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伊勢市 福祉生活相談センター　☎21-5712　FAX 21-5555

東部支所（二見町茶屋456-2） ☎43-5551　FAX 43-4427
西部支所（小俣町元町536） ☎27-0509　FAX 27-0570
北部支所（御薗町長屋2767） ☎22-6617　FAX 22-6604

中部支所（八日市場町13-1） ☎27-2425　FAX 27-2412

伊勢市ボランティアセンター・げんここるーむ（小木町曽祢538）
〔イオンタウン伊勢ララパーク・1階〕 ☎63-6370　FAX 65-6121

生活サポートセンターあゆみ（八日市場町13-1）
〔福祉健康センター・1階〕 ☎63-5224　FAX 27-2412
地域福祉係 ☎63-5334　FAX 27-2415
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※これは一例です。内容や回数は相談のうえ、決めていきます。

「働く」を体験してみませんか？

FAX

◆問い合わせ◆
伊勢市社会福祉協議会　伊勢市生活サポートセンターあゆみ（八日市場町 13-1〔福祉健康センター・１階〕）
☎63-5224　　 27-2412　　ise-cswsp@mie.email.ne.jp

職場体験事業所を募集
　伊勢市生活サポートセンターあゆみでは、働くことに自信がない人や
コミュニケーションが苦手な人など、働くことに不安を抱えている人へ
の支援（中間的就労）を行っています。

　伊勢市生活サポートセンターあゆみでは、就労体験の場として職場体験を受け入れていただける
企業・事業所を募集しています。

※１ 福祉的就労とは？
　一般就労が難しい障がいのある人が、
支援を受けながら就労すること。

※２ 職場体験とは？
　右ページをご覧ください。

・就労体験を希望する人が企業・事業所に出向き、仕事を体験します。
・体験内容は、企業・事業所と相談のうえで決めます。
・就労体験をする人に配慮が必要な場合は事前に伝えます。
・伊勢市生活サポートセンターあゆみの職員がフォローします。

中間的就労
事業

ほっぷ
～あなたの「やってみたい！」を応援します～

一般就労

福祉的就労※1

職場体験※2

まずは第一歩

中間的就労

実際はどんな感じ？　　　～Ａさん（30代男性）の場合～

　Ａさんは人と関わることを苦手に感じており、家にこもりがちな生活でした。心配した家族と一緒に
伊勢市生活サポートセンターあゆみに相談し、中間的就労事業を利用することになりました。

　まずは職員とともに内職作業を行いました。（週１回から開始）
　はじめは緊張した様子のＡさんでしたが、
少しずつＡさんから話してくれることも増えてきました。

　Ａさんから「体を使うような仕事がしてみたい」という話があった
ため、農業の職場体験を提案しました。
　職場体験に参加したことで就労への意欲が高まり、自信も少しずつ
ついてきたと前向きな言葉を聞くことができました。
　今後の生活について、Ａさん・家族・関係者で相談を続けていきます。

☆職場体験って何？

・誰もが働くことができる職場づくりができます。
・企業・事業所の業務にマッチした人材の確保につながります。
・新たな気付きを得た商品やサービス開発が可能となります。

☆受け入れるメリットは？

～職場体験受け入れ登録企業・事業所一覧～

企業・事業所名（事業内容）

株式会社イセヤ（家具販売）
商品の荷下ろし、不要家具の廃棄、
草取り、ＤＭ・封書詰め

きゅうりの袋詰め、サツマイモの
植え付け、草抜き など

料理（調理の下処理）、学童部（子どもたち
との触れ合い）、掃除（窓拭き、草取り）

キャンピングカーの洗車、清掃 など

内職、印刷、イラスト、Excel入力 など

パイプライン清掃

品出し、接客、清掃

ＡＣ farm（農業）

特定非営利活動法人マイトリ
（福祉）

有限会社山村乳業
（乳類製造販売業）

セブンイレブン
伊勢市二見町溝口店（コンビニ）

認定NPO法人ときわ会
藍ちゃんの家（福祉）

伊勢志摩Camperわっくわく
（キャンピングカーレンタル）

体験内容

エクセル

（※令和４年10月時点・順不同）

受け入れ企業
ＡＣ farm 
代表 中川さんの声

エ ー シ ー フ ァ ー ム

エ ー シ ー フ ァ ー ム

キ ャ ン パ ー

登録を検討していただける企業・事業所の皆さまは、いつでも問い合わせてください。
この事業は、市から委託を受けて実施しています。

　農業を通じてお話を
しながら、一緒に作業
しています。
　一生懸命に取り組ん
でもらっていて助かっ
ています。
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