令和４年度

高津区役所清掃業務実習

川 崎 市
健 康 福 祉 局
障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課

高津区役所内 清掃業務実習 申込案内
川崎 市では 、障 害の ある方 が庁舎 清掃 業務 での清 掃実習 を通 じて 清掃ス キルを 習得 し、
一般就 労を目 指す こと ができ るよう 、次 のと おり実 習生を 募集 しま す。

１

対 象者
原則と して、 次の 方を 対象と します 。
①市内 在住で 手帳 の交 付を受 けてい る方 、あ るいは 診断を 受け てい る方
②就労 をしよ うと いう 意思を お持ち の方
③就労 移行支 援事 業所 、就労 継続Ａ 型事 業所 、就労 継続Ｂ 型事 業所 、地域 活動支 援セ ン
ター等 を利用 中の 方
④傷害 保険加 入済 みの 方
⑤週２ ０時間 に満 たな い時間 で働い てい る方

２

実 習場所
高 津区役 所（ 高津 区下作 延２－ ８－ １／ 南武線 ・田園 都市 線溝 の口駅 下車）

３

実 習期間

（ １ ） 実 習 の概 要
・実際 の（庁 舎内 ）清 掃業務 を通じ た実 技体 験と清 掃スキ ルの 習得
・実習 の評価
※実 習可能 かど うか の選考 を兼ね て、 事前 研修へ の参加 をお 願い します 。
（ ２ ） 実 習 コー ス
・①１ ヶ月コ ース 、② ２週間 コース 、③ １週 間コー ス
・コー ス選択 は、 申込 者の希 望や状 況を 踏ま え、就 労援助 セン ター と実習 の指導
に当た る委託 業者 との 話し合 いをも って 決定 します 。
（ ３ ） 実 習 時間
・曜日

毎週 月曜 日か ら金曜 日

※ 高津 区役 所の閉 庁日を 除く 。

・時間

午前 ９時 から 午後１ 時まで （４ 時間 ）

※ ３０分 程度 の休 憩時間 を含

む。
（ ４ ） 実 習 手当 の 支 給
・上限 を１日 ２， ００ ０円ま でとし 、支 給し ます。
・実習 手当は 、就 労援 助セン ターを 通じ 、事 業所か ら参加 者に お渡 ししま す。

４

応 募方法
・最寄 りの就 労支 援セ ンター に、別 紙「 実習 申込書 」をお 持ち くだ さい。
・「実 習申込 書」 を提 出して いただ く際 に、 就労援 助セン ター で簡 単な面 接を行 いま
す。お 手数で すが 、① 事前に 面接の 予約 をし た上で 、②御 本人 と事 業所担 当者で 就労
援助セ ンター まで お越 しくだ さい。
＊川崎 市内の 就労 援助 センタ ー

５

センタ ー名

住所

電話

川崎南部就労援助センター

川 崎 区 日 進 町 5-1
川崎市複合福祉センターふくふく３階

201-8663

中部就労援助センター（川崎障
害者就業・生活支援センター）

中原区小杉町３－２６４－３
富士通ユニオンビル３階

739-1294

百合丘就労援助センター

麻 生 区 百 合 丘 2-8-2
北部リハビリテーションセンター３階

281-3985

実 習スケ ジュ ール ・予定 人数等
○１日 ２名程 度の 参加 を予定 してい ます 。 ※ 清 掃 ス タ ッ フ １ 名 が 指 導 に 当 た り ま す 。
○なお 、実習 への 参加 の可否 は、申 込者 の様 子、事 前研修 の結 果、 申込状 況等に 応じ
て、就 労援助 セン ター と実習 の指導 に当 たる 清掃業 者とで 協議 して 決定し ます。
○実習 のスケ ジュ ール は、日 程調整 後、 就労 援助セ ンター から 事業 者に連 絡しま す。
※実習 状況、 参加 希望 者の状 況等に より 、実 習時期 の御希 望に 添え ないこ とや参 加を
お断り するこ とが あり ますの で、あ らか じめ 御了承 くださ い。

６

実習終了後の評価・講評
実習 支援を 通じ ての 評価を 「実習 評価 書」 として 提供し ます 。

７

実 習指導 業者
川 崎市ビ ルメ ンテ ナンス 業協同 組合

※ 高津区 役所清 掃業 務委 託受託 業者

（ 川崎区 南町 ２０ 番地３ ）

問い合 わせ先
川崎市 健康福 祉局 障 害保健 福祉部
障害者 社会参 加・ 就労 支援課
電 話 ：０４ ４－ ２０ ０－２ ４５６
E-mail：40syusien@city.kawasaki.jp

