
特集
鵠沼運動公園 ☎（36）1607

（36）1754

◆おとなグループレッスン　10月7日
㈭、14日㈭、21日㈭午前10時20分～11
時30分。八部公園プール。18歳以上の
方各日15人。 費1000円。 申9月16日㈭
午前9時30分から来館で（午後7時30分
から電話も可）。
◆障がい者ふれあいグループスイム　
10月8日㈮、15日㈮、22日㈮午後6時～
7時。八部公園プール。障がいのある
方各日10人。費600円。申9月17日㈮午
後1時から電話で。
◆こどもグループレッスン　㋐クロー
ルマスター編…10月6日㈬、13日㈬、
20日㈬。㋑息継ぎマスター編…10月8日
㈮、15日㈮、22日㈮。ともに午後5時～
6時。八部公園プール。小学生で㋐は
呼吸付きクロールで15m以上泳げる
方、㋑は面かぶりクロールで10m以上
泳げる方各日15人。 費1000円。 申9月
20日㈷午前9時30分から来館で（午後7
時30分から電話も可）。
◆マタニティヨガ　10月12日～11月16
日毎週火曜日午前11時20分～午後0時
20分、全6回。八部公園プール2階ロビー。
妊娠16週目以降で医師の許可がある方
10人。費4800円。申9月21日㈫午前9時
45分から電話または来館で。
◆姿勢改善・きれいな歩き方～秋　10
月17日～11月28日隔週日曜日午後1時
20分～2時20分、全4回。八部公園プー
ル2階ロビー。18歳以上の方16人。 費

3200円。申9月26日㈰午前9時45分から
電話または来館で。
◆個人スイムレッスン　通年、1回45
分。八部公園プール。費2000円。※詳
細はお問い合わせください。申10月分
は9月28日㈫午前9時30分から来館で

（午後7時30分から電話も可）。

スポーツ推進課 ☎内線6767
（50）8433

◆藤沢市民総合体育大会　
【アーチェリー】　10月10日㈰。御所見
の森アーチェリー練習場。 問 武井☎
090（8566）0990またはスポーツ推進課。

【カヌー・スプリント】　10月31日㈰。
引地川竜宮橋横。 問有村☎090（1211）
0759またはスポーツ推進課。

【バウンドテニス】　11月7日㈰。秩父
宮記念体育館。問首藤☎（28）8746また
はスポーツ推進課。

【グラウンド・ゴルフ】　11月18日㈭。
秋葉台公園球技場。問谷本☎（87）6279
またはスポーツ推進課。

※いずれも詳細は藤沢市体育協会の
ホームページをご覧ください。

太陽の家体育館 ☎（33）1411
（34）4342

◆ダーツ・ボッチャ・フライングディ
スク体験の集い　9月25日㈯午前9時30
分～11時30分。障がいのある方20人。
申ファクスに住所・氏名・年齢・電話
番号、障がいの種類を書いて、太陽の
家体育館へ。

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
（28）5749

◆年中のびのび体操～鉄棒・マット編
　9月29日～11月10日毎週水曜日（11月3
日を除く）午後2時30分～3時30分、 全6
回。市内在住・在園の年中児15人（抽
選）。費5400円。申9月15日㈬～21日㈫
に来館で。
◆年長ちびっこ体操～鉄棒・マット編
　9月29日～11月10日毎週水曜日（11月3
日を除く）午後4時～5時、全6回。市内
在住・在園の年長児15人（抽選）。 費

5400円。 申9月15日㈬～21日㈫に来館
で。
◆はじめてのキッズダンス　10月5日
～12月14日毎週火曜日（10月12日、11
月9日、23日を除く）午後5時30分～6時
45分、全8回。小学3・4年生12人（抽選）。
費7200円。 申9月15日㈬～21日㈫に来
館で。
◆アクティブボディメイクエクササイ
ズ　10月5日～11月30日毎週火曜日（11
月23日を除く）午後7時30分～8時45分、
全8回。18歳以上の方20人。 費6400円。
申9月22日㈬午前9時から電話で。
◆ゆったりシニアヨガ　10月15日～11
月19日毎週金曜日午前9時45分～10時
45分、全6回。60歳以上の方12人（抽選）。
費4800円。 申9月24日㈮～30日㈭に来
館で。

石名坂温水プール ☎（82）5131
（82）5132

◆㋐楽・楽水泳教室～中級　10月6日
～12月22日毎週水曜日（11月3日、24日
を除く）午前11時20分～午後0時30分、
全10回。クロールで25m以上泳げる16
歳以上の方15人（抽選）。※障がいのあ
る方も受講可〈5人（先着順）〉。 費9000
円。
◆㋑楽・楽水泳教室～バタフライ　10
月7日～12月2日毎週木曜日（11月4日を
除く）午前11時20分～午後0時30分、全
8回。クロールで25m以上泳げる16歳
以上の方15人（抽選）。※障がいのある
方も受講可〈5人（先着順）〉。費7200円。
◆㋒楽・楽水泳教室～初級　10月8日
～12月10日毎週金曜日午前11時20分～
午後0時30分、全10回。クロールで25
ｍ泳ぐことを目指す16歳以上の方15人

（抽選）。※障がいのある方も受講可〈5
人（先着順）〉。費9000円。
◆㋓楽・楽水泳教室ナイタースイム～
ミドルクラス　10月9日～12月11日毎
週土曜日午後6時45分～8時、全10回。
クロールで25m以上泳げる16歳以上の
方12人（抽選）。※障がいのある方も受
講可〈3人（先着順）〉。費9000円。

申㋐～㋓は9月15日㈬～20日㈷に来館
で。※障がいのある方は電話も可。
◆ナイトアクア　10月18日～11月22日
毎週月曜日午後7時～8時、全6回。音楽
に合わせて全身を動かす。20人（抽選）。
費5400円。 申9月15日㈬～20日㈷に来
館で。
◆小学生マンスリーレッスン　10月4
日～25日毎週月曜日午後5時～6時、全
4回。バタ足で25m泳ぐことを目指す。
けのびができる市内在住・在学の小学
生10人。 費4000円。 申9月20日㈷午前
10時から電話で。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
（88）8687

◆やさしいヨガ　10月1日～11月19日
毎週金曜日午前10時～11時、全8回。
18歳以上の方20人。 費6400円。 申9月
17日㈮午後1時30分から電話で。
◆未就園児   親子リトミック　10月4
日～11月22日毎週月曜日（10月18日、
11月15日を除く）午前9時30分～10時30
分、全6回。2歳6カ月以上の未就園児
と保護者15組。 費4800円。 申9月20日
㈷午後1時30分から電話で。
◆バドミントン　10月5日～11月30日
毎週火曜日（11月23日を除く）午前9時
～11時、全8回。18歳以上の方30人。
費6400円。 申9月22日㈬午前11時から
電話で。
◆キッズチアダンス体験　10月5日～
11月9日毎週火曜日午後4時30分～5時
30分、全6回。市内在住・在学の小学1・
2年生15人。費5400円。申9月22日㈬午
後1時30分から電話で。
◆アンチエイジング美ヨガ　10月7日
～12月9日毎週木曜日（11月4日、11日
を除く）午前9時45分～10時45分、全8
回｡18歳以上の方20人。費6400円。申9
月23日㈷午前11時から電話で。
◆はじめての卓球　10月7日～11月25
日毎週木曜日午後1時～3時、全8回。
18歳以上の方20人。費6400円。申9月23
日㈷午後1時30分から電話で。

秋葉台公園プール☎（88）1811
（88）0081

◆㋐みんなでアクアビクス　10月7日
～12月2日毎週木曜日（11月4日を除く）
午前9時30分～10時30分、全8回。18歳
以上の方20人（抽選）。費7200円。
◆㋑チャレンジ水泳　10月20日～12月
22日毎週水曜日（11月3日、24日を除く）
午後1時～2時、全8回。18歳以上の方
15人（抽選）。費7200円。
◆㋒ナイター水泳　10月22日～12月10
日毎週金曜日午後7時～8時15分、全8回。
18歳以上の方15人（抽選）。費7200円。

申㋐～㋒は9月16日㈭～20日㈷に来館
で。
◆㋓初級こども水泳　◎10月19日～12
月14日（11月23日を除く）毎週火曜日◎
10月21日～12月16日（11月4日を除く）
毎週木曜日。ともに午後5時～6時、全
8回。水慣れ、面かぶりクロールほか。
市内在住・在学の小学生各15人（抽
選）。費8000円。
◆㋔にこにこ水泳　◎10月20日～12月
22日（11月3日、24日を除く）毎週水曜
日◎10月21日～12月16日（11月4日を除
く）毎週木曜日◎10月22日～12月10日
毎週金曜日。いずれも午後4時～5時、
全8回。水慣れ、水遊びほか。市内在住・
在園の2015年4月2日～18年4月1日生ま
れの方各15人（抽選）。費8000円。
◆㋕泳力認定別こども水泳　10月20日
～12月22日毎週水曜日（11月3日、24日
を除く）午後5時～6時、全8回。泳力認
定進級テストで10級以上を持つ小・中
学生15人（抽選）。費8000円｡

申㋓～㋕は9月26日㈰～10月3日㈰に来
館で。

　市では、障がい者雇用に積極的な企業に対し、感謝状を贈呈しています。
　2020年度は（株）拓栄、（株）土屋製作、（有）湘南ホームフレンドの3事業所に
感謝状を贈りました。障がいのある方を雇用した実績を持つ事業所の方々にお
話を伺いました。

　長く障がい者雇用を進めてきた中で大切にしていることは、本人が納得して
就職できる環境を設けることです。就職前の実習を丁寧に行い、「ここで働き
たい」と納得して就職することで、就労後に仕事内容や職場環境に対する不一
致がなく、本人だけでなく家族や支援者にも安心して働いてもらえます。
　仕事内容は、金属部品の塗装です。複数人
で作業することが多く、先輩社員が積極的に
仕事内容を指導し、助け合いながら丁寧に仕
事に取り組んでいます。現在もさまざまな特
性の方々に働いてもらっていますが、それぞ
れが持つ力量に応じた仕事の分担や支援をす
ることが会社を支える大きな力に繋がってい
くと思います。

　藤沢公共職業安定所と連携して障がい者雇用を進めるための企業訪問を行っています。
雇用上の配慮事例や仕事の切り出し方、各種支援機関や助成金などについて説明します。

　一定規模以上の企業は一定割合（法定雇用率）以上の障がい者を雇用することが義務付
けられています。法定雇用率は2021年3月1日から
0.1%引き上げられ、対象事業者の範囲は従業員
が43.5人以上に広がり、一層の障がい者雇用の促
進が求められています。
　障がい者雇用を進めることで、業務のマニュア
ル化による効率化や、働きやすい職場づくりが実
現できるなど企業側のメリットも多くあります。

　雇用の検討を進める参考として、市が障がい
者就労の場として設置している｢JOBチャレふ
じさわ｣で見学の受け入れを行っています。
　雇用上の配慮事例を学びながら、働いている
方たちの様子を見学できます。

　障がい者雇用に取り組んだきっかけは、仕事の分業化を考えていた頃に障が
い者雇用説明会に参加する機会があったことと、グループ会社で働く障がいの
ある方の働きぶりを見て当社でも力を発揮し
てもらえるのではないかと考えたからでした。
　仕事内容は、入居型の介護施設の清掃で
す。雇用するにあたり、最初は経験や知識が
ないため不安もありましたが、本人や同僚と
で相談しながら役割分担や仕事のやり方を定
めていったところ、皆さん丁寧な仕事ぶりで
貴重な人材として長く勤めてもらっています。

　障がい者雇用を進める上では、企業の求める人材と求職者それぞれの希望が一致
することが重要です。就労支援機関を活用して丁寧に進めましょう。

　雇用管理上の配慮に関する助言や専門機関の紹介などを行っています。障がいの
ある方の求人申し込みも受け付けています。 　障害者雇用納付金制度に基づく納付金の申告、調整金・報奨金などの申請受け付け、

助成金の申請受け付け、障がい者雇用に関する講習などを行っています。

　雇い入れに向けた環境調整や雇用管理に関する助言などを行っています。障がいの
ある方の就労相談や就労後の定着支援も進めています。　

　発達障がいや精神障がいのある方を雇用している、または雇用を検討している企
業に伺い、障がいの特性や必要な配慮をお知らせします。

　企業からの事例発表とグループワークを通し、障がい者雇用を進める上での
課題整理や解決の糸口を見つけるためのセミナーを開催します。
　と　き　10月19日㈫午前10時～11時
　ところ　市役所本庁舎
　定　員　障がい者雇用を進めたい市内企業の担当
者など20人（先着順）
　申し込み　10月8日㈮までにEメールの件名を「中
小企業セミナー申込」とし、氏名・電話番号・Eメー
ルアドレス、企業名（所属）、障がい者雇用に関する
悩みや疑問などを書いて、湘南地域就労援助センター

syonan@denkikanagawa.or.jpへ

障がい者雇用優良事業所の皆さんの声

障がい者雇用に関する相談窓口

出前講座

（株）土屋製作

（有）湘南ホームフレンド

「ここで働きたい」と納得して就職することが大切

障がい者雇用促進事業所訪問

JOBチャレふじさわの職場見学受け入れ

役割分担をしてより良い就労に

藤沢公共職業安定所（ハローワーク藤沢）　☎（23）8609、 （25）4714 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課
 ☎045（360）6010、 045（360）6011

湘南地域就労援助センター　☎（30）1077、 （34）5411

障がい者雇用セミナー

● 市の取り組みを紹介します

● 障がい者の雇用を進めましょう

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください 誰もがが働きやすい社会をを目指してして

　9月は障がい者雇用支援月間です。障が
いのあるなしに関わらず、やりがいを持っ
て働くことができる社会の実現に向けて、
市ではさまざまな取り組みを行っています。
　問い合わせ
　産業労働課☎内線2227、 （50）8419

事業主区分 法定雇用率
民間企業 2.3%

国・地方公共団体など 2.6%
都道府県などの

教育委員会 2.5%

9月は障がい者雇用支援月間です9月は障がい者雇用支援月間です
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