
 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜みんな元気に頑張っています！卒業生アフターケアの実施について＞ 

 ７月下旬から８月末までの期間で、昨年度卒業生のアフターケアを実施

しています。新型コロナウイルスの感染状況の影響により、昨年度と同様

に進路先への直接訪問が厳しい状況ではありましたが、旧担任団を中心に

御家庭や進路先と連絡調整し、卒業後の社会生活の様子や状況確認を行い

ました。両部門の卒業生は、コロナ禍の影響はあるものの、それぞれの進

路先で楽しく活動等を行い、活躍しています。進学・就労した卒業生への

定着支援も含めて、引き続き、卒業校によるアフターケアを適宜実施していく予定です。 
 

＜障害年金ガイドを配布しました！日本年金機構からのお知らせ＞ 

 日本年金機構から「令和 3 年度版障害年金ガイド」（以下、ガイド）が届き

ました。このガイドには、Ｑ＆Ａや手続きも含む、障害年金の概要や受給要

件、請求時期等が掲載されています。ガイドは高等部生徒に配布しています

が、日本年金機構のホームページからも年金の基礎知識等を確認することが可

能です。興味のある方はぜひ検索ください。また、世田谷区在住の高等部３・２年生へは、世

田谷区の「障害基礎年金 手続きの御案内（令和３年度）」も配布しています。併せて御確認い

ただき、質問等があれば直接問合せ先に御連絡ください。 
 

＜世界文化遺産を見学！令和３年度遠隔社会見学について＞ 

 今回で７回目の実施となる遠隔社会の見学先は、先日世界文化遺産に登録

されました「青森県三内丸山遺跡」です。毎回、全国の特別支援学校等が参

加している行事で、今年度はＢ部門病院訪問の学園生が参加を予定していま

す。この遠隔社会見学では、株式会社沖ワークウェルの全面的な御協力のも

と、全国各地の名所等の訪問をオンライン（Zoom）で行っています。今回

の遠隔社会見学の概要は下表１のとおりです。９月には事前学習も行う予定

です。素敵な遠隔社会見学になることを願っています。 

 ＊表１：令和３年度遠隔社会見学の概要＊ 

開催日時 令和３年１０月５日（火）１０：００～１２：００ 

見学先 

（内容） 

・青森県三内丸山遺跡（縄文時代の大型建物紹介） 

・青森県立郷土館（りんごとねぶた祭りの紹介） 

実施目的 
日本各地の名所等を専門家の協力のもと、分かりやすく全国の学校に伝え、興

味関心を深める。 

主催校 青森県立青森第一養護学校 

参加予定校 

北海道白糠養護学校、富山県立高志支援学校、東京都立城南特別支援学校、東

京都立小平特別支援学校、東京都立町田の丘学園、東京都立府中けやきの森学

園、東京都立墨東特別支援学校、東京都立光明学園、静岡県立東部特別支援学

校、愛知県立岡崎特別支援学校、大阪府立堺支援学校、兵庫県立加古川特別支

援学校、岡山県立倉敷まきび特別支援学校、島根県立松江緑が丘養護学校、広

島県立広島西特別支援学校、山口県立周南総合支援学校、香川県立高松養護学

校、福岡県立直方特別支援学校 など 
 

 

 

都立光明学園校長 田村 康二朗 

担当：支援部進路指導 



＜今月も出張販売を行います！９月の販売予定について＞ 

 今月も近隣施設の出張販売を行います。販売予定は下表２を御確認くださ

い。この社会状況により、どの事業所も販売機会が減っているとのことで、

本校が唯一の販売機会となっている事業所もあるそうです。御承知おきくだ

さい。９月の販売時間は、１日（火）は「１２時３０分～１３時１５分」で

すが、それ以外は「１５時５５分～１６時４０分」での販売となります。 

＊表２：９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  かみよん工房 ２  渋谷まる福 ３  わくわく祖師谷 

６  まもりやま工房 ７  まごの手便 ８ ９  さわやかはーと １０ 

１３ さわやかはーと １４ ワークイン翔 １５ １６ 渋谷まる福 １７ 

２０  祝日 ２１ 下馬福祉工房 ２２ ２３  祝日 ２４ 

２７ さわやかはーと ２８ 喜多見・上町工房 ２９ ３０  
 

＜障害者を対象とした職員採用選考考査実施！千葉県からのお知らせ＞ 

 千葉県より「令和 3 年障害者を対象とした千葉県職員採用選考考査」の実施通知が届きまし

た。採用選考考査の考査職種、採用予定人員、職務内容等は下表３のとおりです。すでに 8 月

中旬から受付が始まっており、9 月 8 日（郵送の場合、消印有効）が受付期限です。高等部 3

年生で選考考査を希望する場合は、まず担任まで御相談ください。その他、この採用選考考査

については、千葉県のホームページ（https://www.pref.chiba.lg.jp/）を御確認ください。 

 ＊表３：千葉県職員採用選考考査について＊ 

考査職種 
採用予定 

人 員 
職務内容 採用時の予定勤務先 

一般行政 8 名程度 
庶務・経理、企画・立案、調査、

指導、折衝等の一般行政事務 

知事部局、各種委員会事務局、

各種公営企業、県立学校等 

警察事務 5 名程度 
情報処理、会計、福利厚生、資料

統計等の一般事務 

警察本部、運転免許センター、 

警察署等 

獣医師 1 名程度 

家畜保健衛生、衛星監視、と畜検

査、家畜等に関する試験研究等に

関する業務 

健康福祉部衛生指導課、 

農林水産部畜産課、 

家畜保健衛生所等 

薬剤師 1 名程度 
薬事監視、衛星監視等に関する業

務 

健康福祉部薬務課、 

保健所（健康福祉センター）等 

保健師 1 名程度 
健康相談、保健指導、衛生管理等

に関する業務 

健康福祉部健康づくり支援課、 

保健所（健康福祉センター）等 

管理栄養士 1 名程度 
食生活の調査分析、栄養指導、衛

生管理等に関する業務 
保健所（健康福祉センター）等 

保育士 1 名程度 
保育に関する業務（交代制夜間勤

務等の変則的勤務があります） 
児童相談所、冨浦学園等 

臨床検査技師 1 名程度 衛生に関する業務 
保健所（健康福祉センター）、 

衛生検査所等 

看護師 1 名程度 
看護に関する業務（交代制夜間勤

務等の変則的勤務があります） 
県立病院等 

学芸員 

（歴史系） 
1 名程度 

資料の収集、保管、点字及び調査

研究、教育普及その他専門的業務 
県立博物館等 学芸員 

（自然系（動物学

［昆虫を除く無脊

椎動物］）） 

1 名程度 

 



＜お仕事体験３日間パックを実施！目黒障害者就労支援センターからのお知らせ＞ 

 目黒障害者就労支援センターより「お仕事体験３日間パック」実施の案内が届きました。就

労未経験者や初心者向けのプログラムとのことで、3 日間の体験を通して、働くことの楽し

さ・やりがい、就労の動機づけのきっかけになることを目的としています。このプログラムの

詳細は下表４のとおりです。御確認いただき、体験を希望する方は担任に御相談ください。プ

ログラムの利用申込みは学校を通して連絡調整することになります。御承知おきください。 

 ＊表４：「お仕事体験３日間パック」について＊ 

3 日間の流れ 

【1 日目】１０：００～１４：００ 見学 

【2 日目】１０：００～１５：００ お仕事体験 

【3 日目】１０：００～１６：００ お仕事体験＆振り返り 

選べる 3 種類のお仕事 

◆事務（就労支援センター事務所） 事務は会社を支える「縁の下

の力持ち」。落ち着いて仕事に取り組める魅力から、年齢問わず人

気の高いお仕事です。 

【体験内容】パソコン入力、郵便物仕分け、書類整理 等 

◆喫茶（グリーンカフェ西郷山） あこがれの職業として人気の高

いカフェの仕事。お客様が多数利用されるため変化が多いです

が、丁寧にサポートします。 

【体験内容】調理補助、食器洗浄、店内セッティング 等 

◆清掃（心身障害者センターあいアイ館） 禁煙、清潔を提供する

専門職として大変注目されています。日常的な清掃用具を用いる

ので初心者の方も安心して取り組めます。 

【体験内容】モップがけ、手すりの消毒、外回りの枯葉掃除 等 

利用にあたって 
・原則、目黒区在住の方を対象としています。 

・通院中の方は、主治医の意見書を提出いただく場合があります。 
 

＜卒業後の利用希望者は要チェック！あけぼの学園の利用手続きについて＞ 

高等部３年生で卒業後の進路選択肢の一つとしてあけぼの学園を考慮している場合は、下表

５の流れで利用希望をお伝えください。また、今年度よりあけぼの学園の事業が、従来の「医療

型」から「地域活用型」に移行しています。御承知おきください。 

＊表５：卒業後のあけぼの学園利用を希望する場合の手続き＊ 

昨年度まで 今年度から 

・在住区の地区担当者（ケースワ

ーカー）に利用希望を伝える 

・在住区の地区担当者（ケースワーカー）に利用希望を伝える 

・御家庭から直接あけぼの学園に利用希望を伝える 

 ⇒今年度から新たに加わった手続きです。 
 

＜生活資金融資制度の御案内！東京都産業労働局からのお知らせ＞ 

 東京都では、都内在住又は在勤の中小企業に働く勤労者を対象として「東京都中小企業従業

員生活資金融資制度」を実施しています。正規・非正規雇用の方を問わず利用できる融資制度

です。本制度では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減等に対し、中小企

業の従業員の方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を行っています（融資限度額 100

万円）。興味ある方は、以下の問合せ先への連絡や「ＴＯＫＹＯはたらくネット 従業員融資」

で検索・確認ください。 

○問合せ先：東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課（勤労者支援担当：藤井） 

      TEL：０３－５３２０－４６５３（直通）、FAX：０３－５３８８－１４６９ 

      URL：https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/yushi/ 
 

＜労働法ハンドブックが改訂！厚生労働省のお知らせ＞ 

 厚生労働省より、労働法ハンドブック改訂版「これってあり？まんが 知って役

立つ労働法Ｑ＆Ａ」が届きました。このハンドブックには、働くルールである労働



法について、最低限知っておく必要のあるルールが紹介されています。今回は配布数が少ない

ため、各部門・学部の支援部進路指導担当者で保管しています。この改訂版のハンドブック

は、厚生労働省ホームページに電子媒体がアップロードされています。興味のある方は、右上

ＱＲコードから御確認ください。また、下表６は「働く人のための相談窓口」一覧です。働く

うえで疑問や悩みがありましたら御活用ください。 

 ＊表６：働く人のための相談窓口一覧（相談はいずれも無料）＊ 

相談窓口 概要 ＱＲコード 

総合労働 

相談コーナー 

労働問題に関するあらゆる分野の相談の受付（労働条件、解

雇、いじめ・いやがらせ、職場におけるパワーハラスメントな

ど）  

ハローワーク 

（公共職業安定所） 

職業相談、職業紹介・指導、職業訓練の受講あっせん、雇用保

険の給付（仕事探し、失業給付、職業訓練など） 
 

労働基準監督署 

賃金、労働時間、労働者の安全と健康の確保などについての監

督、指導、労働基準関係法令に基づく許可、認可などの事務（安

全の確保など）  

都道府県労働局 

雇用環境・ 

均等部（室） 

・性別による差別、職場におけるセクシュアルハラスメント、

妊娠・出産、育児休業などを理由とする不利益な取扱い（退職

強要、解雇、降格、契約の更新拒否（雇止め）など）、妊産婦

の健康管理などに関する相談の受付 

・仕事と子育てや介護との両立支援 

・非正規雇用労働者の待遇改善 

 

労働委員会 

労働組合と使用者（会社）との間のトラブルの調整、使用者が

組合員への不利益な取扱いを行った場合や組合との団体交渉

を正当な理由なく拒否した場合の審査、労働者と会社との間

の個別のトラブル（辞めさせられた、辞めさせてもらえないと

いったトラブルなど）の解決の支援 

 
中央労働委員会 

 
都道府県労働委員会 

日本司法 

支援センター 

（法テラス） 

労働問題に関する法的トラブルの解決の支援 

 

日本年金機構 厚生年金保険に関する相談の受付 

 
全国の相談・手続き窓口  

 
電話での年金相談窓口 

＜引用・参照：厚生労働省「これってあり？まんが 知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ」＞ 
 

＜誰でも参加できるけやき学級！世田谷区教育委員会からのお知らせ＞ 

 世田谷区教育委員会より「けやき学級」の１２月までのプログラム予定が届きました。具体

的なプログラムは下表７を参照ください。けやき学級では、障がいのあるメンバーを中心に、

一人一人違う個性を大切にし、一人ではできない遊びやお出かけを通して、助け合い、自分の



できることを学んでいます。その中で誰もが心地よく、ともに生きる居場所を広げていくのが

「けやき学級」の仲間づくりとのことです。参加を希望する場合は、事前申込が必要です。問

い合わせも含めて、下記まで直接御連絡ください。 

 ＊表７：けやき学級の１２月までのプログラム予定＊ 

日時 プログラム 場所等 

９／１２ １３：３０ 「脳トレ」に挑戦！ 宮坂区民センター３階 中会議室 

９／２６ １３：３０ 身体と心のための「食」について 宮坂区民センター３階 中会議室 

１０／１０ １３：３０ 企画会 児童相談所（元総合福祉センター） 

１０／２４ １３：３０ 講談の世界を知ろう！ 宮坂区民センター３階 中会議室 

１１／１４ １０：００ 紅葉の井の頭公園を散策しよう 豪徳寺駅前１０：００集合 

１１／２８ １３：３０ 企画会 児童相談所（元総合福祉センター） 

１２／１２ １０：００ 水上バスに乗ってみよう 豪徳寺駅前１０：００集合 

１２／１９ １３：３０ クリスマス会 宮坂区民センター３階 中会議室 

○参加申込み・問合せ先：世田谷区教育委員会事務局 生涯学習・地域学校連携課 

福祉教育担当  TEL：０３－５４３２－２７３３ 
 

＜進路指導の状況報告③！Ｂ部門中学部「進路学習」について＞ 

病弱教育部門中学部２年生の進路学習の報告です。学校と寄宿舎で

生活リズムを整えながら自分の病気との付き合い方を学び、日々の学

習を積み重ねることで昨年度から大きな成長が見られました。 

１学期に卒業後の進路について考える学習の中で、パソコンなどを

使っての高校についての調べ学習を熱心に行いました。見学に行って

みたい学校をいくつか自分で見つけることができたので、２学期も継続する予定です。また、前

年度から、前籍校訪問を定期的に積み重ねることで自信をつけ、９月から前籍校へ戻る生徒もい

ます。本校で培った力を存分に発揮されることを願っています。 

 


