国立職業リハビリテーションセンター

令和３年度 指導技法等体験プログラムのご案内
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する国立職業リハビリテーションセンター（以
下「当センター」という。
）では、職業訓練上特別な支援を要する障害者等を対象とした職業訓練につ
いて、訓練場面の見学や訓練体験等を通して理解を深めていただき、業務の参考にしていただくことを
目的に、当センターを会場として「指導技法等体験プログラム」を開催いたします。

プログラム一覧表
No

コース名

１ 支援入門コース

２ 専門支援実践コース

実施日
第１回

６月１７日(木)、１８日(金)

第２回

９月１６日(木)、１７日(金)

第１回

７月１４日(水)～１６日(金)

第２回

１０月６日(水)～８日(金)

定員

応募締切日

各回
１０名

５月２１日(金)

各回
６名

６月１８日(金)
９月１０日（金)

８月２７日(金)

３ 委託訓練コース

令和４年 １月２０日(木)、２１日(金)

１０名

１２月２４日(金)

４ 導入期の訓練コース

令和４年 ２月１７日(木)、１８日(金)

１０名

令和４年１月２１日(金)

申込方法
別紙の「指導技法等体験プログラム参加申込書」に必要事項を記入の上、E-mail または Fax でお申
し込みください。
※各回定員になり次第締め切らせていただきます。
（詳しくは当センターホームページをご覧ください。
）

お問い合わせ・申込先
国立職業リハビリテーションセンター
職業訓練部 導入訓練・技法普及課
（担当：遠藤、岡谷）
埼玉県所沢市並木４丁目２番地
TEL 04-2995-1144
FAX 04-2995-1163
E-mail shokureha-giho@jeed.go.jp
各プログラムの詳細は、次ページ以降をご覧ください。
募集中のコース以外での内容や実施時期についてもお気軽にご相談ください。

国立職業リハビリテーションセンター

指導技法等体験プログラム
「支援入門コース」のご案内
国立職業リハビリテーションセンターの訓練概要説明、訓練場面の見学、障害特性説明等のプログラ
ムにより精神・発達障害者への職業訓練の基礎的知識の理解を深めます。
精神・発達障害者の専門訓練コースを初めて担当されている方または担当予定の方、職業能力開発施
設で精神・発達障害者への訓練技法が必要とされている方及び専門コースの概要についての情報を収集
されたい都道府県職業能力開発主管課等の方に最適なコースです。

日時・プログラム
プログラム名

開 催 日

支援入門コース
第１回

６月１７日(木)、１８日(金)

第２回

９月１６日(木)、１７日(金)

※いずれの回も同様の内容で実施します。

内

1 日目
13:00～
17:00

・オリエンテーション
・国立職業リハビリテーションセンター概要
・訓練科見学
・精神・発達障害の特性説明
訓練実施上の特性と対応法について

・安定した訓練受講のための取り組み
生活チェックシート活用演習

容

・精神・発達障害者の体調等管理
2 日目
8:45～
12:00

訓練科での朝礼時の体調等管理見学

・訓練見学・説明
・担当指導員との意見交換
・全体を通しての意見交換
・精神・発達障害者の専門訓練コースを初めて担当されている方または担当予定の方

対象者

・職業能力開発施設で職業訓練を担当されている方
・都道府県職業能力開発主管課の方

（注）内容は現時点での予定で、当日変更になる場合もあります。

国立職業リハビリテーションセンター

指導技法等体験プログラム
「専門支援実践コース」のご案内
国立職業リハビリテーションセンターの訓練場面の体験を中心としたプログラムにより精神・発達障
害者の実践的な職業訓練に関しての理解を深めます。
精神・発達障害者の専門訓練コースを担当されている方、職業能力開発施設で精神・発達障害者への
訓練技法が必要とされている方に最適なコースです。

日時・プログラム
プログラム名

開 催 日

専門支援実践コース
第１回

７月１４日(水)～１６日(金) (３日間)

第２回

１０月 ６日(水)～ ８日(金) (３日間)

※いずれの回も同様の内容で実施します。

1 日目
13:00～
17:00

内

容

2 日目
8:45～
17:00

3 日目
8:45～
12:00

・オリエンテーション
・アセスメント
・ストレス・疲労マネジメント
・生活チェックシート活用演習
・精神・発達障害者の体調等管理
訓練科での朝礼時の体調等管理見学

・訓練科での技能指導の補助・指導体験
・適応支援・就労支援
・行動観察演習
・精神・発達障害者の体調等管理
訓練科での朝礼時の体調等管理見学

・訓練科での技能指導の補助・指導体験
・全体を通しての意見交換
・精神・発達障害者の専門訓練コースを担当されている方

対象者

・職業能力開発施設で職業訓練を担当されている方

（注）内容は現時点での予定で、当日変更になる場合もあります。

国立職業リハビリテーションセンター

指導技法等体験プログラム
「委託訓練コース」のご案内
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した「精神障害者や発達障害者のある方への円
滑な委託訓練実施のために～精神障害者等向け委託訓練参考マニュアル～」の概要と円滑な委託訓練実
施のための支援ツールの解説、国立職業リハビリテーションセンターの訓練場面の見学、障害特性説明
等のプログラムにより精神・発達障害者の委託訓練に関しての理解を深めます。
障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施している機関（委託元、委託先）において障害者職業訓
練や企画などに携わっている方に最適なコースです。

日時・プログラム
プログラム名
開 催 日

内

容

1 日目
13:00～
17:00

2 日目
8:45～
12:00
対象者

委託訓練コース
令和４年 １月２０日(木)、２１日(金)（２日間）
・オリエンテーション
・訓練科見学
・精神障害者等向け委託訓練参考マニュアル紹介
・アセスメント
・事例検討
・精神・発達障害者の体調等管理
訓練科での朝礼時の体調等管理見学

・就労支援
・全体を通しての意見交換
・障害者を対象とした委託訓練の企画に携わっている方
・障害者を対象とした委託訓練を担当している方

（注）内容は現時点での予定で、当日変更になる場合もあります。

国立職業リハビリテーションセンター

指導技法等体験プログラム
「導入期の訓練コース」のご案内
平成３０年度～令和２年度に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した職業訓練実践
マニュアル「精神障害・発達障害者の職業訓練における導入期の訓練編Ⅰ、Ⅱ及びⅢ」に関して国立職
業リハビリテーションセンターの職業訓練現場での実践を踏まえて解説し、精神障害者・発達障害者の
導入期の訓練についての理解を深めます。
精神・発達障害者の専門訓練コースを初めて担当されている方または担当予定の方、職業能力開発施
設で精神・発達障害者への訓練技法が必要とされている方で導入期の訓練について検討されている方及
び専門コースの概要についての情報を収集されたい都道府県職業能力開発主管課等の方に最適なコー
スです。

日時・プログラム
プログラム名
開 催 日

内

容

1 日目
13:00～
17:00

2 日目
8:45～
12:00

対象者

導入期の訓練コース
令和４年 ２月１７日(木)、１８日(金)（２日間）
・オリエンテーション
・導入期の訓練についての説明
・安定した訓練受講のための取り組み
生活チェックシート活用演習

・対応法習得のための作業体験
・精神・発達障害者の体調等管理
訓練科での朝礼時の体調等管理見学

・ストレス・疲労への対処
・全体を通しての意見交換
・精専門訓練コースを初めて担当されている方または担当予定の方
・職業能力開発施設で導入期の訓練について検討されている方
・導入期の訓練について検討されている都道府県職業能力開発主管課等の方

（注）内容は現時点での予定で、当日変更になる場合もあります。

指導技法等体験プログラム参加申込書
令和

年

月

日

国立職業リハビリテーションセンター 殿
施設名
所在地
代表者名
電話番号
E-mail
属性
(該当する番号をご記入く
ださい)

①国立または府県立の障害者職業能力開発施設

②民間の障害者職業能力開発施設

③都道府県立の職業能力開発施設（①以外）

④民間の職業能力開発施設（②以外）

⑤「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」受託機関

⑥都道府県人材開発主管課

⑦その他

以下の者について、指導技法等体験プログラムの参加を申し込みます。
フリガナ

氏 名

所属部署・役職

希望コース

備考
コース

（

月

日開始分）
コース

（

月

日開始分）
コース

（

月

日開始分）
コース

（

月

日開始分）
コース

（

月

日開始分）

（注１）申込者多数の場合には、当初の申込期限前に申込を締め切る場合や１施設あたりの参加者数の調整をお願いする場合がありますのでご了承ください。
（注２）参加者氏名および所属を記載した参加者名簿を初日に参加者全員に配布します。参加者名簿への記載を希望されない方は、その旨を備考欄にご記入く
ださい。
（注３）１枚で複数コースの申込が可能ですが、申込期限が異なりますので、ご注意ください。
※質問事項等がございましたらご記入ください。

[個人情報の取扱いについて]
この参加申込書により取得した個人情報は、高齢・障害・求職者雇用支援機構において適正に管理し、以下の実施に限り使用いたします。
イ 指導技法等体験プログラムの実施（参加決定通知、参加者名簿の作成等）
ロ 指導技法等体験プログラム終了後のアンケート調査の実施
ハ 広域センター及び機構本部において実施する障害者職業訓練に関する各種催事の情報提供

