新たに認定登録された協力企業の紹介
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富士市ユニバーサル就労支援センターでは
随時、
「職場見学」を実施しています。
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富士

働きたい人みんなが働けるまちを目指して！

支 援 センタ

ー

企業名

2021年11月16日現在
業務内容

171

有限会社サンクリーンサービス

清掃業務全般

172

有限会社 大富士

清掃用品のレンタル

173

株式会社ふじ膳

仕出し料理・お弁当

174

株式会社クリエイティブ

食事サービス事業

175

株式会社ケー・デー・エス 富士工場

レンタルおむつ・タオル類のクリーニング

176

有限会社 富士見紙工

段ボール製造・加工・販売

177

富士市新環境クリーンセンター 循環啓発棟

富士市の委託でふじかぐやの湯、エコトピアの運営
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協力企業名は富士市のWEBサイト
city.fuji.shizuoka.jpに掲載されています
「トップページ ＞ くらしと市政 ＞ くらし・手続 ＞ ユニバーサル就労 ＞ ユニバーサル就労推進事業
認定協力企業 」の、 認定協力企業一覧 のPDFデータでご覧いただけます

「職場見学」
レポート

■

第34回「企業説明会」
を実施

ユニバーサル就労は、企業の
皆様の協力なくしては実現し
ません。日頃のご理解・ご協
力に感謝しております。
ユニバーサル就労を推進するため
に欠かせないのが、雇用や就労体
験の場を提供してくださる企業様
の協力です。ユニバーサル就労に

■

富士市では、 ユニバーサル就労 の取組にご理解、ご賛同をいた
だいた企業を「協力企業」として登録いただいています。ユニ
バーサル就労支援センターでは、利用者のご希望に応じて随時、
「協力企業」において職場見学をさせていただいております。毎
月数多く行われている職場見学。今回は2021年11月8日に行っ
た、株式会社 富士ホンダ様「Honda Cars 富士東」依田橋店で
の模様をレポートします。

仲間にエール！

興味のある企業の皆様、
ご連絡お
待ちしております。

サポーター募集！
！
富士市ユニバーサル就労支 ■登録料無料
援センターではサポーターを ■年会費無料
募集しています。身近に困っ
ている方がいたら是非「富士
市にはユニバーサル就労支
援センターがあるよ」とお声
掛けをしてあげてください。

あなたが知ることで
まわりの誰かが
知ることになります

富士市ユニバーサル就労支援センター 広報係

富士市ユニバーサル就労

〒416-8558 静岡県富士市本市場432-1 フィランセ東館1階
TEL 0545-62-7520
メール▶fuji-uw＠tokaido-sigma.jp

WEBサイト▶https://f-uw.com

■

「企業説明会」実施
第34回 富士市ユニバーサル就労企業説明会 実施
企業講話 株式会社グリーンテック 富士営業所 大浦様

て働く方々の働きづらさに配慮する、
いわばユニバーサル就労の基本が徹

受け入れることでユニバーサル就労に協力できるのではないかと直感いた

品等の検査・選別・修正など、
品質サポート事業を行っています。

■

仲間にエール！
◆
◆

4.事業主に対し、
障害特性をふまえた雇用管理についての助言等。

◆

吉原東中学校●

〒417-0847 富士市比奈 1481-2
TEL 0545-39-2702
メール▶shuugyou-seikatu@seishinkai.info
受付時間▶8:30〜17:30 月曜日〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）

◆

●JA富士市吉永
●
吉永
まちづくりセンター

◆

長学寺
●
富士障害者
就業・生活支援センター
チャレンジ

◆

﹁厚生労働省編︑
一般職業適性検査﹂
を行う木村センター長

●吉永第一
小学校

「就職すること、
働き続けること、
スキルアップを目指すこと、
はじめの一歩を踏み出すこと。あなたの チャレンジ を応
援します。ご来所お待ちしております。」
木村センター長

◆

6.職場定着のための在職者の交流活動の実施
（チャレンジサロン・ピアサポート）。

感染症対策をしっかりと行いながら、忙しく働く
就業・生活支援ワーカーのみなさん

◆

5.関係機関との連絡会議の開催及びこれらの機関との連携。

ホンダの最新の人気車種が並ぶ
展示スペース

ユニバーサル就労支援センター開設時からユニバーサル就労に
ご理解をいただいている株式会社 富士ホンダ様。
利用者からの質問にひとつひとつ丁寧に
お答えくださる総務課 課長の齊藤様

株式会社 富士ホンダ様は、静岡県の富士市･富士宮市･静岡市に店舗を
構えるホンダの正規ディーラーで、全店舗でホンダの新車･中古車を取り
扱っています。富士市のユニバーサル就労の取組にはユニバーサル就労支
援センター開設当初からご協力をいただき、職場見学を希望される利用者
には、常に快くご対応いただいております。
今回は利用者
（男性･20 代）
から、株式会社 富士ホンダ様の職場見学の

◆

3.就職にむけた準備支援、
職業準備訓練や職場実習等のあっせん。

◆

2.生活習慣や金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言等。

◆

1.就職活動や職場定着に関して、
相談内容に応じた助言等。

◆

富士障害者就業・生活支援センター チャレンジ は、
障害者の職
業的自立を実現するため、
富士障害保健福祉圏域において、
就労面と
生活面の支援を一体的に行うことを目的としています。

◆

富士市内の就労支援機関をご紹介する新連載。
第1回は、 富士障害者就業・生活支援センター チャレンジ です。

「Honda Cars 富士東」依田橋店の
外観

希望をいただいていましたので、
「Honda Cars 富士東」依田橋店の職場
見学を実施しました。
ショールームでは、総務課課長の齊藤様から、営業の仕事を中心に、資料
を見ながら説明を受けました。屋
外に出て、展示車両に乗り込んで
みたり、ピットを覗いてみたり。車両
保 管 場 所もご案 内いただきまし
た。
利用者から、自分の働きづらさ
を直接伝える場面もあり、質問に
も丁寧にお答えいただきました。

◆

上に及びます。ユニバーサル就労の協力拠点である富士営業所は自動車部

◆

を持つ、
品質サポートのトップカンパニーで、
取引実績は国内外9,000社以

2 0 2 1 年 1 1月8日に実 施した
「Honda Cars 富士東」依田橋店
（株式会社 富士ホンダ）での職場
見学の様子をご紹介します。

◆

愛知県に本社を置く株式会社グリーンテック様は、
全国に42の営業拠点

◆

だきました。

◆

用者を数名雇用していただいておりますが、
さらに大浦所長からは「今後も
ユニバーサル就労は継続的に取組んでいきたい」とうれしいお言葉をいた

熱心に聞き入る参加企業の
皆様

しました」と語る大浦所長。これまでもユニバーサル就労支援センターの利

企業講話をされる、
株式会社グリーンテック 富士営業所長の大浦様

◆

初にお話をお聞きした時、
人材不足の状況にある中で、
職場見学や就労を

◆

底されていて、
ユニバーサル就労への協力する土壌は整っておりました。最

◆

生活指導員研修を修了しております。職長から作業員に至るまで、
組織とし

◆

富士営業所では、
私（営業所長）と、
現場の責任者である職長は、
障害者の

◆

「当社の人材開発グループにはコーチングの研修マニュアルがあり、
また

◆

バーサル就労の取組についてお話いただきました。

やってみたい、
あるいは興味を持った仕事があっても、
実際に仕事の現場
を見ないと細かなことまでは分かりません。初めての業種や仕事であればな
おさらです。それを職場見学は解決します。
ユニバーサル就労支援センターでは利用者の希望した仕事や、
見学した
い協力企業にお願いして、
職場見学を実施しています。
職場見学は、
利用者と協力企業の都合の良い日を調整し、
職場見学をす
る日時を決めます。職場見学の当日は、
ユニバーサル就労支援センターの車
で協力企業に向かいます。
職場見学は支援員が一緒について回りますので、
初めての職場でも安
心。職場見学の時間は協力企業に
よって異なりますが、
おおよそ30分
〜1時間程度。職場見学の終了後
はユニバーサル就労支援センター
に戻り、
簡単な振返りを行います。

◆

今回は株式会社グリーンテック富士営業所長の大浦様に、
具体的なユニ

事前に職場を見られることが、
富士市のユニバーサル就労の特長のひとつです。

◆

2021年11月9日に、第34回の
企業説明会を開催いたしました。

株式会社 富士ホンダ様 「Honda Cars 富士東」依田橋店
「職場見学」レポート

