
 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜７月の出張販売予定について＞ 

 近隣施設の出張販売については、今月も継続して実施しています。下表１

に販売予定をまとめていますので御確認ください。今年度は、夏季休業中も

販売を実施する予定です。休業中は販売実施時間が変わりますので御承知お

きください。 

＊表１：７月の出張販売予定表＊  スペースの関係上、事業所名を短縮して標記しています。 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

   １ 渋谷まる福 ２ わくわく祖師谷 

５ まもりやま工房 ６ まごの手便 ７ ８ はーとあーす世田谷 ９ 

１２ はーとあーす世田谷 １３ ワークイン翔 １４ １５ 渋谷まる福 １６ 

１９ はーとあーす世田谷 ２０ 下馬福祉工房 ２１ ２２ <海の日> ２３ <スポーツの日> 

２６ はーとあーす世田谷 ２７ 喜多見・上町工房 ２８ ２９ ３０ 

 ※２０日の下馬福祉工房は「１４：１５～１５：００」で販売実施予定です。 

 ※２６日のはーとあーす世田谷、２７日の喜多見・上町工房は「１２：３０～１３：１５」

で販売実施予定です。 
 

＜全国及び東京大会開催！全国肢体不自由児者父母の会連合会からのお知らせ＞ 

 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会（以下、全肢連）の機関紙「いずみ」よ

り、全肢連の第５４回全国大会及び関東甲信越全肢連の第５８回東京大会開催のお知らせが届

きました。開催の詳細は下表２を御確認ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、「会場」と「オンライン」の両方で開催するとのことです。参加を希望する場合は事前に申

込みが必要です。御承知おきください。 

 ＊表２：第５４回全国大会及び第５８回東京大会について＊ 

テーマ 

「住み慣れた地域で共生社会の実現！」 

～東京オリンピック・パラリンピックは私たちの暮らしに何を遺したか～ 

『新しい生活様式を踏まえて』 

開催日 令和３年９月１８日（土） 

会 場 
大田区産業プラザ ＰｉＯ（大田区南蒲田１－２０－２０） 

Tel：０３－３７３３－６６００ 

開催方法 会場とオンラインでの併用開催 

申込受付 

【申込方法】 

インターネット（全肢連ホームページ＜https://www.zenshiren.or.jp/＞）も

しくは、FAX（東武トップツアー（株）０３－５３４９－３７９９） 

【申込期間】 

・会場参加：令和３年７月２０日（火）まで 

・オンライン参加：令和３年８月１０日（火）まで 

備 考 

・オンライン参加者には、大会当日に動画配信サービス YouTube を活用して

「ライブ配信」します。また、大会終了後に映像編集して一定期間 YouTube

にて配信します。 

 

都立光明学園校長 田村 康二朗 

担当：支援部進路指導 



＜障害者が募集対象！次年度の行政職員採用選考について＞ 

 警視庁及び特別区人事委員会より、次年度の職員採用選考案内が届きまし

た。採用選考の概要は下表３を参照ください。申込受付期間が決まっておりま

すので、職員募集への申込みを希望する場合は、まず担任まで御相談くださ

い。選考日程等については、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変

更となる場合があるとのことです。御承知おきください。 

 ＊表３：職員採用選考案内の概要＊ 

 警視庁警察行政職員 特別区（東京２３区）職員 

選考区分 Ⅲ類 事務 Ⅲ類 事務 

採用予定者数 ５名程度 ７３名程度 

主な勤務予定先 警視庁本部、各警察署 本庁各種、出張所保健所、福祉事務所 

主な職務 

内容 

一般事務（各種警察統計事務、文書管

理、物品管理、資料の収集管理等） 

一般行政事務等（庶務業務、窓口業務、 

文書・台帳整理等） 

申込受付 

期間 

６月２１日（月）～７月２９日（木） 

※消印有効 

◇インターネット【推奨】※受信有効 

６月２４日（木）１０時 

～７月１５日（木）１７時まで 

◇郵送【簡易書留郵便のみ】※消印有効 

６月２４日（木）～７月１４日（水） 

第１次選考日 ９月１２日（日） ９月１２日（日）９時２０分～１５時 

第１次合格 

発表日 

１０月１日（金） 

※合否に関わらず受験者全員に郵便で通知 
１０月１３日（水） １０時 

第２次 

選考日 
１０月１７日（日） 

１１月１日（月）、２日（火）、 

８日（月）のうち指定する１日 

最終合格 

発表日 

１２月下旬 

※合否に関わらず受験者全員に郵便で通知 
１１月１９日（金）１０時 

 

＜福祉サービスの概要紹介②！「短期入所（ショートステイ）」について＞ 

 福祉サービスの概要紹介の第２弾は「短期入所（ショートステイ）」を紹介

します。もしもの時だけでなく、介護者の休息のためにも利用できる、障害者

総合支援法に定められた在宅を支援する障害福祉サービスです。対象者や内容

等の概要は下表４を御確認ください。このサービス利用を希望する場合は、障

害支援区分の認定及び受給者証が必要となるため、まずは居住区の地区担当者

もしくは担当の相談支援専門員に御相談ください。 

 ＊表４：短期入所（ショートステイ）の概要＊ 

対 象 

【福祉型（障害者支援施設等において実施）】 

①障害支援区分が区分１以上である方 

②障害児に必要とされる支援の度合いに応じて、厚生労働大臣が定める区分における

区分１以上に該当する児童 

【医療型（病院、診療所、介護老人保健施設において実施）】 

遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）等の運動ニューロン疾患の分

類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 

内 容 入浴・排せつ・食事・着替えなどの介助、見守りやその他必要な支援 

利用料 

◆１８歳以上：利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額があります。 

◆１８歳未満：児童を監護する保護者の属する世帯（住民基本台帳上の世帯）の所得

に応じた自己負担の上限月額があります。 

※いずれも、上限月額よりもサービスに係る費用の 1 割の金額が低い場合には、その

金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。 

 

https://1.bp.blogspot.com/-bU_3kgyrDp4/VkLHVEHswnI/AAAAAAAA0VI/hW-viHFn-74/s800/school_test_seifuku_boy.png


＜令和４年度入校案内！東京障害者職業能力開発校からのお知らせ＞ 

 東京障害者職業能力開発校（以下、開発校）より令和４年度の入校案内が

届きました。入校案内の概要は下表５のとおりです。開発校では、障害者手

帳所持者を対象に様々な専門科目を開講しており、科目によって訓練期間や

応募対象者に違いがあります。将来の就労実現に向けて、専門的な就業スキ

ルを身につけたい人や開発校に興味のある方は、ぜひホームページでも検索

ください。開発校の見学を希望される場合は担任に御相談ください。 

 ＊表５：開発校の入校案内概要＊ 

目 標 科目 定員 訓練期間 入校月 

個々に応じたサポートを受けながら

就職に必要な基礎能力を高めたい 
就業支援 １０ ３か月 

４月、７月、 

１０月、１月 

個々に応じたサポートを受けながら

自分に合った就職を目指す 
職域開発 １０ ６か月 

４月、７月、 

１０月、１月 

専門知識や技能を習得して就職を目

指す 

調理・清掃サービス １０ 
６か月 

４月、７月、 

１０月、１月 オフィスワーク １０ 

ビジネスアプリ開発 １０ 

１年 ４月 

ビジネス総合事務 １０ 

グラフィックＤＴＰ １５ 

ものづくり技術 １０ 

建築ＣＡＤ １０ 

製パン １０ 

ＯＡ実務  ５ 

社会人としてのマナーや協調性を身

に付け一般就労を目指す 
実務作業 ３０ １年 ４月 

 

◆募集についての共通事項◆ 

・ハローワークに求職登録している方  ・障害もしくは症状が安定している方 

・集団生活に適応できる方。      ・職業訓練の受講意欲と就職への意欲がある方。 

・職業訓練を受講することにより職業的自立が見込まれる方。 

・各科が設定した１日６～８時間の訓練を継続して受講できる方 
 

＜重度障害児の日中一時支援事業！港区からのお知らせ＞ 

 港区では「多様な活動やプログラムを楽しみながら、友達やスタッフと交流できる期間限定

のアフタースクール」として、港区から事業委託を受けた特定非営利活動法人放課後ＮＰＯア

フタースクールが「重度障害児の日中一時支援事業」を企画・運営しています。先日夏期の利

用者募集は締切りとなりましたが、冬季・春期も募集を行うとのことです。募集案内が届きま

したら改めて御紹介・御報告したいと考えています。 

 下表６は本事業の概要をまとめたものです。事業利用に際しては、事前申込みが必要です。

申込みに必要な申請書は、港区ホームページからダウンロードすることができます。本事業に

ついて不明な点等がありましたら、直接問合せ先まで御連絡ください。 

 ＊表６：港区の「重度障害児の日中一時支援事業」の概要＊ 

目指す 

もの 

テーマ【学校でも家でもない、楽しさいっぱいの第３の居場所】 

・子どもたち自身が「自分はこれができる！」と感じられるような、一人 

一人の可能性を引き出す多様なプログラムを実施する場 

・友だちやさまざまな世代の人と関わることができる場 

・安全な環境の下、子どもたちが安心感を持って過ごすことができる場 

日 時 
開催時間：１３時３０分（受付開始）～１７時００分 

※開催日は事業を実施する期間によって変わります。 



持ち物 
飲み物、おやつ、健康記録カード、その他各自必要な物（トイレ用品、着替えなど） 

※プール利用の場合は、水着・タオル 

対 象 
港区内在住の特別支援学校等に通学する小学部１年生～高等部３年生の重度障害児

（医療的ケア児を除く） ※定員に達した場合は選考審査があります（各回１０名）。 

場 所 港区立障害保健福祉センター ※保護者の方に送迎をお願いしています。 

参加費 課税世帯は１日あたり４８０円 

〇問合せ先：港区 障害者福祉課 障害者支援係（担当：高島・北野澤） 

      TEL：０３－３５７８－２４５８、FAX：０３－３５７８－２６７８ 
 

 本事業に必要な支援員・介護職員も募集しています。募集の概要は下表７のとおりです。募

集案内は本校Ａ棟廊下や経営企画室前のラックに掲示していますので、興味ある方はぜひ御確

認いただき、御応募ください。 

 ＊表７：港区重度障害児支援事業の支援員・介護職員募集の概要＊ 

勤務時間 
１０時１５分～１８時もしくは１２時～１８時のシフト制（応相談） 

※勤務日は事業を実施する期間に準じて変わります。 

仕事内容 

・子どもたちの安心安全な場作り ・体験活動の企画・準備・運営・サポート 

※支援はマンツーマンで行います。 ※無料の事前研修に参加できます。 

※専門家（心理士、看護師）が常駐します。  

支援・介護対象 小学部１年生～高等部３年生の重度肢体不自由児／知的障害児 

給 与 時給１，０５０円～（経験による） 交通費別（上限１日往復２，０００円） 

勤務地 

港区立障害保健福祉センター（最寄り駅は、ＪＲ「浜松町駅」

北口、浅草線・大江戸線「大門駅」Ａ１出口、三田線「芝公園

駅」Ａ１出口より、いずれも１０分です。） 

※センターへの案内図は右ＱＲコードからも確認ができます。 

〇応募・問合せ先：特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクール（担当：東<ひがし>） 

         メールアドレス：nichu_support@npoafterschool.org 
 

＜世田谷区在住の高等部保護者対象！すきっぷ見学会について＞ 

 世田谷区立障害者集支援センターすきっぷの高等部保護者見学会についてお知らせします。

今年度は８月・１１月・１月に見学会開催を予定しています。8 月の見学会の概要は下表８の

とおりです。世田谷区在住の高等部生徒へはすでに案内を配布しており、8 月の参加申込みは

締め切りましたが、今後は１０月・１２月に参加募集を予定しています。すきっぷは個別の見

学対応をしていないため、すきっぷの事業に興味のある方はぜひこの機会に御見学ください。 

 ＊表８：すきっぷ見学会の概要＊ 

日 時 令和３年 8 月２３日（月） １３時３０分～１４時３０分 

見学場所 世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ（世田谷区船橋５－３３－１） 

対象・人数 保護者のみ１０名 ※希望者多数の場合は高等部 2 年生を優先 

備 考 

・当日は現地集合、現地解散です。教員の引率はありません。 

・世田谷区を学区とする他の特別支援学校でも見学希望の集約・調整を行うた

め、見学の可否は７月１６日以降にお知らせします。 
 

＜障害者を対象とする事務職員募集！東京消防庁からのお知らせ＞ 

 東京消防庁より、令和３年度の事務職員募集案内が届きました。採用

選考の概要は裏面表９のとおりです。受験資格等の詳細は東京消防庁の

ホームページから御確認ください。採用選考に応募を希望する場合は、

まずは担任まで御相談ください。 
 

 

 

 

 



 ＊表９：東京消防庁職員Ⅲ類（事務）採用選考の概要＊ 

募 集 選考区分：事務、採用予定者数：１名、主な職務内容：一般事務 

申込受付 

期間 

【インターネット（採用ホームページから選考申込みができます）】 

７月８日（木）１０時～８月６日（金）１７時まで（受信有効） 

選考日 第１次選考日：９月１２日（日）、第２次選考日：１０月８日（金） 

合格 

発表日 

第１次選考合格発表日：９月２７日（月）、最終合格発表日：１０月２２日（金） 

※いずれも１０時に発表予定です。 

備 考 採用対象年齢は１８～３９歳（令和４年４月１日時点）です。 
 

＜障がい者も含む職員募集！埼玉県越谷市からのお知らせ＞ 

 越谷市より、令和４年４月１日付採用予定の職員募集案内が届きました。募

集要項の概要は下表１０のとおりです。採用情報の詳細は、下記の越谷市ホー

ムページで御確認ください。今回の採用試験申込みでは電子申請が可能です。

パソコンのみのオンライン対応（携帯電話からの申込みは不可）とのことで

す。採用試験申込みを希望する場合は、まず担任まで御相談ください。 

 ＊表１０：越谷市職員募集要項の概要＊ 

募集職種 募集人数 職務の概要 

事務職員 

３０人 

程度 

市役所及び市の施設、越谷・松伏水道企業団、

東埼玉資源環境組合等で一般行政事務に従事

します。 

事務職員（民間企業等職務経験者） 

事務職員（福祉） 

事務職員（ＳＥ） 

事務職員（障がい者） 

技術職員 

１０人 

程度 

市役所及び市の施設、越谷・松伏水道企業団、

東埼玉資源環境組合等で施設及び設備の設

計、施工管理、維持管理等の業務に従事します

（所属先により夜間勤務の場合あり）。 

技術職員（民間企業等職務経験者） 

技術職員（電気主任技術者） 

技術職員（ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者） 

保育士 １５人 

程度 

市立保育所及び福祉施設等で保育業務に従事

します。 保育士（実務経験者） 

消防士 
１５人 

程度 

市消防局・消防署・分署等で、火災の予防・鎮

圧、救急・救助等の消防業務に従事します。 

申込み方法 

及び期間 

【郵送】７月１６日（金）から８月２日（月）まで＜期間内消印有効＞ 

    ※必ず特定記録または簡易書留で郵送してください。 

【電子申請】７月１６日（金）８時３０分から７月２６日（月）１７時まで 

〇越谷市ホームページＵＲＬ【http://www.city.koshigaya.saitama.jp】 
 

＜８月の出張販売予定について＞ 

 近隣施設の出張販売については、来月は夏季休業期間となりますが、継続し

て実施する予定です。販売予定を下表１１にまとめていますので御確認くださ

い。２週目は休日や学校閉庁日の関係で販売は行いません。休業中は販売実施

時間が「１２：３０～１３：１５」となります。御承知おきください。 

＊表１１：８月の出張販売予定表＊  スペースの関係上、事業所名を短縮して標記しています。 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

２ まもりやま工房 ３ まごの手便 ４ ５ 渋谷まる福 ６ わくわく祖師谷 

９ 休日 １０ 学校閉庁日 １１ 学校閉庁日 １２ 学校閉庁日 １３ 学校閉庁日 

１６ はーとあーす世田谷 １７ 下馬福祉工房 １８ １９ 渋谷まる福 ２０ 

２３ はーとあーす世田谷 ２４  ２５ ２６ はーとあーす世田谷 ２７ 

３０  ３１    
 



＜残念ながら実施・参加中止！各区の進路説明会及び合同企業説明会について＞ 

 今月１２日（月）から緊急事態宣言の再発令となり、在住保護者を対象とする４

区（世田谷・港・渋谷・目黒）の進路説明会の実施及び両部門高等部２・３年生を

対象とする合同企業説明会「ジョブドラフトＦｅｓ２０２１」への参加が中止とな

りました。実施及び参加中止のお知らせ配布が直前となり、申し訳ありません。 

進路説明会は、各区からの資料配布をもって代えさせていただきますので、内容

を御確認いただき、御不明な点等がございましたら直接各区の担当者へお問い合わ

せください。２年連続の資料配布による開催となりましたが、来年こそは対面実施

ができることを願っています。合同企業説明会は、９月以降での開催がありましたら、改めて

両部門高等部生徒が参加できるように調整したいと考えています。御期待ください。 
 

＜世田谷区在住の高等部２年生が対象！世田谷区役所での体験実習について＞ 

 この度、世田谷区より区役所における体験実習実施の案内が届いております。この体験実習

は、区内の就労移行支援事業所及び就労継続支援Ｂ型事業を通所利用する方、都立特別支援学

校の世田谷区在住高等部２年生を対象としています。本校では、進学及び就労系通所事業所を

進路ニーズとしている高等部２年生へ実習希望の確認を行っており、希望に基づき実習エント

リーを行う予定です。この体験実習の概要は下表１２を御確認ください。 

 ＊表１２：世田谷区役所内障害者体験実習の概要＊ 

実習生像 
一般就労を目指して安定した通所・通学ができており、職場実習等を経験するこ

とにより、その可能性があると思われる方。 

実習日数 原則、連続した３日間 ※本校では１１月～２月を実習時期と想定しています。 

実習時間 原則、１日５時間（休憩時間を除く） 

受入人数 １職場あたり１～２名（受入れ職場の状況等による） 

希望申込み 施設・学校を経由して７月２９日（木）までに申込みを行います。 

受入れ判断 ８月の中旬ごろに受入れの可否について施設・学校へ連絡します。 

備 考 

・実習実施の約１か月前に事前打合せを行います。 

・実習前には、区と施設・学校での実習に関する覚書を交わし、実習生からも守

秘義務に関する誓約書を提出することになります。 
 

＜編集後記＞ 
 先日、本校訪問学級の担任より「ＥＤチューブの貼り方」紹介動画に

ついて情報提供がありました。本校保護者による動画投稿とのことで

す。気になる方はぜひ検索ください。今後、こういったオンラインツー

ルがさらに発展し、挿絵のようなバーチャルでの活動（会議や研修、見

学など）が行われる日も、すぐそこまで来ているのかもしれません♪ 

 


