
 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜令和４年度警察行政職員の採用募集！警視庁からのお知らせ＞ 

 警視庁より警察行政職員採用選考案内が届きました。北棟 1階保護者控室横に

掲示していますポスターも来校の際に御確認ください。障害者を対象とする採用

選考の概要は下表１のとおりです。選考区分及び採用予定者数等については下表

２を御確認いただき、採用選考へのチャレンジを希望する方は担任まで御相談ください。所定

の採用選考申込書をお渡しします。また、右上ＱＲコードからは警視庁採用サイトにつながり

ますので、興味ある方はぜひ採用情報を収集してください。 

 ＊表１：障害者を対象とする警視庁警察行政職員Ⅲ類採用選考について＊ 

申込受付期間 ６月２０日（月）～７月２９日（金）消印有効 

申込方法 郵送のみとなります 

第１次選考日 ９月１１日（日） ※選考会場：警視庁警察学校等 

第１次合格発表日 ９月３０日（金） ※合否にかかわらず受験者全員に郵便で通知 

第２次選考日 １０月１５日（土） ※選考会場：警視庁警察学校等 

最終合格発表日 １２月下旬 ※合否にかかわらず受験者全員に郵便で通知 

※本選考案内の選考日程・選考方法・選考会場等は、情勢により変更になる場合があります。 

＊表２：選考区分及び採用予定者数など＊ 

選考区分 採用予定者数 勤務予定先 職務内容 

事 務 ５名程度 
警視庁本部、

各警察署 

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、電話対応、窓口対応等） 

※９月１１日に警視庁が実施する他の試験（選考）を併せて受験することはできません。 
 

＜素敵な新商品＆売れ筋商品が並んでいます！７月の出張販売予定について＞ 

 今月の出張販売予定は、下表３を御確認ください。下校後の時間に来校する際は、ぜひ北棟２

階職員室前ホールに足をお運びいただき、各事業所の素敵な商品を御確認ください。 

 ＊表３：７月の出張販売予定について＊ 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日   

       １  

４  まもりやま工房 ５  まごの手便 ６  かみよん工房 ７  渋谷まる福 ８  

１１  １２ ワークイン翔 １３ はーとあーす世田谷 １４  １５  

１８  １９ 下馬福祉工房 ２０  ２１  ２２ まごの手便 

２５  ２６ 喜多見・上町 ２７ はーとあーす世田谷 ２８  ２９ 

 ※出張販売を行わない日程は灰色で塗りつぶしています。御承知おきください。 
 

＜参加希望集約結果！Ｓ部門対象の各区進路説明会について＞ 

 先月に参加希望集約を行いました各区担当者による進路説明会について、

裏面表４のとおりの参加希望状況となりました。昨今の社会状況を鑑みて定

員を２０名と設定しておりましたが、定員を超す参加希望があった世田谷区

については、会場内の座席間隔をより大きく設置することで、希望者全員に

参加していただくこととしました。なお、当日、御都合等で欠席された方も

含めて、各区から提供された資料は説明会に参加されていない方全員へ後日配布いたします。

 

都立光明学園校長 田村 康二朗 

担当：支援部進路指導 



資料がお手元に届きましたら内容を御確認いただき、質問等がある場合は、地区担当者を含め

て、各区窓口まで直接御連絡ください。 

 ＊表４：各区進路説明会への参加希望状況＊ 

世田谷区 ３１名 渋谷区 ７名 目黒区 ４名 港区 ２名 
 

＜企業就労希望者は要チェック！障害者雇用率制度における勤務時間について＞ 

 厚生労働省の労働政策審議会障害者雇用分科会第１１７回（令和４年４月２７日）資料によ

りますと、障害者雇用納付金制度や障害者雇用率制度の在り方について検討が行われていま

す。その中で、週所定労働時間２０時間未満の短時間労働者の取り扱いについて話題になって

おり、今後、下表５太枠内のように、精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者の短時間

労働（週１０時間以上２０時間未満）も、特例的な取扱いとして、障害者雇用率に算定できる

ようになるとのことです。この算定変更により、これまで以上に企業による障害者雇用が広が

ることを期待したいところです。 

 ＊表５：障害者雇用率制度における算定方法＊ 

週所定 

労働時間 
３０時間以上 ２０時間以上３０時間未満 １０時間以上２０時間未満 

身体障害者 １ ０．５ － 

 重度 ２ １ ０．５ 

知的障害者 １ ０．５ － 

 重度 ２ １ ０．５ 

精神障害者 １ ０．５ ※ ０．５ 

 ※一定の要件を満たす場合は 1カウントとする（令和４年度末まで） 
 

＜夏季休業中がチャンス！福祉事務所への訪問について＞ 

 障害者手帳を所持している場合、居住地を所管する地区担当者が必ずお

り、保護者の皆様とは、普段から電話等で連絡を取り、様々な書類等のや

り取りを行っていることと思います。一方で、児童・生徒本人とまだ顔を

合わせたことがないケースもあるとも聞きます。今年４月から担当者が新

しくなった方もいると思いますので、来週から８月末までの夏季休業中

に、ぜひ地区担当者に会いに行く機会を作っていただければ幸いです。 

 各自治体の地区担当者は、相談支援専門員等が作成したサービス等利用計画に基づき、必要

な障害福祉サービスの支給決定に関わる担当者です。卒業を控えた高等部３年生は具体的な進

路相談（進路実習の様子報告、卒業に向けた手続きの確認など）を行うことになりますが、高

等部２年生から下の学部・学年についても、可能な限り、地区担当者とコンタクトを取ってい

ただき、日頃の生活での困り事や今後の福祉制度利用などについて、色々と情報収集していた

だけますと幸いです。なお、この社会状況ですので、「必ず訪問しなければならない」というわ

けではありませんが、児童・生徒の顔が見える関係を築くことが重要となります。この夏季休

業中に直接市・区役所や支所を訪問する際は、事前に地区担当者へ連絡の上、対応ください。 
 

＜令和５年度入校案内が届きました！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５年度の入校案内が

届きました。案内には応募用件や応募方法も含めて、選考の詳細が記されて

います。入校願書や診断書、調査書など応募書類も同封されていますので、

高等部３年生で開発校への入校を目指す方は、まずは担任に御相談くださ

い。入校案内をお渡しします。なお、今後、体験入校も実施予定とのことで

す。案内が届き次第お知らせしますが、気になる方は御自身で開発校のホー

ムページを御確認ください。 
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＜必ず確認しましょう！施設見学する際の視点・ポイントについて＞ 

 今後の進路選定に向けて、これから施設見学する方も多いかと思います。今

号では、施設見学をする際の視点及びポイントを御紹介します。下表６を参考

に、掲載した視点・確認ポイント以外についても、学園生本人に必要な情報を

交換・共有してください。夏季休業中に施設見学を行う場合は、可能な限り、

お子様と一緒に見学訪問していただきたいと考えています。学園生本人が見学

先の雰囲気や状況を知ることができると同時に、見学先職員も学園生本人を知

る機会となり、お互いにとっての「百聞は一見に如かず」となります。２学期

後半から進路実習が始まる高等部２年生は、ぜひ積極的に施設見学に取り組んでください。 

 ＊表６：施設見学で必要な視点及びポイントについて＊ 

視点 確認ポイント 

◆見学当日の活動だけでなく、１週間や１

か月、１年のスパンでどういった活動が行

われているか。 

◆本人が好きあるいは楽しめる活動があるのかどう

かは、「通いたい」と思えるモチベーションに関わ

ります。 

◆施設の雰囲気、職員と利用者の関係性は

どうか。 

◆本人がストレスなく活動できる雰囲気の場所であ

るかを確認しましょう。 

◆施設の設備面、具体的な支援やケア対応

（医療的ケア、アレルギーなど）は整って

いるか 

◆本人に必要な設備や支援・ケア対応ができるか

は、進路選択に直結します。特に、医療的ケアやア

レルギー対応の確認は必須です。 

◆食品に関わる活動がある場合、衛生面は

どのように管理されているのか。 

◆本人に求められる条件を確認することで、進路選

択の可否や適性判断につなげることができます。 

◆自宅からの通所方法（自力通所もしくは

送迎バス利用）はどのようになっているの

か。 

◆送迎対応の有無だけでなく、自立通所が必要な場

合は、自宅から最寄り駅、最寄駅から施設までの経

路・時間確認も必須です。 
 

なお、世田谷区で生活介護事業所を見学した場合、「送迎対応の確認」は必須です。現時点

での送迎範囲に基づき、居住エリアへの送迎対応可否は確実に確認してください。進路実習の

受入れ及び高等部卒業後の利用判断に大きな影響があります。送迎対応が不可の場合は、実習

及び利用受入れが「不可」となります。また、就労系通所事業所（就労継続支援Ａ・Ｂ型、就

労移行支援）の多くは、基本的に「自力通所」となっていますが、一部、「送迎対応可」という

施設もあります。送迎バス利用が前提となっている生活介護事業所とは違いがありますので、

就労系通所事業所を検討している場合は、送迎対応について確認しておくと安心です。 

見学実施後は担任と率直な感想報告・情報交換を行い、在学中に取り組むべき進路指導の課

題（一人登下校の練習、コミュニケーションスキルなど）を確認・共有してください。 
 

＜各部門・学部での進路指導実践の紹介②！Ｓ部門高等部３年生について＞ 
 現在、肢体不自由教育部門高等部３年生は、居住区内の通所施設や企

業等での進路実習や大学受験の準備に取り組んでいます。高等部卒業後

の進路実現につながるよう、御家庭からも御協力・御支援をいただきな

がら、どの生徒も進路実習や受験準備に真剣に取り組む姿が印象的で

す。２学期には通所施設利用申請や大学受験本番となります。生徒本人

の進路希望が実現することを、学年担任一同、心から願っております。 

 さて、この夏季休業中の進路課題として、各区の地区担当者との顔合

わせ（福祉事務所訪問）を行うことになっています。この福祉事務所訪問では、地区担当者と

顔を合わせ、高等部卒業後の進路希望の共有を図るとともに、１８歳を境に児童から成人へと

変わる手続きや今・将来の生活全般の困り事等の相談を行っていただきます。新型コロナウイ

ルスの感染状況を鑑みての対応となりますが、可能な範囲で地区担当者と生徒本人が顔を合わ

せる場面を設定いただけますと幸いです。地区担当者を訪問する際は、事前に連絡し、訪問日

時を確認ください。なお、この福祉事務所訪問で情報交換・共有したことについては、担任に
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も情報共有をお願いします。生徒本人を支援の輪の中心とし、地域や御家庭、学校が連携して

支援の輪を広げていくことが重要です。卒業に向けて、引き続き御協力・御支援ください。 
 

＜本校からは希望者全員参加！就労移行支援事業所「すきっぷ」見学会について＞ 

 Ｓ部門高等部の世田谷区在住保護者を対象（生徒は対象外）とした「すきっぷ」見学会につ

いて、他校の参加希望者との抽選・調整の結果、本校の参加希望者は全員８月２２日（月）に

実施する第１回見学会に参加できることになりました。当初は１０名程度という定員でした

が、希望者が多数となったため、受入れ人数を２０名に増やしていただくことになりました。

すでに参加希望者へは調整結果通知を配布していますので、当日の集合時間や注意事項につい

て、改めて御確認ください。今回の活動・取り組みの様子見学や質疑応答をとおして、就労系

通所施設である就労移行支援事業を知っていただければと考えています。 
 

＜体験入校を実施します！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、体験入校のお知らせが届

きました。下表７に概要をまとめました。参加対象となる両部門高等部生徒へ

は、申込書付の開催案内を配布していますので併せて御確認ください。参加を

希望する方は、別途配布しています参加申込書を担任に提出ください。学校で

まとめて参加申込みを行います。各科の定員を超えた場合は、抽選となります。

当選結果は、７月２２日（金）頃までに判明するとのことです。なお、この体験入校には担任等

が引率することは想定していません。当日、会場までの移動や開発校での付き添いは御家庭で対

応いただくことになります。御承知おきください。 

 開発校担当者からは「将来を見据えて、ぜひ高等部１年生・２年生も御参加ください」とお話

をいただいています。今回の体験入校を、高等部卒業後の進路について考える良いきっかけ・機

会としていただけますと幸いです。開発校を知る貴重な機会でもありますので、積極的に参加申

込みください。 

 ＊表７：開発校での体験入校について＊ 

開催日時 令和４年７月２９日（金） １３時３０分～１６時 

会  場 
東京障害者職業能力開発校（小平市小川西町２－３４－１） 

※最寄り駅は、西武新宿線「小川駅」より徒歩 5分です。 

対  象 
東京障害者職業能力開発校を進路先の選択肢の一つとして考えている、特別支援学

校高等部・高等学校の生徒 

学科・内容 

【定員数】 

＜身体・精神の手帳をお持ちの方＞ 

①ビジネスアプリ開発科：パソコンを操ろう！プログラム作成体験    【５名】 

②ビジネス総合事務科：Excel で表とグラフが簡単！綺麗！わかる！   【５名】 

③グラフィック DTP 科：フォトショップによる画像処理とイラストレータによる

うちわ作成【５名】 

④ものづくり技術科：フォトスタンドの製作 様々な工作機械を使用    【５名】 

⑤建築 CAD 科：家具をレイアウトしてシールを作ろう！3DCAD 体験  【５名】 

⑥製パン科：バターロールの作成 当日パンの種類が変更になる場合あり 【3名】 

⑦調理・清掃サービス科：飾り巻きずし、茶碗蒸し、窓ガラスクリーニング【５名】 

＜療育手帳をお持ちの方＞ 

⑧実務作業科（知的に障害のある方対象）：パソコンの体験、メモ帳作成体験、封入

作業体験（3班に分かれてどれか一つを半日で体験します）【１５名】 

申込方法 

・期限 

・参加申込みがあった生徒について、学校が集約して参加申込みを行います。 

※御家庭からの参加申込みではありませんので御注意ください。 

・申込期限は「令和４年７月２０日（水）」です。 
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＜夏季休業中も販売実施します！８月の出張販売予定について＞ 

 夏季休業中も出張販売を実施します。販売予定は、下表８を御確認くださ

い。夏季休業中ということで販売時間が夕方から昼（１２時３０分～１３時

１５分）に変更しています。夏季休業中に来校した際には、ぜひ２階までお

立ち寄りください。季節の新商品や売れ筋商品を各事業所が多数用意され

ています。商品購入の際は販売員に本日のおススメなどをぜひ御確認いた

だき、自分好みの素敵な商品を購入ください。 

 ＊表８：８月の出張販売予定について＊ 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

１  まもりやま工房 ２  まごの手便 ３   ４   ５  

８   ９   １０  １１   １２  

１５  １６  １７  １８  １９  

２２  ２３  ２４ はーとあーす世田谷 ２５  ２６ まごの手便 

２９  ３０ ３１ はーとあーす世田谷 ３０   

 ※出張販売を行わない日程は灰色で塗りつぶしています。御承知おきください。 
 

＜夏季休業中はチャンス！高等部卒業後の生活を知ることについて＞ 

 高等部生徒はもちろんのこと、中学部・小学部の生徒・児童や保護者にとって

も、高等部卒業後の生活を知ることは、今後の生き方を考えることにつながりま

す。「まだ先のこと」「高等部になってから」などと考えがちですが、高等部入学

後は具体的な進路活動（進路見学、実習実施など）に取り組むことになるため、

早い段階から情報収集しておくと、焦ることなく高等部卒業後の生活を具体的に

イメージすることが可能となります。これまでの進路だよりで掲載しています施

設見学の視点やポイント、見学先の選び方などを参考にしていただき、この夏季

休業中に児童・生徒と共にぜひ進路情報の収集に取り組んでいただけますと幸いです。ただし、

新型コロナウイルスの感染状況や熱中症にかかわる暑さ指数などを鑑みて、可能な範囲で御対

応ください。収集いただいた情報は今後の進路指導にも直結しますので、２学期になりました

ら、見学した率直な感想も含めて、収集した進路情報を担任と共有ください。良い進路情報が収

集できることを願っております。 
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