
報告６ 進路・就労支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 %

実習をした 218 (84.2)
就職をした 108 (41.7)
合計 259 (100.0)

昨年度中に、公務員（中央省庁、自治体職員、教育委員会等・常勤、非常勤問わず）
の現場実習や就職をした生徒はいますか

昨年度に公務員として就職した機関はどこですか ≪複数選択可≫

回答数 %

中央省庁・官公庁等（国家公務員） 12 (11.1)
都道府県庁・市役所等（地方公務員） 53 (49.1)
教育委員会（事務局・学校等） 45 (41.7)
その他 10 (9.3)
合計 108 (100.0)



 

 

 

 

■その他内容 

 

【聴覚】 

印刷関係／印刷業務／紙幣の製造等 

 

【知的】 

自衛隊／図書館，体育館の備品管理補助／開校初年度のため実績無し／看護助手／自衛官／陸上自衛隊に入隊／労務職／非常勤

実習助手として、授業の準備や片付け。／製造・封入作業・軽作業／小売商品補充業務、クリーニング／保育補助／自衛官候補

生 

 

【肢体】 

自衛隊／保育補助 

 

 

 

 

 

 

昨年度に公務員として就職した就職先での業務内容をお答えください≪複数選択可≫

回答数 %

事務・事務補助等 81 (75.0)
清掃・環境整備等 44 (40.7)
調理・調理補助業務 5 (4.6)
介護等 5 (4.6)
受付業務等 1 (0.9)
農業関連業務 2 (1.9)
その他 18 (16.7)
合計 108 (100.0)



 

 

 

 

■その他内容 

 

【視覚】 

小売業 軽作業 理療業務／マッサージ業務／通所型施設、スーパーマーケットのバックヤード／生活介護施設での体験実習／

茨城県立視覚障害者福祉センター／包装等／販売補助／工作や袋詰め等の軽作業／マッサージ／福祉事業所・スーパー／小売業

（スーパー）補助業務／小売り・サービス業／障害福祉施設での軽作業等／マッサージ、福祉施設での軽作業／保育補助、食品

製造、施術業務／パッキング等の軽作業／病院／軽作業／就労移行支援、生活介護、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう／商

品の棚出し／臨床実習／商品の品出し、前出し 

 

【聴覚】 

水産加工、製紙製造、食品販売／製造・サービス（ホテル業務）／製造（ワイヤー、光ファイバー）など ／販売補助／商品管

理、技能職、／製造、技術職など／スーパー等の品物整理など／縫製加工業務／製造／商品陳列・商品梱包・部品組立・部品検

査・段ボールの組立／製造、保育、ＷＥＢデザイン／製造業／生産技能職／自動車部品製造／製造 販売補助／福祉就労を前提

とした作業／製造補助、品出し、倉庫整理／製造業（電気・縫製）、就労継続支援Ａ型・B 型事業所／ｖｃｘｘGF⒝／スーパー

マーケットのバックヤード／製造、軽作業／部品製造、縫製関係、理容業／生活介護事業所での実習／商品の品出し、前出し 

 

【知的】 

水産加工、製紙製造、食品販売／卸売・小売業、食品製造加工、木工業、電気機械器具製造業、運輸業、クリーニング業／クリ

ーニング／梱包等の軽作業／接客業務／水産加工、小売り／スーパー品出し、水産加工／土木関係、工業関係／自動車整備、流

通・小売業、製造業務／ピッキング等／電子部品の組立／商品陳列（品出し）／小売業／部品組み立て、ギフトの箱折り・箱つ

め、小売店の品出し、リサイクル等／販売、食品製造／部品組立、クリーニング、菓子製造／小売業、製造業／図書館での書籍

整理／馬の世話／小売業，出版業，水産業，運送業／製造，日中活動／運輸（倉庫）業務等，卸売業務等／開校初年度のため実

績無し／卸売、小売業、物流、飲食業／製造業、スーパーバックヤード、小売業／製造業務 縫製業務／製造業務／製造業、販

売、商品陳列／縫製関係、部品製造補助、小売業の品出し／製造業等／軽作業 品物の袋詰め／小売業（ホームセンター）／軽

作業（部品取り付け）手芸，菓子作り，内職加工，接客，箱折り，軽量／品出し，商品整理／食品加工、商品品出し等／受注、

実習での作業内容をお答えください ≪複数回答可≫

回答数 %

事務・事務補助等 366 (167.9)
清掃・環境整備等 394 (180.7)
調理・調理補助業務 271 (124.3)
介護等 197 (90.4)
受付業務等 29 (13.3)
農業関連業務 214 (98.2)
その他 272 (124.8)
合計 218 (100.0)



仕分け、品出し、部品加工／製造補助業務／食品関係、病院関係。自動車関係／サービス（品出し・清掃）／製造補助、土木／

部品組立、梱包／サービス業（ホテル、小売）、製造業／被服販売、リネン、製造／小売業、専門サービス業／製造、ピッキン

グ、食品加工、梱包作業ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、保守点検／製造業（工業・食品等）、運輸業、卸売業、小売業／流通サービス、製造業／受託

作業、メダカの飼育、養蚕、品だし、製造／建築、クリーニングのたたみ、スーパーの品出し等、工場／製造業（部品検査）、

販売補助業務（商品袋詰め）／配送、小売り、製造／スーパーマーケット、製造業／販売、製造／土木関連業務／倉庫内ピッキ

ング業務、洗車／倉庫内作業、リネン、小売業／製造業関係／小売販売業務（スーパー）／保育園勤務／倉庫内作業／販売業、

食品製造、食品加工、小売り／小売・流通／スーパーでの野菜袋詰め、品出し等／流通業務／販売補助／在庫管理／運輸業、ク

リーニング、小売り、リサイクル／製造・製造補助／製造ライン作業、運送、製造／小売販売業務、物流系業務、製造業務／製

造・小売販売・物流／製造（食品関連） 販売（スーパー）／小売業等／運送業／倉庫内作業、品出し、接客、袋詰め等の軽作

業／物流系、ピッキング系／小売り（スーパー、家電）／スーパー等の品物整理など／製造、小売り（スーパー）、印刷、流通

／店舗物品陳列、工業製品製造 ／建築業補助業務／図書館事務／接客・サービス,クリーニング・リネン,運輸,製造,リサイクル

／流通・販売、製造／製造業 運輸 卸売り・小売業など／軽作業／製造業・サービス業／部品加工／スーパー、解体業、／製

造等／製造／商品陳列・商品梱包・部品組立・部品検査・段ボールの組立／スーパーマーケット等のバックヤード業務及び品出

し／小売・品出し等／製造・スーパー等／サービス業務／接客小売業・工場・福祉施設／小売業全般，製造業務，食品加工業務，

接客業務／製造業、倉庫業、小売業／梱包、品出し、部品仕分け／製造業／製造業・福祉事業所／運搬補助、スーパーのバック

ヤード／運送作業補助、家電製造、店舗品出し／製造業、卸売業、小売業／販売 生産工程／製造業，販売業／製造、販売、ク

リーニング／洗車専門店／生産工程、スーパー、物流、洗車、清掃／出入荷業務、軽作業／製造関係／工業関連業務  店舗での

商品補充／製造業、小売り（スーパー）／商品の陳列／製造業務、小売業販売業務／スーパーでの品出し／製造・小売・リネン・

接客／クリーニング業，製造業／植栽・剪定作業・品出し・製造補助・洗車／スーパー等、サービス業／倉庫内作業、ハンガー

かけ、陳列／スーパーでの品出し、商品整理、販売補助／スーパーにおける販売補助／軽作業、品出し／販売・製造／製造補助、

品出し、倉庫整理／製品製造／工場での軽作業、スーパーでの品出し業務等／工場生産ライン、ピッキング作業、商品製造補助

／スーパーマーケット等のバックヤード（品出し）／製造業、販売／軽作業 等／販売／製造業、小売、販売／支援員、運送関

係、サービス業／商品陳列等、運送業補助等、リネン類の仕分け等、倉庫内作業等、野菜袋詰め、部品組み立て／製造、卸売り・

小売り／スーパー、福祉事業所／製造業、サービス業、林業、保育業務／製造業、販売業、サービス業／スーパーマーケットの

バックヤード／スーパーマーケットでの品出し等の業務／荷物仕分／商品陳列等／物流，製造，スーパー等／陸運業／製造、ス

ーパー、ピッキング、クリーニング／製造業、リネン、販売補助／児童発達支援事業での保育補助／CAD（パソコン入力）／

製造業，スーパーマーケット（バックヤード）／食品加工、物流センター、クリーニング、縫製・手工芸作り／物流関係、販売

員、製造業／販売業務／軽作業、製造、検品作業／販売補助、倉庫スタッフ／製造業務、運送業補助、ガソリンスタンド業務／

軽作業（箱折りなど） 養鶏 クリーニング縫製／スーパー業務／受注作業、検品、クリーニング／接客、サービス／軽作業、

接客、販売、クリーニング等／養殖作業、水産加工、販売スタッフ（商品整理）、食品加工、洗車／保育補助、食品製造／製造、

運送／製造業務、保育補助、建築・土木業務／軽作業（箱折等）、スパーマーケット等での商品の陳列、道路工事補助／工芸品

作成補助／遺跡発掘業務補助／商品管理，接客，製造／スーパー、建設業、運輸業、宿泊業、保育補助、販売、サービス（洗車

等）／運送業、建築／商品の品出し、前出し／保育補助、販売補助 

 

【肢体】 

牛乳パックの解体等の軽作業／小売業／部品組み立て、ギフトの箱折り・箱つめ、小売店の品出し、リサイクル等／販売、食品

製造／部品組立、クリーニング、菓子製造／小売業、製造業／図書館での書籍整理／福祉サービス事業所／軽作業、創作活動、

リモートワーク体験余暇活動／流通サービス、製造業／生活介護／生活介護事業所で実施した／パソコン入力、軽作業／社会福

祉施設／物流系、ピッキング系／小売り（スーパー、家電）／生活介護、就労移行支援等の障害福祉サービス事業所でのサービ

ス利用体験／スーパー、解体業、／製造、軽作業、品出し、クリーニング／製造等／スーパーマーケット等のバックヤード業務

及び品出し／小売・品出し等／製造業、倉庫業、小売業／製造業／製造業・福祉事業所／運搬補助、スーパーのバックヤード／

製造業務／生産工程、スーパー、物流、洗車、清掃／福祉事業所／軽作業／商品の陳列／生活介護事業所／スーパーでの品出し

／製造・小売・リネン・接客／軽作業（リネン等）／体験実習／生活介護施設等での適正確認／支援員、運送関係、サービス業



／軽作業 等／クリーニング業務／製造、卸売り・小売り／製造業、販売業、サービス業／製造業等／児童発達支援事業での保

育補助／CAD（パソコン入力）／生活介護事業所での実習／販売補助、倉庫スタッフ／日中一時支援を利用した／遺跡発掘業

務補助／商品管理，接客，製造／運送業、建築／商品の品出し、前出し 

 

【病弱】 

例年は実習を行っているが、昨年度はコロナウイルス感染症のためできなかった／部品組立、クリーニング、菓子製造／プラス

チック製品組立、洗車、飲食補助／小売業／パソコン入力、軽作業／障害福祉サービス事業所（自立訓練）／小売り（スーパー、

家電）／スーパー、解体業、／製造、軽作業、品出し、クリーニング／製造等／スーパ－品出し バックヤードの袋詰め／製造

業、倉庫業、小売業／製造業／製造業・福祉事業所／部品加工、梱包、品出し／出入荷業務、軽作業／製造業（小物家電の梱包）

／クリーニング業，製造業／スーパーバックヤード 図書館 木工関連／クリーニング業務／製造、販売、水産加工／CAD（パ

ソコン入力）／軽作業／品出し、商品陳列、清掃など／遺跡発掘業務補助／商品の品出し、前出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク、就業・生活支援センター、自治体単独事業での就労支援機関と連携をしていますか ≪複数選択可≫

回答数 %

ハローワーク 940 (97.8)
就業・生活支援センター（国事業） 759 (79.0)
自治体単独事業の就労支援機関 474 (49.3)
合計 961 (100.0)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 %

実習先の開拓、斡旋、紹介等 641 (66.7)
就職先の開拓、斡旋、紹介等 760 (79.1)
進路学習・相談会等の実施 700 (72.8)
進路先決定のための支援会議 582 (60.6)
卒業生のアフターケア 700 (72.8)
その他 60 (6.2)
合計 961 (100.0)

ハローワーク、就業・生活支援センター、自治体単独事業での就労支援機関との連携
内容をお答えください

ある ない

回答数 491 483
% (50.4) (49.6)

ハローワーク、就業・生活支援センター、自治体単独事業での就労支援機関以外に、
企業実習先や企業就労先の開拓を支援する機関等はありますか≪単一選択≫



 

 

 

 

■その他内容 

 

【視覚】 

青森地区障害者就労支援連絡会（アップルワーク）／福井県版スマートサイト羽二重ねっと／一般の就労支援組織／経営者協会 

 

【聴覚】 

宮城県中小企業家同友会／愛知県中小企業家同友会／学校教育活動に協力依頼をしている。地域サポーターズクラブ入会企業／

教育委員会による就労応援団（職場実習先）募集／企業団体／・公益社団法人全国障害者雇用事業所協会、・一般社団法人福岡

県中小企業家同友会バリアフリー委員会 

 

【知的】 

旭川高等技術専門学院 稚内分校／北海道中小企業家同友会  とかち支部／道立特別支援教育センターからの情報提供／中小

企業同友会／地域の企業等が連携し支援している組織／地域の企業、福祉事業所、教育機関で組織される障害者就労支援連絡会

「アップルワーク」／青森県中小企業家同友会／八戸職親会／特別支援学校と企業との連携協議会／アデコ株式会社／学校法人 

三幸学園／福島職業能力開発研究協議会／本校後援会・中小企業家同友会／中小企業・事業所等の連絡協議会／会津地区障害者

雇用連絡協議会／いわき市障がい者職親会／市雇用対策協議会／産業支援センター／地域の企業、名士、卒業生、保護者等で構

成される組織（進路指導連絡会）／雇用対策協議会／保護者からの情報／本校進路指導サポーター／埼玉県雇用総合サポートセ

ンター／NPO 法人雇用部会／企業で立ち上げたＮＰＯ法人／商工会議所／自校に附設している市直営の総合支援室／県特別支

援学校長会の進路指導担当者連携協議会／自立支援協議会／青年会議所／就労支援統括コーディネーター／学校職員として就

労支援コーディネーターを配置している。／オールしずおかベストコミュニティ／ＮＰＯ法人／地域の観光協会／中小企業家同

友会／巣立ちのネット WORK／おおさか人材雇用開発人権センター大阪府中小企業同友会／C-STEP／学校教育活動に協力依

頼をしている。地域サポーターズクラブ入会企業／岡山県中小企業家同友会／広島県中小企業家同友会／企業団体／設置者であ

る愛媛大学／独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構高知障害者職業センター／能力開発校／障害者職業能力開発校／JA 

 

【肢体】 

雇用対策協議会／企業で立ち上げたＮＰＯ法人／商工会議所／自立支援協議会／青年会議所／就労支援統括コーディネーター

／オールしずおかベストコミュニティ／就労支援事業所／中小企業家同友会／巣立ちのネット WORK／兵庫県中小企業家同友

企業実習先、企業就労先の開拓を支援している機関をお答えください≪複数選択可≫

回答数 %

行政の労働・福祉関係部局 221 (45.0)
福祉関連機関 158 (32.2)
教育委員会（就労支援員等の配置） 353 (71.9)
保護者を中心とした就労支援組織 9 (1.8)
その他 73 (14.9)
合計 491 (100.0)



会／中小企業同友会／岡山県中小企業家同友会／佐賀県教育振興課特別支援教育室特別支援コーディネーター 

 

【病弱】 

商工会議所／自立支援協議会／青年会議所／就労支援統括コーディネーター／児童福祉施設で運営されている事業所／巣立ち

のネット WORK／兵庫県中小企業家同友会／障害者職業能力開発校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他内容 

 

【視覚】 

情報交換 

 

 

【聴覚】 

岩手県社会福祉協議会による「特別支援学校農福連携説明会」の実施／農福連携施設の見学／生徒へのアセスメント 

 

農福連携に関する取組みを実施していますか

している していない

回答数 281 691
% (28.9) (71.1)

農福連携について、具体的に実施しているものをお答えください ≪複数選択可≫

回答数 %

外部講師等での授業への助言 73 (26.0)
作業学習での連携 122 (43.4)
実習先になっている 214 (76.2)
就職先になっている 105 (37.4)
その他 39 (13.9)
合計 281 (100.0)



【知的】 

見学・体験など／外部講師による説明会・学習会／文化祭出品の協力／岩手県社会福祉協議会による「特別支援学校農福連携説

明会」の実施／会議等に参加し，事業所へは訪問を行っている。／学校法人 三幸学園の専門学校運営で培ったキャリア教育、

就労支援のノウハウとグループネットワークを駆使しての実施予定／JA が開催した農作業体験に参加／福島大学食農学類との

連携／実習を行ったが、就労には繋がらなかった。／報告会、研修会／農業団体視察受け入れ／就労移行支援事業（農業、牛の

世話）／市の農林課、自立支援協議会との協力、情報共有／福祉事業所の農産物を、学校給食の食材として購入している。／キ

ャベツの収穫作業（１日間）／講師として自立支援協議会への助言／見学／農福連携会議（福祉課主催）／農福連携岐阜地域連

携会議への参加／令和２年度３月に立ち上げたばかりで、今後具体的な取組を進めていきます。／進路の開拓をきっかけに、給

食の野菜を提供してもらっている。また、校外学習でも活用させてもらっている。／生徒へのアセスメント／県農政課と連携し、

農業従事者の研修の場として協力している。／学校運営協議会の委員になっていただいている／専門教科で、農園での作業の実

施／キャリア教育戦略会議を実施予定／各地区の就労部会における研修や体験実習等／実習先の事業所が連携している。／隣接

校である農業高校との交流及び共同学習／校内実習の物品提供／農協(JA)に校内実習(袋詰め)での資材(オクラ)の提供をしても

らっている。／地域の意見交換会に参加している 

 

【病弱】 

年に１～２回程度、県社会福祉協議会より講話等をいただいている。／岩手県社会福祉協議会による「特別支援学校農福連携説

明会」の実施／キャベツの収穫作業（１日間）／農福連携岐阜地域連携会議への参加／令和２年度３月に立ち上げたばかりで、

今後具体的な取組を進めていきます。／農協(JA)に校内実習(袋詰め)での資材(オクラ)の提供をしてもらっている。 


