
一人ひとりの未来チャレンジ

神奈川障害者職業能力開発校国立
県営

ビジネスキャリア

ビジネスサポート

ビジネス実務

目標職種 コース・訓練期間 主対象内容

指示の受け方、報告・連絡・相談、時間管理、
身だしなみなどのビジネスマナーやビジネス
コミュニケーションを習得します。

画面読上げソフト等の支援機器を活用したパソ
コン操作や事務補助にも対応できるスキルの
ほか、ビジネスに関する基礎知識等を学び、
事務職として必要な知識と技能を習得します。

パソコン操作、簿記、給与計算、ビジネス
マナーなどを学び、事務職として必要な知識
と技術を習得します。

流通・環境・外食分野の各サービス実習を
通して、現場で働くマナーや作 業手順など
を学び、実務作業に従事できる知識と技能
を習得します。

　　　

ＣＡＤ技術
機械製図の基本から、２次元ＣＡＤによる
製図法、３次元ＣＡＤによるモデリング技術
など、設計製図に必要な基礎知識とＣＡＤ技
術を習得します。

身体障がい

グラフィックデザイン
企画デザイン、編集レイアウト、各種グラフィ
ックソフトを用いた印刷物及びホームページ
作成などの知識と技術を学科と実習を一体化
させた実践的な授業により基礎から着実に理
解を深め、習得します。

身体障がい

身体障がい
知的障がい

視覚障がい

精神障がい

知的障がい

ＩＴチャレンジ
自らの希望や適性に合わせて、IT関連の開発
系(ハードまたはソフト)と運用系の3コース
から選択をし、関連する知識と技術を習得し
ます。

身体障がい

総合実務

サービス実務
物流サービスや環境サービス(清掃等）の
実務作業及びビジネスマナー等の知識、
技能とともに、働き続けるために必要な
セルフマネジメントを習得します。

精神障がい

回路設計者
システムエンジニア
プログラマ
社内システムの運用管理

回路設計者
システムエンジニア
プログラマ
社内システムの運用管理

1年
後期

1年
前期

６ヶ月
前期

６ヶ月
後期

６ヶ月
前期

６ヶ月
後期

２年

１年

１年

１年

１年

※コースによっては入校時期が前期(４月入校)と
　後期(10月入校)があります

入社3年目の職場定着率  
86.6％

平成28年度生

※定着率とは、修了・就職中退後に就労した事業所で引き
　続き就労している割合です。

訓練生が自分の障がいを受け入れ、理解を深めることができるように支援します

障がいを補う方法を訓練生と一緒に考え、その実現のための指導助言を行います

一人ひとりの訓練生の修了後の職業生活の充実を目標に、訓練と支援に取り組みます

訓練実施方針

流通・環境分野
での実務作業者

機械設計技術者
ＣＡＤオペレーター

グラフィックデザイナー
DTPオペレーター
ホームページの保守管理

流通・環境・外食分野
での実務作業者

回路設計者
システムエンジニア
プログラマ
社内システムの運用管理

一般事務
経理事務
事務補助
データ入力



企業等の求人関連スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

随時受付・実施

当校では、障害のある訓練生への職業訓練から就職支援まで、職業訓練指導員が責任を持って担当しています。
訓練生を紹介してほしい、訓練の様子を見学したい、校内求人企業説明会を行いたい、仕事の切り出しやマッチングの
相談をしたいなど、どうぞ、お気軽にご相談ください。

学校見学・
事業内容説明

訓練生の就職関連スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

当校では、専門的な職業訓練と併せて、就労に向けたキャリア・コンサルティングや、ビジネスマナーなどを学ぶ
就職ガイダンスを実施しています。また、県内及び都内で開催される障害者就職面接会、校内で開催する校内求人
企業説明会への参加を促しています。

● 都内全域 
● 都内全域＜中央＞ 　　　    

● 都内全域＜多摩＞
　　　　　　 

● 城南 
 

● 立川
● 中央 

● 城東
● 町田

● 県央
● 横浜 
● 横須賀● 横須賀 

●横浜

● 県央 
● 西湘

●横須賀●川崎 
● 藤沢・戸塚

就職準備

就職活動
開始時期

●就職ガイダンス

●就職ガイダンス
●就職ガイダンス  

●就職ガイダンス
●就職ガイダンス

●就職ガイダンス

●就職ガイダンス

障害者
就職面接会

神奈川

 東京

ＣＡＤ技術

６月より就職活動開始

インターンシップ インターンシップ

参加開始1年
後期生 参加開始２年生

ビジネス実務
サービス実務

７月より就職活動開始

ビジネス実務
サービス実務

１月より就職活動開始

ＩＴチャレンジ　　　　グラフィックデザイン　　
ビジネスサポート　　　ビジネスキャリア
総合実務

９月より就職活動開始

参加開始1年
前期生

参加開始６ヶ月
前期生 参加開始６ヶ月

後期生

ＩＴチャレンジ

４月より就職活動開始
1年
後期生

1年
前期生

６ヶ月
前期生

６ヶ月
後期生

２年生

事業主懇談会

訓練生求職情報提供 訓練生求職情報提供

校内で行う求人企業説
明会、面接会です。
ぜひ、ご連絡ください。

校内求人
企業説明会

参加開始1年
後期生 参加開始２年生 参加開始1年

前期生

参加開始６ヶ月
前期生 参加開始６ヶ月

後期生



企業等の求人活動への各種支援
当校では、各種情報提供支援、就職促進支援、定着指導など、企業等の皆様の多彩な求人活動への支援を行って
います。どうぞ、お気軽にご相談ください。

ハローワークとの連携
各ハローワーク（公共職業安定所）とも連携を取りながら、情報交換を行っています。

企業等の皆様
からのご相談

電話による
聞き取り調査

修了生から
職場の
悩み事相談

修了生の集い
（6月上旬）

就職活動を行う訓練生の希望職種や必要な配慮の内
容等の情報を、求人をお考えの企業等の皆様へ提供
しています。

訓練生求職情報提供

ハローワークから紹介される求人
情報を、リアルタイムに訓練生に紹
介しています。

ハローワーク求人情報提供
神奈川県内、東京都内で開催され
る、ハローワーク主催の障害者就
職面接会に訓練生の参加を促して
います。

障害者就職面接会
障がい者を雇い入れた際に、企業
等に給付金が支給される等の支援
制度があります。詳細については、
労働局またはハローワークへお問
い合わせください。

各種給付金等

求人をご検討していただくにあたり、ぜひ実際の訓練を
見ていただくことをお勧めします。見学は電話等で随時
受付けています。

学校見学・事業内容説明

定着支援

訓練修了後概ね３年以内の修了生を対象に相談会（修
了生の集い）や現状調査（アンケート）を実施し、助言・
指導を行うとともに、就労先を訪問して勤務状況を確認
するなど、企業等の皆様と連携を取りながら、定着支援
を行います。

フォローアップ

企業等の皆様との意見交換や、当校の最新情報をお伝
えする機会として、当校で懇談会を開催しています。そ
の際に、訓練生求職情報をお伝えします。

事業主懇談会
当校では、訓練生と求人企業等の皆様とのマッチング
の機会を設けるため、校内での求人説明並びに面接を、
企業等の皆様と連携して実施しています。
《 説明会の目安 》
●各企業等個別に開催
●企業等説明30分程度 
●入社希望者との面接
　　（一人あたり15～30分程度）
※詳しくは、当校ホームページの「求人企業説明会のご
案内」をご覧ください。

校内求人企業説明会

授業の一環として、職場体験を通じ、職業意識の醸成、
技能習得意欲の増進を図っています。

インターンシップ

就職活動の一環として、訓練生と職場のミスマッチを防
ぐため、必要に応じて、職場実習を実施しています。

職場実習

事業主懇談会の意見交換会　

校内求人企業説明会　　



 修了生等就職先一覧 (敬称略／五十音順）（平成29年度・平成30年度　合計69社）

 就職関連情報（平成29年度・平成30年度修了時就職者　合計96名）

国立県営 神奈川障害者職業能力開発校
〒252-0315　神奈川県相模原市南区桜台13番1号   
TEL 042-744 -1243(代表)　FAX 042-740 -1497 　求人等に関する問い合わせ　教務課 就職担当

URL :http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f3e/kanakou/

障がい種別状況 職種別状況 就職地域別状況

技術系
14%

相模原 9%

横浜
41%

川崎 4%

その他 
神奈川県内
20%

東京都内
26%

知的障がい
57%

作業系
38%

事務系
48%

身体障がい
36%

精神障がい
6%

株式会社アバールデータ

株式会社アプリス

アミカル動物病院

株式会社アルバック

株式会社イカイプロダクト

石井商事運輸株式会社

伊藤忠ユニダス株式会社

（伊藤忠商事株式会社特例子会社）

ＳＭＢＣグリーンサービス株式会社

（株式会社三井住友銀行特例子会社）

ＮＲＩみらい株式会社　

（株式会社野村総合研究所特例子会社)

ＮＳＫフレンドリーサービス株式会社

（日本精工株式会社特例子会社）

エヌエス・テック株式会社

海老名市

エム・ユー･ビジネスパートナー株式会社

（株式会社三菱ＵＦＪ銀行特例子会社）

株式会社オープンハウス

医療法人同愛会小澤病院

オリンパスサポートメイト株式会社

（オリンパスグループ特例子会社）

神奈川県

神奈川スタッフ株式会社

学校法人杏林学園　杏林大学

コニカミノルタウィズユー株式会社

（コニカミノルタ株式会社特例子会社）

五洋建設株式会社

サンリツオートメイション株式会社

ＪＸエンジニアリング株式会社

ＪＸＴＧエネルギー株式会社

ＪＦＥテクノス株式会社

ＪＦＥビジネスサポート横浜株式会社

株式会社システムステーション

株式会社湘南ゼミナールオーシャン

（株式会社湘南ゼミナール特例子会社）

新東Ｓプレシジョン株式会社

株式会社杉孝

太陽油脂株式会社

株式会社タチエス

株式会社田原屋

株式会社トゥモローランド

株式会社トッパンパッケージプロダクツ

株式会社トラスト・テック・ウィズ

（株式会社トラスト・テック特例子会社）

ナイス株式会社

日揮プラントイノベ－ション株式会社

日新工業株式会社

日総ぴゅあ株式会社

（日総工業株式会社特例子会社）

株式会社日本アメニティライフ協会

日本フルハーフ株式会社

株式会社博報堂ＤＹアイ・オー

（株式会社博報堂ＤＹホールディングス特例子会社）

パーソルサンクス株式会社

（パーソルホールディングス株式会社特例子会社）

株式会社はまぎんビジネスチャレンジド

（株式会社横浜銀行特例子会社）

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

株式会社日立ゆうあんどあい

（株式会社日立製作所特例子会社）

富士ソフト企画株式会社

（富士ソフト株式会社特例子会社）

株式会社富士達

富士通エフサスシステムズ株式会社

株式会社富士通パーソナルズリテールサービス

株式会社ベストブライダル

株式会社牧野技術サービス

町田市

丸紅オフィスサポート株式会社

（丸紅株式会社特例子会社）

みずほビジネス・チャレンジド株式会社

（株式会社みずほファイナンシャルグループ

　　　　　　　　　　　　　　　特例子会社）

株式会社ミツトヨ

株式会社三峰

みらかホールディングス株式会社

株式会社メディセオ

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社横浜銀行

横浜市

横浜市教育委員会

株式会社横浜リテラ

楽天ソシオビジネス株式会社

（楽天株式会社特例子会社）

ラピスセミコンダクタ株式会社

リゾートトラスト株式会社

株式会社リンクライン

（コムテック株式会社特例子会社）

令和元年７月発行


