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■府立支援学校等で学ぶ生徒の「働きたい！」にご協力ください
==============================
大阪府では、
「障がい者雇用日本一」をめざしており、大阪府教育庁でも障がいのある生
徒の就労の実現に取り組んでいます。
◇府立支援学校等で学ぶ生徒の「働きたい！」を応援してください。
大阪府では、職業に関する授業を設定した「職業コース」を府立知的障がい支援学校高等
部全校に設置し、レザークラフトやクリーニング加工、自転車整備、清掃など、地域の産業
資源を活用した職業に関する学習を行っています。最適なジョブマッチングができるよう
個々の生徒の実情に即した柔軟な学びの場を提供するとともに、職場実習、体験実習などを
通じて就労をめざす力を育成しています。
また、府内５校の高等支援学校では、ものづくりや食品加工、農作業や事務サービスなど
各学科で職業に関する専門学科を充実させるとともに、入学後、早期からの職場実習を実施
するなど、就労を通じた社会的自立をめざしています。
府立支援学校につきましては、以下のリンクをご参照ください

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/hp/shien.html
さらに、大阪府立高等学校においては、全国に先駆けて知的障がいのある生徒が高等学校
で学ぶ制度として、
「知的障がい生徒自立支援コース」並びに「共生推進教室」を設置し、
高等学校における「ともに学び、ともに育つ」教育を推進しています。
＊「知的障がい生徒自立支援コース」並びに「共生推進教室」設置校につきましては、以
下のリンク先をご参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/jiritsu-kyousei/tomonimanabi.html
これらの支援学校等では卒業後の就労に向け、実際の現場に即した環境を体験する「職場
実習」を行っています。実習中に明らかになった課題は、校内における日々の学習にフィー
ドバックし、更に次の「職場実習」に活かしております。生徒はこのような取組みを通じて、
社会に出て自信をもって働くことができるように成長していきます。
＊支援学校等の職場実習は教育活動の一環として実施しますので、労働に対する報酬は
一切受領しません。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/syougaisyakoyou/index.html
職場実習について詳しく知りたいという事業所様は、以下の問い合わせ先にご連絡くださ
い。

問い合わせ先：
【府立支援学校について】
大阪府教育庁 教育振興室

支援教育課 学事・教務・支援グループ

電話 06-6941-0351（内線 4733）
FAX 06-6944-6888
【府立高等学校知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室について】
大阪府教育庁 教育振興室

支援教育課 企画調整グループ

電話 06-6941-0351（内線 6890）
FAX 06-6944-6888

～府立支援学校における就労支援の取組みについて、一部ご紹介します！～
◆就労支援研修の実施

・教員の就労支援スキル向上のため、就労支援研修を実施しています。
企業から講師をお招きし、就労に向けたアセスメント力の育成や、生徒の就労意欲醸成のた
めの授業改善について学ぶ機会を設けています。
◆キャリア教育支援体制強化事業
・府立支援学校モデル２校において、令和２年度から４年度まで「キャリア教育支援体制強
化事業」を実施し、さらなる就職率向上とそれに向けた授業改善、授業力向上、関係機関と
のネットワーク化等をめざします。
◆公民連携による職場実習や教員・生徒対象の研修
・特に、平成 28 年度から、株式会社 セブン－イレブン・ジャパン様による教員・生徒対
象の就労支援研修を実施しています。令和２年度についてはオンラインを用いた研修を実
施し、令和３年度も実施予定です。
◆株式会社 D＆I 様との事業連携協定
・令和元年９月 19 日（木）株式会社 D＆I 様との事業連携協定を締結し、
「テレワーク実習」
「中学部生徒を対象とした職場体験実習」等の取組みを行っています。
・
「テレワーク実習」は、生徒及び教員を対象として、テレワークについての基本的な理解
を深める講義や、実際に企業と学校を繋ぐ実習を行うことにより、テレワークという新たな
働き方を知り、今後の選択肢の幅を広げるための取組みです。令和元年度府立支援学校１校
をモデル校として実施しました。令和２年度には、中学部にも対象をひろげ、９月と２月に
実施し、令和３年度も内容を更に充実させた取り組みを計画しております。
（「働きたい」という意欲はあるものの、障がいの状況等により、通勤が困難であったり、
職場での環境が整っていないことにより、就職を断念したり就職先の選択肢が制限されて
しまう状況への対応を想定。
）
・
「中学部生徒を対象とした職場体験実習」では、中学部を対象とした職場体験実習及び保
護者の方への講義を通じ、職業意識の醸成に寄与し、卒業後の社会的自立に向けた支援の充
実を早期から図る機会としており、株式会社 D＆I 様の協力のもと令和元年度は３社にご協
力をいただきました。令和２年度には、５社のご協力のもと実施予定でしたが、緊急事態宣
言の発令により中止となりました。令和３年度につきましても、実施する予定としておりま
すので、ご協力いただける企業様は、是非支援教育課までご連絡ください。
=============================
□セミナーのご案内
=============================
大阪府では、事業主・人事担当者の皆様等を対象に、障がい者雇用の理解を深めていただく

ことを目的としたセミナーを以下のとおり開催いたします。
参加費は無料です。ぜひご参加ください。
1 はじめての障がい者雇用セミナー
【日時】令和 3 年 8 月 26 日（木）14 時から 16 時 30 分
【参加形式】原則オンライン（会場参加も可）
※会場参加の方：エル・おおさか本館 11 階セミナールーム
（大阪市中央区北浜東 3－14）
2 吹田支援学校見学セミナー
【日時】令和 3 年 9 月 8 日（水）10 時から 12 時 30 分
【場所】大阪府立吹田支援学校（吹田市芳野町 13-120）
3 泉北高等支援学校見学セミナー
【日時】令和 3 年 9 月 14 日（火）13 時 30 分から 16 時 30 分
【場所】大阪府立泉北高等支援学校（堺市南区原山台 2-6）
4 大阪南視覚支援学校見学セミナー
【日時】令和 3 年 9 月 28 日（火）10 時から 12 時 40 分
【場所】大阪府立大阪南視覚支援学校（大阪市住吉区山之内 1-10-12）
5 精神障がい者・発達障がい者雇用セミナー
「合理的配慮とコミュニケーションのコツ」
【日時】令和 3 年 9 月 30 日（木）13 時から 16 時
【参加形式】オンライン配信のみ
参加申込・セミナーの詳細につきましては下記 URL からご確認ください。
1 から 4 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/sokushin-c/sokushinc-semi.html
5 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/management/shionogiseminar.html
問合せ：大阪府障がい者雇用促進センター
（大阪府 商工労働部 雇用推進室 就業促進課
障がい者雇用促進グループ）
TEL：06-6360-9077 FAX：06-6360-9079
E-mail：shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
======================================

■ハートフル企業顕彰へのご応募をお待ちしております！
======================================
大阪府では、障がい者の雇用の促進等に関し、特に優れた取組を行っている事業主を顕彰し、
その功績を讃えるとともに、広く府民に周知し、障がい者雇用の一層の拡大をめざしていま
す。
このたび、令和３年度「大阪府ハートフル企業顕彰」の表彰対象となる企業を募集します。
皆様のご応募をお待ちしております。

１ 応募要件（主なもの）
大阪府内に事務所または事業所を設置していること
２ 募集期間
令和 3 年 7 月 16 日（金）から令和 3 年 9 月 16 日（木） ※17 時必着

詳細につきましては下記 URL からご確認ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/heartfull-kensyo/heartful_r1.html

問合せ：大阪府 商工労働部 雇用推進室 就業促進課
障がい者雇用促進グループ
TEL：06-6360-9077 FAX：06-6360-9079
E-mail：shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
=============================
□こさえたんサポーター募集中！！
=============================
障がいのある方々の「働く」ことを応援しませんか？
工賃向上計画支援事業では、
「こさえたんサポーター」を募集しています。
『こさえたん』とは、府内の障がい福祉施設の製品の「愛称」で、大阪弁の「つくる」と
いう意味の「こさえる」を親しみやすく呼べるようにもじったものです。
登録はスマホやパソコンからでも可能です。下記の URL からご登録ください。
（QR コードでも登録できます。
）

大阪府庁別館 1 階にあります「福祉のコンビニこさえたん」で販売する製品情報や外部
での販売イベントのお知らせなどをメールマガジンで配信します。
詳細はこちら
【URL】http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/jyusan/cosaetansapo.html
是非、ご登録をよろしくお願いします！！
=============================
□サポカン登録状況
=============================
大阪府障がい者サポートカンパニー登録状況（令和３年８月１６日現在）
・一般企業 １６６社（優良企業：１５０社、登録企業：１６社）
・Ａ型事業所

６社（優良企業：

２社、登録企業： ４社）

==============================
★大阪府障がい者サポートカンパニーのＨＰでは、優良企業様の障がい者雇用に関する取
り組みや
本誌のバックナンバーをご紹介させていただいています。障がい者雇用の参考に是非ご覧
ください。
【

URL

】

http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syougaisyasapo-

tokan.html
---------------------------->> 次回は令和３年９月１５日(水)に８７号を配信予定です。
----------------------------◆ 編集発行 大阪府障がい者サポートカンパニー事務局
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT 支援グループ
大阪市中央区大手前３丁目２番１２号 大阪府庁別館１階
06-6944-9178

