新たに認定登録された協力企業の紹介
認定番号

市 ユニバ
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富士市ユニバーサル就労支援センターでは「職場見学」の
次のステップとして、
「就労体験」を実施しています。
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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

CONTENTS

企業名

2022年1月19日現在
業務内容

178

株式会社 八幡

電機部品組立・電気製品の製造

179

五十鈴中央株式会社 富士サービスセンター

薄鋼鈑加工及び販売を担う鉄鋼専門商社

180

東洋メビウス株式会社 富士川物流センター

飲料の物流センター

181

株式会社オールコセイ 富士ファーム

昆虫飼育、
販売、
移動販売等

182

株式会社 日立物流中部 静岡東営業所

物流サービス業

183

ユースフル・テンプ株式会社

労働者派遣事業

184

株式会社ノダ 富士川事業所

住宅構造躯体のプレカット、
国産材針葉樹合板の製造等

185

株式会社JOINX

地域活性化事業、
地方移住推進事業、
テレワーク推進事業

「就労体験」レポート

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
富士センコー運輸株式会社・新富士PDセンター

「就労体験」
レポート

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

■「キャリアアップセミナー」開催

ロゼシアター 第2会議室

■「企業説明会」
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

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、
職場見学の次のステップとして協力企業での就労体験を実施して
います。就労体験当日は、支援センターの車で送迎します。就労体

興味のある企業の皆様、
ご連絡お
富士市役所 5階会議室

■

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

仲間にエール！

富士市ユニバーサル就労支援センター 広報係

験の時間は協力企業によって異なりますが、おおよそ2〜3時間程

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

度。支援センターに戻った後は、簡単な振り返りを行います。
今回は2021年12月7日に実施した、富士センコー運輸株式会

メール▶fuji-uw＠tokaido-sigma.jp

社様・新富士PDセンターでの就労体験の様子をレポートします。
富士市障害者就労機能パワーアップ事業

WEBサイト▶https://f-uw.com

■

「企業説明会」実施

◆
◆

※パワーアップ事業は福産品無人販売コーナー
「あいあい」
の構成メンバーとして、
障害のある方が作った製品の販路拡大を行っています

◆

パワーアップ事業が
繋げた企業で働く方

「キャリアアップセミナー」開催

自分の価値観を探求してキャリアを再確認するワークショップ

ババ抜き を活用した
コーチングゲームで価値観を再確認。
1月22日の土曜日、富士市文化会館「ロゼシアター」第2会議室にて、
『自分の価値観を探
求してキャリアを再確認するワークショップ』を開催しました。
ユニバーサル就労支援センターのセンター長で、国家資格キャリアコンサルタントでもあ
る三好が講師を務め、
「価値観ババ抜き」を実施。行動にエネルギーを与える3要素を「強
み」「興味関心」「価値観」と捉え、言葉が書かれたカードで自身の価値観を取捨選択し、
自分らしい働き方や生き方のヒントを見つけるものです。定員20名の申込のうち、当日14
名の方に参加をいただきました。

価値観を再確認することで、
明日への一歩に自信が持てる。

参加した方は、トランプのようにゲームを楽しむなかで、今まで気付
かなかったご自身が本当に大切にしている価値観を絞り込むことが
できたようです。

〒417-0057 富士市瓜島町 145 コーポ栄座104号室
TEL&FAX 0545-51-0632
メール▶fuji-coodinate@soleil.ocn.ne.jp
受付時間▶9:00〜16:00※不在の時あり
月曜日〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）
事務局：NPO法人富士市手をつなぐ育成会 パワーアップ事業部
富士市役所2階 福産品無人
※
販売コーナー「あいあい」
にて

◆

富士市の就労支援ネットワーク

今、
時代は障害のある方たちを福祉という形で支える時代から、
働く
意欲のある方たちが社会参加する時代へと変化しています。最近では
多くの企業が障害のある方を戦力として認め、
障害者雇用をすすめてい
ます。
「富士市障害者就労機能パワーアップ事業」は、
働く意欲のある方た
ちの職業的自立と障害者雇用をすすめる企業をサポートしながら、
健常
者も障害者もお互い助け合って暮らしていける地域作りを目指し、
活動
しています。

◆

静岡県
ジョブ
コーチ

①富士市における障害者就労支援体制の構築・強化を図る
②就労継続支援事業所等に通所する障害者の工賃アップを図る
③障害者の企業就労を推進していく

◆

富士市
障害者
就労機能
パワーアップ
事業

富士障害者
就業・生活
支援センター
チャレンジ

◆

ハローワーク

障害者
企業

事業内容は主に以下の3つです。

■

◆

特別支援
学校

就労支援
施設 等

「富士市障害者就労機能パワーアップ事業」はNPO法人富士市手を
つなぐ育成会が富士市から委託を受けて行っている事業です。
就労支援を通じて障害のある方の自立を図ることを目的として、
平成
19年にスタートしました。

分からない点はその都度確認しながら、初めての作業にあたる

◆

仲間にエール！

◆

富士市役所・生活支援課による説明

富士市内の就労支援機関をご紹介する連載
第2回は、
「富士市障害者就労機能パワーアップ事業」です。
富士市
ユニバーサル
就労

ご多忙のなか毎回現場への
手配をしてくださる
経営企画部・課長の風間様

◆

■

富士センコー運輸株式会社様・
新富士PDセンターの外観

今回は、
新富士PDセンターにおいて就労体験を実施しまし
た。ここでは、
大手ドラッグストアの商品を商品管理システムを使
い、
入出庫の管理や作業スタッフへのフォロー、
作業管理を体験
しました。利用者からは、
「就労体験することは、
仕事の内容も分
かるし本当にためになる」
（男性・60代）、
「やってみて、
本当に自
分にできる部分と、
現時点ではできない部分が分かった」
（女性・
50代）
といったコメントをいただきました。
「社長も従業員も私自身も、
何かしらの支援が必要な人も、
誰
もがみんな同じだと思っています。特段の取組をしているという
意識はなく、
助けなければいけないといった様な考え方もしてい
ません」と語る、
経営企画部・課長の風間様。
「みんなが一緒に働
ける職場を、
まずは目指したい」との言葉に、
富士センコー運輸
株式会社様の思いが集約されていました。
富士センコー運輸株式会社は、
センコーグループの地域密着
企業として、
静岡県富士市を中心に7拠点を展開する物流企業
です。商品管理から納品までを行っており、
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よりご協力
をいただいております。

◆

奇数月に、
富士市役所で行う「企業説明会」。富士市の ユニバーサル就
労 について興味を持っていただいた企業のご担当者に、
より深くご理解い
ただくための場を設けています。
新年第1回目は1月17日の開催。お忙しい時期にもかかわらず、
多くの市
内の企業の皆様にご参加いただき、
ユニバーサル就労の目的やこれまでの
経緯、
ユニバーサル就労支援センターの取組などについてご説明させてい
ただきました。
支援センターの支援員が、
事業所にお伺いしてユニバーサル就労につい
てお伝えできることには限りがありますので、
既に協力企業に登録いただい
ている企業様の場合でも、
ご担当が変わられた場合などは一度いらしてみ
てはいかがでしょうか。取組への様々な不安や疑問を解消することができる
と思います。
今後も隔月（奇数月）で「企業説明会」を開催してまいりますので、
皆様の
ご参加を心よりお待ちしております。

実際に現場で仕事を体験してみる
ことで、見え方が変わってきます。

◆

1月17日に、第35回 富士市ユニバーサル就労企業説明会を
開催いたしました。

富士センコー運輸株式会社様・新富士PDセンター「就労体験」レポート

さまざまな言葉が書かれたカードで“ババ抜き”を行いながら
ワークショップをすすめる三好講師

〜参加 者アンケートより〜
●職場外の方と話す機会が得られたことがよかったです。
●自分の大切にしているものや価値観を改めて認識し、
今後の行動やあり方の
指針にできるものが得られた。
また、
気づいていなかった価値観や、
他の人との
違いの発見がありおもしろかった。
●和気あいあいと取り組めました。自分の大切にしているモノ
・コトを改めて考える
きっかけになりました。
いただいた貴重なご意見は、
支援センターの今後の運営のために活用させていただきます。

