新潟県職場実習制度

障害のある方の職場実習に協力いただける企業を募集しています
地域センターなど
新潟県では、障害のある方の就労機会を拡大するため、職場実習（短期的な就業体験）に協力いた
だける企業を支援しています。
また、職場実習の受入れにご協力いただける企業に実習日数に応じた協力費を交付します。

障害者雇用を考えているけれど・・・
障害者雇用を考えているけれど・・・
・障害のある方にどのような業務をお願いすればよいか分からない。
・いまの設備のままで雇用することができるのか。
などの不安が！！

職場実習を行うと・・・

雇 用 前 に 働く様子
を 見 る こ とができ
る

・障害の特性に適した業務の把握
・雇用に向けた課題の洗い出し

雇用の見通しや必
要な配慮の判断が
可能に！！

職場実習の流れは・・・

協力企業

職場実習の受入れ
・実習期間は 1 週間～1 か月
・企業、実習者の状況に応じて
実施

協力費の交付
（１，０００円／日）

・受入手続き
・実習内容の決定など
・実習内容の決定など

登録・相談

実習者
（障害のある方）

注意！！

・傷害保険加入
・手当支給（６００円／日）
手続き
・実習内容の決定 など

〈手続き窓口〉
障害者就業・生活支援センター

他の支援制度を利用する場合など、新潟県の実習支援制度の対象とならない場合があります。

〈お問い合せ・お申込み先〉お近くの障害者就業・生活支援センター

特別支援学校生徒の職場実習受入れ

特別支援学校からの就業体験・職場実習のお願い
地域センターなど
目

的

特別支援学校高等部では、卒業後に「働く大人」になることを目指して、各校の特色
を生かした職業教育に取り組んでいます。学校で学習したことをさらに深めるため、職
場実習（短期的な就業体験）など実際に働く体験をとおして、働くことの大切さや喜び、
就業するために求められる知識、技能、態度を育てることを重視しています。
企業での就業体験をとおして、従業員の方々の姿から多くを学び、「あんな人になり
たい」「同じように仕事をしたい」と、生徒が将来の目標をもてるよう、企業のみなさ
まのご協力をお願いします。

概

要

○ 実施期間は、受け入れ可能な期間でかまいません。
○ 実習内容は、まず見学をさせていただき、企業のご担当者とご相談の上決定します。
○ 実習は教育活動の一環ですので、賃金・報酬等は一切いただきません。通勤費等実習
に必要な経費は自己負担します。
○ 通勤途中や実習中の事故等は、学校が加入している保険を適用します。実習先の皆様
が責任を負うことはありません。
○ 事前に打合せを行い，実習中は職員が巡回指導します。

実習の流れ
〈実習受入れのお願い〉
○進路担当教員による企
業訪問、職場見学
○ご協力いただける場合、
生徒や保護者等の職場見
学、日程相談

〈実習の打ち合わせ〉

〈仕事にトライ！！〉

業務内容から、実習内
容や時間、持ち物など
の相談

実習開始、実習中の職員
の巡回指導、実習反省会

主な実習先と内容
機械・部品製造会社、食品加工会社（ライン作業、梱包、清掃等）、建設会社（用具清掃
等）、運輸会社（梱包、配送、用具洗浄等）、清掃会社（清掃補助等）、市役所（事務補助
等）、スーパーマーケット、商店（バックヤード、品出し等）、ホテル（リネン、清掃等）、
飲食店（食器洗浄、調理補助、清掃等）、福祉施設（リネン、調理・配膳補助、清掃、介
護補助等）など
詳細は、お近くの特別支援学校にお問い合わせください。

国が行う職場実習

地域センターなど

問合せ・申し込み先一覧
障害者・就業生活支援センター
名称

電話番号

所在地

障がい者就業・生活支援センター

らいふあっぷ

025-250-0210

新潟市西区上新栄町３－２０－１８

障がい者就業・生活支援センター

こしじ

０258-92-5163

長岡市来迎寺１８６４

障がい者就業・生活支援センター

ハート

0256-35-0860

三条市西本成寺１－２８－８

障がい者就業・生活支援センター

アシスト

0254-23-1987

新発田市中央町３－１－１

障がい者就業・生活支援センター

あおぞら

025-752-4486

十日町市高山１３６０－２

障がい者就業・生活支援センター

さくら

025-538-9087

上越市寺町２－２０－１

障がい者就業・生活支援センター

そよかぜ

0259-67-7740

佐渡市千種丙２０５－２

地域センターなど

特別支援学校
主
た
る
障
害

学

地域センターなど

校

名

視 県立新潟盲学校
覚

住

所

電

話

備考

新潟市中央区山二ツ３－８－１

025-286-3224

県立新潟聾学校

新潟市東区小金台１－１

025-273-5898

知的障害生徒の学級あり

県立長岡聾学校

長岡市水道町２－１－１３

0258-32-1007

知的障害生徒の学級あり

県立江南高等特別支援学校

新潟市江南区北山１５１０

025-381-0077

県立江南高等特別支援学校 川岸分校

新潟市中央区川岸町２－４

025-230-5544

県立西蒲高等特別支援学校

新潟市西蒲区堀山新田５１－１

0256-72-2049

県立吉川高等特別支援学校

上越市吉川区原之町１４４７

025-539-3232

県立村上特別支援学校

村上市山居町２－１６－２９

0254-53-0448

県立村上特別支援学校
いじみの分校 五十公野校

新発田市五十公野４６５１－１

0254-24-7328

県立村上特別支援学校
いじみの分校 竹俣校

新発田市下楠川７０２

0254-31-1500

知 県立駒林特別支援学校

阿賀野市駒林５０５０

0250-67-4851

的 県立五泉特別支援学校

五泉市尻上１７３

0250-43-4370

県立月ヶ岡特別支援学校

三条市月岡４９３５

0256-32-5963

県立小出特別支援学校

魚沼市十日町１７３８－２

025-792-5412

県立小出特別支援学校 川西分校

十日町市伊勢平治７１１－２

県立はまなす特別支援学校

柏崎市松波４－１０－１

0257-24-7451

県立高田特別支援学校

上越市寺町１－１５－４４

025-524-6538

県立高田特別支援学校 白嶺分校

糸魚川市清崎５－２５

025-553-9160

県立佐渡特別支援学校

佐渡市下新穂８８

0259-22-2138

聴
覚

川西高等学校内

025-768-3325

県立東新潟特別支援学校

新潟市東区海老ヶ瀬９９４

025-274-3261

発達障害生徒の在席有り

県立はまぐみ特別支援学校

新潟市中央区水道町１－５９３２

025-266-7265

発達障害生徒の在席有り

県立上越特別支援学校

上越市大和６－４－３７

025-522-1441

発達障害生徒の在席有り

県立吉田特別支援学校

燕市吉田大保町３２－２４

0256-92-5369

発達障害生徒の在席有り

県立柏崎特別支援学校

柏崎市赤坂町３－６３

0257-24-7476

発達障害生徒の在席有り

見附市立見附特別支援学校

見附市月見台１－１０－７４

0258-63-2210

長岡市立総合支援学校

長岡市日越１４０２

0258-47-3352

知

小千谷市立総合支援学校

小千谷市大字塩殿甲２１４４

0258-82-1878

的

十日町市立ふれあいの丘支援学校

十日町市辰乙６１４－３２

025-752-7471

南魚沼市立総合支援学校

南魚沼市西泉田４７－２

025-773-3770

妙高市立にしき特別支援学校

妙高市錦町２－８－１

0255-72-1926

新潟大学教育学部附属特別支援学校

新潟市中央区西大畑町５２１４

025-223-8383

肢
体
不
自
由

病
弱

知
的

※問い合せ先：各学校の進路指導担当あて

ハローワーク
名称
ハローワーク新潟

電話番号

所在地

025-280-8609

新潟市中央区美咲町 1―2―１

ハローワーク長岡

0258-32-1181

長岡市千歳１－３－８８

ハローワーク小千谷

0258-82-2441

小千谷市城内２－６－５

ハローワーク上越

025-523-6121

上越市春日野１－５－２２

ハローワーク妙高

0255-73-7611

妙高市下町９－３

ハローワーク三条

0256-38-5431

三条市北入蔵１－３－１０

ハローワーク柏崎

0257-23-2140

柏崎市田中２６－２３

ハローワーク新発田

0254-27-6677

新発田市日渡９６

ハローワーク新津

0250-22-2233

新潟市秋葉区新津本町４－１８－８

ハローワーク十日町

025-757-2407

十日町市下川原町４３

ハローワーク糸魚川

025-552-0333

糸魚川市横町５－９－５０

ハローワーク巻

0256-72-3155

新潟市西蒲区巻甲４０８７

ハローワーク南魚沼

025-772-3157

南魚沼市八幡２０－１

ハローワーク小出

025-792-8609

魚沼市佐梨６８２－２

ハローワーク佐渡

0259-27-2248

佐渡市両津夷２６９－８

ハローワーク村上

0254-53-4141

村上市緑町１－６－８

地域センターなど

新潟美咲合同庁舎２号館

長岡地方合同庁舎

上越地方合同庁舎

柏崎地方合同庁舎

新発田地方合同庁舎
新津総合労働庁舎

