◆「平成２８年度
Ａ

障害者就労移行支援事業所等

アビリティーズジャスコ仙台センター

見学・プログラム体験会」受入れ事業所

就労
移行

ＣＤ・書籍を取り扱う「スクラム」の店舗のノウ
特徴

内容

運営
主体

受入経験のある障害種別

精神・発達
難病

◆8 月 26 日（金）午前

ハウを活かした接客業に特化した訓練内容がありま

体験プログラム内容：

す。訓練室に書籍の売り場が隣接されており、一般

10：30～ 仙台センターについてご説明と

のお客様もいらっしゃるので、リアルな訓練を行う

センター内の見学
11：00～ 接客応対訓練

ことができます。

訓練

身体・知的

・接客応対訓練 ・パソコン訓練 ・事務訓練
・ビジネスマナー ・グループディスカッション
・面接訓練 ・ＳＳＴ ・売場実地訓練

アビリティーズジャスコ株式会社
住所：〒980-0021 仙台市青葉区中央３丁目３－３ 三丸ビル７階

問合

交通アクセス：仙台駅より徒歩 5 分

せ先

電話：0120-046-150 FAX：022-796-5724 E-mail：sendai@ajscrum.co.jp
ホームページ：https://www.ajscrum.co.jp/

Ｂ

特徴

就労

就労支援センターグッジョブ

移行

受入経験のある障害種別

約 20 種類の作業体験ができ、適職検討や特性理

◆8 月２５日（木）午前

解、自己対処習得に活かせます。安定就労を目指

８月２６日（金）午前

発達障害

し、グループワークでコミュニケーションやストレ

体験プログラム内容：JST

ス対処を学び、それを作業場面で試し「使える力」

自分の気持ちや考えを職場の上司や同僚に

にします。就職後は、ジョブコーチのスタッフを中

上手く伝えられるようになることを目的に

心に計画的かつ丁寧に定着支援を行います。

した「職場における対人技能トレーニン

●事務作業、PC 入力作業、ピッキング、検品や清掃 グ」です。グループでロールプレイをまじ
訓練 等の軽作業等、約 20 種類の作業体験
内容 ●コミュニケーションスキル、ビジネススキル、ス

えながらトレーニングします。

トレス対処、就活に関する講座やグループワーク
運営
主体

株式会社 グッジョブ

住所：〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目 10－24 コンバウスハウス上杉第３ビル 201
問合

交通アクセス：仙台市営地下鉄「北四番丁駅」下車（南２出口）徒歩５分

せ先

電話：022（796）8425

FAX：022（796）8635

ホームページ：http://gj-lab.co.jp

E-mail：info@gj-lab.co.jp

Ｃ

就労

スイッチ・センダイ

移行

受入経験のある障害種別

主にこころのつまずきや精神疾患をお持ちの方を

◆８月２５日（木）午後

対象に就職支援を行っております。お一人ひとりに

８日２６日（金）午前

特徴 合わせたプランを作成し、就職までの準備を進めて

精神

体験プログラム内容：交流会

いきます。また、働き始めてからのご相談も積極的

利用者から企業の方への質問、または企業の方

に行っております。

から利用者への質問等をさせて頂きたいと考

認知プログラム

えております。（プログラムへの参加でも可）

コミュニケーション講座
訓練 応募書類の作成・
内容 ＰＣ講座
面接練習
企業見学・実習
運営
主体

特定非営利活動法人 Switch
住所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡１－６－３東口鳳月ビル６０２

問合

交通アクセス：仙台駅徒歩 5 分

せ先

電話：022-762-5852

FAX：022-762-5853 E-mail：info@switch-sendai.org

ホームページ：http://switch-sendai.org/

Ｄ

仙台メンタルヘルスサービス

就労
移行

精神障害の方を中心に、意欲のある人だけでな
く、一歩踏み出したいが不安のある方、「就労」と
特徴 いうキーワードに興味のある方を幅広く受け入れて
います。昨年は、４名が就労に結び付いています。

受入経験のある障害種別

精・発・知

◆８月２５日（木）午後
体験プログラム内容：
ジョブトーク(働くにあたっての課題等につ
いてグループワークを行います)

継続して働く為に必要となる、基本的な力を身に
付ける訓練を行っています。主なプログラム内容と
訓練 して、グループミーティング・ビジネスマナー・体
内容 質改善・リラクゼーション・職場見学・基礎実習
(老人ホーム清掃)・各種外部実習(官公庁等)を行い
ます。
運営
主体

医療法人社団 原クリニック
住所：〒981-0913 青葉区昭和町２－２５ HC ビル５F

問合
せ先

電話：797-5922
ホームページ：

FAX：797-5922

E-mail：smhs-si@river.ocn.ne.jp

◆「平成２８年度

Ｅ

障害者就労移行支援事業所等

ひゅーまにあ仙台

見学・プログラム体験会」受入れ事業所

就労
移行

地下鉄やバスなど交通に便利な立地にあります。
事業所は「オフィス」をイメージした造りです
特徴 が、アットホームな雰囲気です。
スタッフの年齢層が幅広く、様々な経験のある者
がそろっています。
・パソコンの基本操作や事務作業訓練、軽作業をベ
ースに希望するお仕事に就くために必要な訓練を個

受入経験のある障害種別

知的・精神
身体・難病

◆８月２５日（木）午後

８月２６日（金）午後
体験プログラム内容：
1. 訓練内容の説明を聞きながら見学してい
ただく(初めに 10 分程度事業説明)
2. ピッキング作業の検品や面接官の体験を
していただく

訓練 別に考えます。
内容 ・就労につながる講座、就労後困らないための講
座、余暇を充実させるための講座を毎日開催してい
ます。
運営
主体

株式会社チャレンジドジャパン
住所：〒980-0014 仙台市青葉区本町 3-5-22 宮城県管工事会館 8 階

問合
せ先

電話：022-399-8956 FAX：022-399-8961 E-mail：humania_sendai@ch.-j.jp
ホームページ：http://www.ch-j.jp

◆「平成２８年度

Ｆ

障害者就労移行支援事業所等

ひゅーまにあ仙台中央

見学・プログラム体験会」受入れ事業所

就労

受入経験のある障害種別

移行

知的/身体
精神/難病

◆8 月 25 日（木）午前・午後
臨床心理士による心理アセスメントを取り入れた
特徴

8 月 26 日（金）午前・午後

就職支援を行い、就労後もやりがいを持って働ける

体験プログラム内容：

土台作りをお手伝いします。

・PC 訓練
・ピッキング
・事務補助（封入/封緘/宛名ラベル等）
・各種講座（SST/ストレスケア/ＭＯＳ対策等）

・PC 訓練

Office2013 Word/Excel/PowerPoint

訓練

・ピッキング

内容

・事務補助（封入/封緘/宛名ラベル等）
・各種講座（SST/ストレスケア/MOS 対策等）

運営
主体

株式会社チャレンジドジャパン
住所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-12-12 MB 小田急ビル 3 階

問合

交通アクセス：仙台駅東口より徒歩 10 分

せ先

電話：794-9855

FAX：794-9856

ホームページ：http://www.ch-j.jp/

E-mail：humania_sendaichuo@ch-j.jp

◆「平成２８年度

Ｇ

障害者就労移行支援事業所等

就労支援センターひゅーまにあ広瀬川

見学・プログラム体験会」受入れ事業所

就労
移行

ひゅーまにあ広瀬川は、障がいのある方の「働きた
い」「自立したい」という思いを全力でサポートし
ます。
訓練内容は多岐にわたり、宮城県最大級の農業生産
法人と提携し行う農作業訓練やパソコン訓練、また
一般企業で行う施設外就労やビジネスマナーなどの
ソーシャルスキルトレーニングは、生活リズムの改
善や体力づくり、コミュニケーション能力の向上な
ど、就労に直結したスキルを身に付けることができ
特徴

ます。

身体、知的、
受入経験のある障害種別

精神、発達、
難病など

◆８月２５日（木）午前

８月２６日（金）午後
体験プログラム内容：
・2５日午前：ビジネスマナー講座（働く上で
の身だしなみチェックとコミュニケーション
技術を学ぶ）
・26 日午後：就活準備講座（卒業生が企業で
どんな配慮を受けているか、就労に向けてどん
な努力をしたか、また企業側が求める人物像に
ついて事例発表や意見交換を通して学ぶ）。

また、当センターの特色に明るくアットホームな雰
囲気があります。
常に笑いと笑顔に包まれ、来所された皆さんが一様
に驚かれます。この「楽しく学べる環境」が通所の
決め手となる方が多いようです。
アクセスも、市営地下鉄「長町駅」から徒歩 1 分
と、天候に左右されず通所に大変便利です。
無料の見学や体験も随時受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
※ビジネスマナー講座の様子（上図参照）
パソコン訓練、事務トレーニング、施設外就労（農
訓練

作業、軽作業、シーツ交換）、ソーシャルスキルト

内容

レーニグ（コミュニケーション、ビジネスマナー、

※就活準備講座の様子（下図は電話応対）

就活準備講座、趣味講座、ボクササイズ講座など。

運営
主体

株式会社チャレンジドジャパン
住所：〒982-0011 仙台市太白区長町 3-4-16 キャピタルプラザオダシマビル 2F

問合
せ先

交通アクセス：地下鉄長町駅 北 1 出口より徒歩 1 分、または JR 長町駅より徒歩 3 分
電話：022-398-6931 FAX：022-398-6935 E-mail：humania_h@ch-j.jp
ホームページ：http://www.ch-j.jp/class/class_hirosegawa.html

Ｈ

就労支援センター ほっぷ

就労
移行

受入経験のある障害種別

高・身・精・
知・発

一般就労に向けて「自分を知る」「仕事を知る」「企 ◆８月 25 日（木）午前

８月 26 日（金）午前

業を知る」をテーマにトレーニング実施。
特徴

自分がどんな仕事、働き方をしたいか、できるか
を大切にし、企業とのマッチングを行い、一般企業

『グループワーク形式での参加』

への就職、復職の実績をあげています

・自己紹介

＊独自のプログラムによる、就労に向けての準備ト
レーニング
訓練
内容

体験プログラム内容：

グループワーク/Ｂトレ(脳トレ)/ボイストレーニン

・ほっぷの各プログラムの紹介（プレゼン）
・働くことをテーマにしたディスカッション
・質疑応答

グ/スピーチ/ＳＳＴ/メモリーノート/パソコン作業
/簡易事務作業/ビジネスマナー/履歴書作成/面接練
習/職業講話/コミュニケーションプログラム/栄養
管理講座/スポーツ等

運営
主体

特定非営利活動法人 ほっぷの森
住所：〒〒980-0014

仙台市青葉区本町 1-2-5 第 3 志ら梅ビル 4F

問合

交通アクセス：仙台駅より徒歩５分 地下鉄広瀬通駅から徒歩３分

せ先

電話：022-797-8801 FAX：022-797-880２

E-mail：hop@mirror.ocn.ne.jp

ホームページ：http://www.hop-miyagi.org

Ｉ

特徴

フォンテーヌ

就労
移行

受入経験のある障害種別

知的に障害を持った方が通所し作業訓練等行ってい

◆８月 26 日（金）午前

ます。利用者が全員女性という珍しい事業所です。

体験プログラム内容：

アイスクリーム工場及び店舗を併設し、一般のお客

作業体験及び障害者とのふれあい

知的

様や地域の方々が自由に出入りできるなど、開放的
で地域に根差した事業所です。
アイスクリームの製造・販売や受託作業（箱折り、
箸入れ、ラベル貼り）等の作業訓練をメインに取り
訓練

組んでいます。調理実習を通しての機能訓練や買物

内容

支援、余暇活動としての音楽やストレッチ体操、誕

アイスクリーム工場の様子

生会など行い、生活の質を向上させる取り組み、一
般就労を始め自立に向けた支援を行っています。
運営
主体

社会福祉法人 愛子福祉会
住所：〒984‐0815 仙台市若林区文化町１５－１２

問合

交通アクセス：地下鉄河原町駅から徒歩 15 分

せ先

電話：286‐2004

FAX：286‐2411

ホームページ：http://www.ice-fontaine.com

E-mail：info@ice-fontaine.com

Ｊ

特徴

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス仙台青葉

就労

（旧 ウイングル仙台青葉センター）

移行

・１人１人に合った個別最適な就職支援

体験プログラム内容：

・全国 50 センター以上のネットワークを活かした

～アサーティブな自己表現～

・オリジナルテキストを使ったワークショップ（就

ラムでは、対処法の 1 つとして「アサーティブ（自

活講座・ビジネスマナー・自己分析・ストレスコン

分も相手も尊重する）な自己表現」とはどんな考え

トロール・障害説明など）

方なのかを理解することが目的です。

・就活対策（企業研究・面接練習など）

＜具体的な内容＞

・PC 訓練（基礎講座・データ入力など）

・アサーティブとは何か？
・自身のタイプチェック

・グループワーク、フリートーク
主体

ストレスコントロールプログラム

ストレスに対処する方法は様々です。今回のプログ

・作業訓練（事務補助・ピッキングなど）
運営

精神・発達・
難病

◆8 月 25 日（木）午前

・本人＆企業への安心の定着支援

内容

受入経験のある障害種別

・就職に向けた段階別の 4 つのステージ制

企業連係

訓練

身体・知的・

・グループワーク

株式会社 LITALICO
住所：〒980-0021 仙台市青葉区中央 4-10-3 仙台キャピタルタワー8 階

問合

交通アクセス：

せ先

電話：022-716-6067 FAX：022-716-6068 E-mail：info_aoba@litalico.co.jp
ホームページ：www.litalico.co.jp

Ｋ

特徴

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス仙台泉

就労

（旧ウイングル仙台泉センター）

移行

受入経験のある障害種別

身体・知的・
精神・発達・難病

・就職に向けた段階別の 4 つのステージ制

体験プログラム内容：

・１人１人に合った個別最適な就職支援

■8 月 25 日（木）

・全国 53 拠点のネットワークを活かした企業連係

AM：ビジネスマナー【敬語】

・本人＆企業への安心の定着支援

PM：SST【課題を設定する】&コミュニケーションワーク（ビーズ）
■8 月 26 日（金）
AM；【障害説明】自分の障害を説明する

・オリジナルテキストを使ったワークショップ（就
PM：【就活講座】特例子会社と就労継続支援 A 型

活講座・ビジネスマナー・自己分析・ストレスコン
訓練内
容

※両日共に同時進行で個別訓練（PC、作業系）を行っています。

トロール・障害説明など）
・就活対策（企業研究・面接練習など）
・PC 訓練（基礎講座・データ入力など）
・作業訓練（事務補助・ピッキングなど）
・グループワーク、フリートーク

運営
主体

株式会社 LITALICO
住所：〒〒981-3133 仙台市泉区泉中央 1-7-1 泉中央駅ビルスウィング５階

問合
せ先

電話：022-771-5364 FAX：022-771-5365 E-mail：oc_izumi@litalico.co.jp
ホームページ：http://www.wingle.jp/

Ｌ

就労

オリーブの樹（就労移行支援 ノア）

移行

精神

受入経験のある障害種別

知的

◆８月 26 日（金）午前
一般企業などへの就労を希望される方に、最長
特徴

体験プログラム内容：SST 講座

２年間の利用期間で、就労に必要な知識や能力向
① SST の説明、自己紹介

上のための訓練を行います。

② テーマに沿って自己表現の仕方をトレー
ニングする

① 基礎訓練（ビジネスマナー、コミュニケーション

③ 振り返りと情報共有

スキル、パソコンスキルなど）

訓練
内容

② 職場実習（企業見学や体験実習での実践的な訓練
を通し、本人と希望と適性に合った職種の確認）
③ 就職活動（ハローワーク訪問、履歴書や経歴書の
書き方、模擬面接）

④ 定着支援（就職後の定期的なアフターフォロー）
運営
主体

特定非営利活動法人 シャロームの会
住所：〒984-0015 仙台市若林区卸町 4-3-1 仙台市中央卸売市場 管理棟 5 階

問合

交通アクセス：地下鉄東西線 卸町駅より徒歩 20 分

or 六丁の目駅より徒歩 15 分

せ先

電話：022-355-8363 FAX：022-355-8363 E-mail：shalom-noa@tiara.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.sharome.net/npo/

Ｍ

多機能型事業所 すていじ仙台

就労継続
支援Ｂ型

開放感あふれる、明るい店内と美味しいメニューが自

◆８月 25 日（木）午前

慢の「レストランかりよん」を運営し、地域の方々の

８月 26 日（金）午前

交流の場として、ご家族・ご友人同士のお食事にご利

特徴

受入経験のある障害種別

知的、自閉症、
視覚等

体験プログラム内容：発表と試食と座談会

用いただいております。食品の製

事前検便が無いと

造・販売を通して就労や集団行動

製造部門へお招き出来ない為

のマナー習得に努めています。

「クッキー班」に所属する利用者により

訓練
内容

【ホール班】：レストランでの接客

スイーツ製造の流れを発表します。その後

【クッキー班】：スイーツの製造と販売

私たちが作ったスイーツをお召し上がりい

【おむすび班】：レストラン厨房での調理補助、

ただきながら、当施設自慢のレストランで座

お弁当、ドレッシング、おせちの製造、

談会を行います。

配達・販売（職員同行）
施設外就労：日帰りの企業内（工場）就労 受託作業：シート拭き、封入、野菜の袋詰め
運営
主体

社会福祉法人チャレンジドらいふ
住所：〒〒981-3203 仙台市泉区高森七丁目１番地の４

問合
せ先

電話：022－777－3266 FAX： 022－777－3267 E-mail： info@stage-s.jp
ホームページ：http://www.ｃ-life.or.jp

