための訓練です。（訓練期
間：6か⽉以内（中⼩企業と重度障がい者は１年以
内））。事業主には委託⾦が、訓練⽣には訓練⼿当
が⽀給されます。

【ジョブコーチ⽀援事業】事業所にジョブコーチを
派遣し、障がいのある⽅や事業主に対して雇⽤の前
後を通じて直接的、専⾨的な援助を実施します。

【ジョブコーチ⽀援事業】事業所にジョブコーチを
派遣し、障がいのある⽅や事業主に対して雇⽤の前
後を通じて直接的、専⾨的な援助を実施します。

【就業⾯と⽣活⾯の⼀体的な⽀援】窓⼝での相談や
職場訪問等により、就業と⽣活の両⾯に渡る⼀体的
な相談・⽀援を⾏います。

【就業⾯と⽣活⾯の⼀体的な⽀援】窓⼝での相談や
職場訪問等により、就業と⽣活の両⾯に渡る⼀体的
な相談・⽀援を⾏います。

【トライアル雇⽤】3か⽉間の試⾏雇⽤を通して雇
⽤に対する不安を軽減し、円滑な雇⽤に移⾏します。
事業主には障がいのある⽅⼀⼈につき、1か⽉４万
円の奨励⾦が⽀給されます。

【トライアル雇⽤】3か⽉間の試⾏雇⽤を通して雇
⽤に対する不安を軽減し、円滑な雇⽤に移⾏します。
事業主には障がいのある⽅⼀⼈につき、1か⽉４万
円の奨励⾦が⽀給されます。

【特定求職者雇⽤開発助成⾦】ハローワーク等の紹
介により障がいのある⽅を雇⽤する事業主に対し、
⽀払った賃⾦に相当する額の⼀部を援助します。

【特定求職者雇⽤開発助成⾦】ハローワーク等の紹
介により障がいのある⽅を雇⽤する事業主に対し、
⽀払った賃⾦に相当する額の⼀部を援助します。

【障害者雇⽤納付⾦制度に基づく各種助成⾦】事業
主が障がいのある⽅を雇⽤するために職場の施設・
設備⼜は整備や適切な雇⽤管理を図るための特別な
措置を⾏った場合に事業主に対して助成します。

【障害者雇⽤納付⾦制度に基づく各種助成⾦】事業
主が障がいのある⽅を雇⽤するために職場の施設・
設備⼜は整備や適切な雇⽤管理を図るための特別な
措置を⾏った場合に事業主に対して助成します。

【障がい者雇⽤に係る税制上の優遇措置】障がいの
ある⽅を雇⽤する事業所には、様々な税制上の優遇
措置があります。

【障がい者雇⽤に係る税制上の優遇措置】障がいの
ある⽅を雇⽤する事業所には、様々な税制上の優遇
措置があります。
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■「障がい者雇⽤」に関する各種⽀援 ※各種⽀援内容につ
きましては、⼀定の
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【作業学習の様⼦】

■産業現場等における実習
本校では「産業現場等における実習」（以下、現場実習）を実施しています。

【現場実習の対象と平成28年度の実習期間】
・中学部２年 ９⽉２９⽇（⽊）〜 ９⽉３０⽇（⾦）
・中学部３年 ７⽉ ６⽇（⽔）〜 ７⽉ ８⽇（⾦）
・⾼等部１年 １２⽉５⽇（⽉）〜１２⽉１３⽇（⽕）
・⾼等部２年 ６⽉ ６⽇（⽉）〜 ６⽉１７⽇（⾦）

９⽉ ７⽇（⽔）〜 ９⽉２１⽇（⽔）→アタックコースのみ
１⽉３０⽇（⽉）〜 ２⽉１０⽇（⾦）

・⾼等部３年 ６⽉２０⽇（⽉）〜 ７⽉ １⽇（⾦）
★アタックコースのみ７⽉８⽇（⾦）、７⽉１５⽇（⾦）まで
９⽉２６⽇（⽉）〜１０⽉ ７⽇（⾦）

実習先 作業内容
⾼齢者介護施設 居室・共⽤スペースの清掃、利⽤者さんとの活動
飲⾷店 接客、配膳・⽚付け、調理補助
ビジネスホテル 客室、共⽤スペースの清掃、ルームメイキング
事務 伝票整理、データ⼊⼒、配送物等の準備
スーパーマーケット 商品陳列・補充、軽量・袋詰め、値札付け
運送業 荷物の仕分け、運搬
清掃業 マンション・公園清掃、仕分け、回収業務補助

【実習先作内容の例】
様々な業種の実習先で実習を実施しています。

【実習について】
・教師が常駐または巡回指導を実施します。
・実習における報酬は不要です。実習受⼊＝雇⽤ではなく「⼒試しの場の提供」
です。

・実習中のケガや破損等については学校加⼊の保険⼜は個⼈の加⼊保険で対応し
ます。

・実習中は「実習⽇誌」によって毎⽇振り返りを⾏います。
・実習にあたって「事前打ち合わせ」、実習最終⽇に「実習反省会」を実施しま
す。（本⼈・保護者・担任が参加）
→実習内容、通勤⽅法、時間帯、緊急時対応マニュアル等を確認します。

■作業学習
作業活動を学習の中⼼にしながら、⽣徒の働く意欲を培い、将来の職業⽣活や

社会的⾃⽴に必要な事柄を総合的に学習するものです。卒業後の進路先を⾒据え
ながら「挨拶」「返事」「報告」に加え、「正確性」「持続性」「集中⼒」等の
⼒を⾝につけます。

学部 学年／作業種⽬

中学部 １年 ２年 ３年

種⽬別作業 ■学年縦割り編成
◯⽊⼯ ◯紙⼯ ◯軽作業 ◯農作業

⾼等部 1年 ２年 ３年

種⽬別作業 ■学年縦割り班編成
◯窯業 ◯⽊⼯ ◯⼿芸 ◯紙⼯ ○⽵⼯ ○農業 ◯⼯芸

学年別作業

◯環境整備/園芸 ◯メンテナンス ◯メンテナンス

■コース縦割り編成 ＊職業コース
◯請負作業（※） ◯洗⾞／環境整備
◯パソコン／接遇

■ 過去3年間の進路状況

種別等 H
27

H
26

H
25

種別等 H
27

H
26

H
25

⼀般企業等 3 10 6 ⾃⽴訓練（⽣活訓練） 0 1 2

就労継続⽀援A型 4 3 0 ⽣活介護 5 2 3

就労継続⽀援B型 4 6 2 地域活動⽀援センター 0 0 3

就労移⾏⽀援 4 6 1 進学・訓練 0 0 0

※請負作業
企業より、仕事を請負い学校で組⽴、検品、梱包、納品作業を⾏っています。
より実際的な作業に取り組むことにより、納期を守って作業を進めることや
最後まで責任をもって作業することなどを学習しています。

〈 学 校 紹 介 〉

◯全校児童⽣徒数（H２８年度）
⼩学部･･･６９名 中学部･･･５４名 ⾼等部･･･８４名 （合計２０７名）

◯めざす⽣徒像
＊明るく元気にすごす⽣徒
＊⾃分のことは⾃分でする⽣徒
＊友だちと仲よくする⽣徒
＊最後までがんばって仕事をする⽣徒

◯⾼等部設置学科
職業⽣活科（単⼀障がい学級）､⽣活教養科（重複障がい学級）､訪問教育学級
＊職業コースの設置（H24度より）
⾼等部卒業後の進路先として、⼀般企業等をめざすコース

※実習等に関するお問い合わせは、進路指導主任（⼩関）までご連絡ください。

【作業学習での作業種⽬】
本校では、主に「種⽬別作業」と「学年別作業」を実施しています。

⽵⼯ 農業⽊⼯ ⼯芸


