
【個人情報の取扱いについて】
公益財団法人東京しごと財団では、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）、
「厚生労働省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び関係諸法令等の遵守
徹底を図るとともに、個人情報を適切かつ安全に取り扱うため、個人情報保護基本方針を制定
しています。個人情報の取扱いの詳細はホームページ又は窓口でご確認ください。 

〈発行〉（公財）東京しごと財団 障害者就業支援課 企画普及係
〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター８階
TEL：03-5211-2681
HP https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

令和４年度は全８回（23区内４回・多摩地域４回）の実施を予定しています。詳細は決まり次第HPに掲載いたします。

令和４年３月14日（予定）から、障害者就業支援情報コーナーは東京しごとセンター10階に仮移転します。
【開所時間】平日 9：00～17：00　※土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～１/３）はお休み

●参加要件
　都内の就労支援機関に利用登録している方／４日間の全日程に参加できる方／支援者の方とペアで参加できる方

◉お知らせ◉

◆お問い合わせ◆
（公財）東京しごと財団　障害者就業支援課　企画普及係　TEL：03-5211-2681
○詳細はHPをご覧ください。
【HP】https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/yourself_supporter/job_hunting.html

就活セミナー
　就職活動のノウハウや、就職後のビジネススキル等を学べる４日間の
セミナーです。障害のある方と就労支援機関職員がペアになって参加
し、ワークや演習を通して「働く準備」と「働き続ける準備」を行います。
それぞれの障害特性に合わせて丁寧に進めるので、就職活動に不慣れな
方でも安心してご参加いただけます。

●カリキュラム（令和３年度）
対象

日程

１日目

知的障害者 精神障害者・発達障害者

２日目
３日目
４日目

社会人としてのマナー 働くとは？／働くために必要な生活習慣／
“話し方・伝え方” を考えよう

応募書類の書き方
面接のための準備
模擬面接

働き続けるための “話し合い方” を考える①
働き続けるための “話し合い方” を考える②

面接について

●参加者の声

緊張や不安な気持ちも汲み取ってもらえて、
とても参加しやすかったです。面接練習で
は、先生や面接官からそれぞれフィードバ
ックがあったり、他の参加者の面接からも
学べたり、とても有意義でした。

障害者から
・事業所で実施しているセミナーでも、就活セミ
ナーの内容や資料を取り入れています。利用者
と共に考え二人三脚で学びを深めたり、今後の
支援方針を考えていくことにも役立っています。

・感染対策もしっかりと行われていて、安心して
参加することができました。

支援者から

TEL：03-5211-5462詳細はお問い合わせください

障害者の就業をサポートします！
1
2
委託訓練事業を活用してみよう
就活セミナーを受講してみよう

※アートビリティとは、社会福祉法人 東京コロニーの障害者アート専門の芸術ライブラリーです。ⒸArtbility　大志田 洋子「僕の絵日記」
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障害者就業支援
事業

いんくる
障害者と企業のための就業支援情報誌 

「いんくる」の名前について
インクルーシブ（包み込む、含んだ、共生）からとっており、

一人ひとりの違いを認め、尊重し合い、皆が手を繋ぎひとつになる
という意味を込めております。



■多様な障害者雇用ニーズに対応！
障害者委託訓練事業は、多様な委託先機関を活用して、障害者の能力や適性及び障害者雇用ニーズに対応した
委託訓練を実施することにより、「就職又は雇用の継続に必要な知識・技能の習得」を図ります。また、職業
訓練機会を充実させるとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨の推進も図ります。

■障害者手帳をお持ちでない方もご相談ください！
職場体験実習だけでは不安な方、訓練を通じて自身の得手不得手を改めて確認したい方等にお勧めします。

障害者委託訓練事業は短期の公共職業訓練

■就職を目指す方は４つのコースから選ぶことができます！
自分に合ったコースを選ぶためにも、各コースの特徴を掴んでから地域の訓練先を探すことが大切です。

様々なコースから自分に合うコースを選択！

訓練の対象者は

◉身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳の
　いずれかをお持ちの方
又は

◉知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等があり、
　公的な判定書（意見書・診断書）、難病指定の医療受給者証等をお持ちの方
その他の条件は以下のとおりです。お申込みはハローワークとなります。

①居住地管轄のハローワークに求職者登録を行い、訓練受講の推薦を受けた方
②訓練を受講して、就職しようとする意志のある方
③障害の症状が固定（安定）していて、訓練に支障がない方
④訓練施設に通うことができる方　＊「ｅ-ラーニング」は通所困難な都内在住の方が対象

（公財）東京しごと財団　障害者就業支援課 委託訓練推進事業班　TEL：03-5211-2683
詳細はお問い合わせください

事務系の訓練が豊富！基礎から学びたい方はこれ！
○パソコンを触ったことがない方（基本操作）
○初級から中級程度を目指す方（MOS試験対策）
　＊オンラインによる訓練もあります

＜訓練内容＞単に知識・技能を身に付けるだけでなく、就労に必要なビジネスマナー、
　　　　　　模擬面接、履歴書の書き方等の指導もあり！
■事務系訓練…パソコン、各種事務補助等　　■実技系訓練…製造販売、接客、園芸、清掃等

知識・技能習得訓練コース 就職に必要な基礎的知識と技能を習得！

こんな方に
オススメ

できるだけ早く就職したい方必見！
○企業の実際の事業所現場を活用したリアルな訓練がしたい方
○実務をしながら、自身の得手不得手を改めて確認したい方

＜訓練内容＞障害者を雇用あるいはこれから雇用を検討している企業が実際に行っている
　　　　　　業務の作業実習を中心に訓練を実施！
■実技訓練…事務補助、RPA、接客、商品管理等の軽作業、清掃等

実践能力習得訓練コース 実際の職場環境を活用した実践的な職業能力を習得！

こんな方に
オススメ

■在職中の方向けのコースもあります！
人事異動や中途障害等で、パソコンスキル等の習得が必要になった方及びその上司の方はぜひご検討ください！
※お申込みには勤務先の承諾が必要です。

現在の企業で働きながら、更なる知識・技能を身に付けたい方必見！
○今の仕事をもっと効率よくこなしたい方
○自身の職域を広げたい方　＊オンラインによる訓練もあります

＜訓練内容＞受講希望者とその上司、訓練機関、東京しごと財団専門コーディネーターが事前に相談し、
　　　　　　最適なカリキュラムとスケジュールを決めていきます。
■通所訓練…訓練機関へ通いながら実際の業務に必要な知識と技能を学びます
■指導員派遣型…勤務先の職場へ訓練機関の講師が訪問、会議室を利用し実施します

在職者訓練コース 雇用の継続を目的に、スキルアップや職域拡大を目指します！

こんな方に
オススメ

＜訓練内容＞集合訓練で知識と技能を習得！それらの定着を図るため、職場実習を効果的に組み合わせて実施！
■集合訓練…パソコン等の事務系訓練　　■職業能力講座…働くことの意義や目的の理解、ビジネスマナー等の訓練
■職場実習…事業所現場を活用し、集合訓練や職業能力講座で学んだことを実践的に実施

障害者向け日本版デュアルシステムコース 知識と技能に加え、職場実習も行う一体的訓練！

学ぶだけでは満足できない、実習の場が欲しい方はこれ！
○社会経験が少なく、知識や技能だけでは不安な方

こんな方に
オススメ

障害により通所はできないが、パソコン基本操作のできる都内在住の方必見！
○自宅にパソコン、インターネット接続環境等がある方
○在宅勤務のポイントを押さえたＩＴ技能の訓練を受けたい方

＜訓練内容＞在宅でインターネットを利用して、教材の配信や技能指導等を実施！
　　　　　　訪問指導も含めた面接指導も実施！
■ＩＴ訓練…PCスキルの習得、Web制作、テープ起こしの訓練等
■就職支援…ビジネスコミュニケーションの習得、キャリア形成支援等

ｅ-ラーニングコース 通所困難な方を対象とし、在宅でＩＴ技能を習得！

こんな方に
オススメ

実技系訓練もあります！

現在の募集状況については、東京しごと財団ホームページの
「受講生募集中コース公募一覧」をご覧ください。
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ナーの内容や資料を取り入れています。利用者
と共に考え二人三脚で学びを深めたり、今後の
支援方針を考えていくことにも役立っています。

・感染対策もしっかりと行われていて、安心して
参加することができました。

支援者から

TEL：03-5211-5462詳細はお問い合わせください

障害者の就業をサポートします！
1
2
委託訓練事業を活用してみよう
就活セミナーを受講してみよう

※アートビリティとは、社会福祉法人 東京コロニーの障害者アート専門の芸術ライブラリーです。ⒸArtbility　大志田 洋子「僕の絵日記」

No.48

年4回発行
2022.3

障害者就業支援
事業

いんくる
障害者と企業のための就業支援情報誌 

「いんくる」の名前について
インクルーシブ（包み込む、含んだ、共生）からとっており、

一人ひとりの違いを認め、尊重し合い、皆が手を繋ぎひとつになる
という意味を込めております。


