
「チャレキッズ」プロジェクトについて 

 

 

（１）共働のきっかけ・必要性 

 

●課題解決のための事業手法として，なぜ NPO と市との「共働」が必要なのか。 

 障がい児･者の活き活きとした生活に必要な「自立」。その根幹となる「就労」の機会を多く生み出

すために実施する本事業は、障がい児童を対象としたキャリア教育の機会創出と、彼ら彼女らを取り

巻く環境への啓発活動を主としています。 
 この活動を NPO だけでなく、行政（福岡市教育委員会）と共働で行う理由として、行政所管の学校

関係機関へ一斉に情報を伝達して参加を促すという点と、取り組みを一過性のイベントとしてではな

く、必要なキャリア教育として学校教育に浸透させていきたいと考えているからです。 
 また、共働する発達教育センターでは、「夢ふくおかネットワーク事業」という、就労対象年齢の生

徒と企業を繋げる活動も行っており、そこに参加する企業にも、今後就労を目指す児童･生徒に対して、

本事業に参加していただくことで、より多くの学びや実りが生まれると考え、共働で事業を行う運び

となりました。 

 

 

● NPO はなぜこの事業を提案したのか。 

障がいのある人々の豊かな未来を創り出すために、まずは就労環境の改善が必要と考えました。従

来の限定した作業だけでなく、個人の能力や特性を活かした仕事のマッチングを広げる機会を創り出

す必要があると考えたからです。 

 単に「できないこと」を訓練して「できること」にするのではなく、「できること」を自発的に伸ば

すことで「もっとできること」に発展させるという視点が重要と考えています。 

児童･生徒には就学児童のキャリア教育の充実、さらには雇用を考えている企業側にも彼ら彼女らと

触れ合う機会を増やすなどの取り組みが必要と考え、このプロジェクトを提案させていただきました。 

 

 

●市担当課はなぜこの事業に取り組むことにしたのか。 

発達教育センター事業として、特別支援学校高等部生徒の就労支援のため「夢ふくおかネットワー

ク」を立ち上げ、企業や関係機関、学校、保護者の連携を深め、卒業生の就労率向上につなげている

ところであります。 

しかし、課題の一つとして高等部入学時に就労希望者が少ないという現状がありました。そこで、

小学校（小学部）の早期から「体験活動」等に取り組み、子どもたち自身が「夢」を抱き、保護者自

身が就労への「可能性」を信じ、学校との連携を深めることができれば、高等部入学時の就労希望者

数の向上につながると考え、この事業に取り組むこととしました。 

 

 

 

 

チャレキッズプロジェクト実行委員会 

◆福岡市教育委員会 発達教育センター 

◇NPO法人まる  

◇合同会社 ワークオフィス絆結 



（２）事業目的 

 障がい児･者の就労の促進と定着支援を目的とした、幼い段階からの障がいのある児童･生徒のキャ

リア教育の機会を創出すると同時に、児童･生徒たちの自発性を促し、夢を語れる場を設け、地域の企

業、保護者などの社会との接点を構築します。また、彼ら彼女らをサポートする保護者、教員、地域

の企業、行政機関には、子どもたちを受け入れるための知識と経験を磨く場をさまざまな角度から提

供し、障がいのある児童･生徒の自立と自己実現が可能な社会を築いていきます。 

このような実践を通じて障がいのある児童･生徒が成人となる頃に地域での役割を見出し、就労へと導

けるような環境を作っていきます。 

 誰もが夢を抱き、豊かな人生を選択出来る、そんな「ユニバーサル都市･福岡」を実現していきたい

と考えています。 

 

（３）事業目標 

 本事業の目標は障がい児･者も夢を抱き、豊かな人生を選択出来る社会を実現することです。 

 その目標達成には障がい児･者と彼ら彼女らを取り巻く環境、双方にアプローチしていく必要があると考え、さ

まざまな立場の人を対象とした事業を展開します。 

 

◆ 障がい児･者➡幼い頃からのキャリア教育（社会との接点）の創出 

  幼い段階から社会との接点を意識する機会を設け、自分が自発的に選択することで、歓びも大きくなり、必 

 要とされることで幸せを感じる、そんな機会を増やします。 

  その体験を得るべく、「お仕事体験ワークショップ」と「子ども達の“選択する力”を育むイベント」 

 を実施します。 

  これらのイベントでは、障がい児･者の①「自発性の芽を育てる」、②「選択出来る力を育む」ことを目 

 標とします。 

  その成果をすぐに量ることは難しいですが、成功体験や失敗体験を通して得られた感情が彼ら彼女らの次の 

 アクションに繋がると考えています。 

  

◆ 障がい児･者を取り巻く環境へのアプローチ ➡ 各種啓発セミナー 

  この取り組みの目標は、障がい児･者を育てる保護者、教育する学校関係者、共に働く企業関係に対し、各種  

 セミナー（企業向けセミナー、保護者･支援者向けセミナー）を実施し、社会での就労の可能性を探り、実現に 

 向けた支援の在り方や関わり方を学ぶ場を構築します。 

  このセミナーでは、③「障がいに対 する理解を広げる」事を目標とします。 

  これらの目標を達成する児童･生徒に各事業を行います。 

 

◆ 年間を通した事業目標 

  年間を通して、当事者とその周りの環境への事業を行い、当事者に対しては、①「自発性の芽を育てる」、 

 ②「選択出来る力を育む」ことを目標とします。そして、周りの環境に対しては、③「障がいに対する理解を 

 広げる」ことを目標とします。 

 

 ● 事業のアウトプットと3年間のロードマップ 

  １年目には、「チャレキッズプロジェクト」の年間の取り組みをまとめたリーフレットを発行。 

  ２年目には、そのリーフレットを教育現場や各種セミナー事業に活用し、イベントに参加した当事者や企   

  業の変化、反応を伝えていきたいと考えています。 

  ３年目には、その活動の和をさらに拡げ、障がい児･者と共生していく社会のメリットを広く伝え、イベント 

  への参加者、賛同者、参加企業を増やし、障がい児･者の雇用や定着の増加の礎としていきたいと考えていま

す。 

 

 



 

（４）事業内容 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ アンケート～「大人になってやりたい仕事・なりたい職業」  

  開催日：2016年5月    

  対象：福岡市内にあるの特別支援学校、支援学級、小学部、中学部の児童生徒 

  回答数：５４３  、 

 

  内容：２８年度の、スタートとして福岡市の特別支援学校・特別支援学級に在籍する小学生・中学生の子ど 

  もたちから『大人になってやりたい仕事・なりたい職業』を募集しました。おそらく、障がいのある子ども 

  たちのなりたい職業ランキングは、全国初の試みではないかと思います。アンケート結果を各カテゴリー毎 

  にランキング。大きな反響をいただきました。（別紙参照） 

 

 

◆ ワークショップ～「夢を拓くロードマップを創ろう！」』  

  開催日：2016年7月24日   

  会場：あいあいセンター（福岡市中央区長浜１丁目２−８） 

  定員：４０名  

   内容：本人、保護者、企業人、教員、福祉支援者、主婦、学生など様々なみなさんに参加いただき、   

     障害児の未来を自由に発想、創造するワークショップを開催。 

     「PATH Planning Alternative Tommorow with Hope」という手法を用い、さまざまな立場の 

     人たちが一人の障がい児の夢をかなえるために、どのようなロードマップが描けるかを考えるワーク 

     ショップを実施しました。一人の人間の人生を自分のことのように捉え、実現方法を考えることで、 

     当事者意識や問題点がぐっと身近に引き寄せられました。 

 

 

 

 

 



 

 

◆ お仕事体験 

   

 １お花屋さん 

    開催日： 2016年7月26日  

  場所：フラワーショップ HANACHU（東区香椎駅前）  

  内容： お花屋さんの仕事の内容説明 花の切り方や管理 

  参加者：１名  

 

 

 ２お花屋さん 

    開催日： 2016年8月4日  

  場所：アンズガーデン（南区野間））  

内容： 花束やアレンジメントの作成 

  参加者：２名  

 

 ３警察官 

  開催日：2016年8月5日  

  場所：福岡県警福岡東警察署 

  参加者：５名 

  内容：パトカー、白バイへの乗車、護身術の見学、安全教室など 

 

 ４、接客業 

  開催日：2016年8月19日  

  場所：石村萬盛堂 勅使道店  （東区香椎） 

  参加者：１名  

  内容：店舗清掃、接客の心得、ラッピング体験、接客体験 

 

 ５、パティシエ 

  開催日：2016年8月23日  

  場所：菓子工房ぷぷる（糟屋郡土井町） 

  参加者：２名 

  内容：お菓子づくりのお仕事体験。 

 

 ６、畳職人  

  開催日：2016年8月25日  

  場所：鶴田畳店（東区松島） 

  参加者：４名 

  内容：畳作りワークショップ 小な畳を使ったクラフト作り 

 

 ７、お菓子づくり 

  開催日：2016年8月26日  

  場所：ひまわりランド（東区箱崎） 

  参加者：３名 

  内容：お菓子作り、ラッピング 

 

８、バス運転手 

  開催日：2016年8月26日  

  場所：西鉄バス 教習所（大野城市） 

  参加者：３名  

  内容：バス運転士のお仕事体験、安全教室、運転シュミレーター、 

     実車試乗運転  

 

 

 



 

 

 

９、ゲームクリエイター 

  開催日：2016年8月26日  

  場所：Iteens lab（大野城市） 

  参加者：３名 

  内容：プログラミングの基礎講座体験 

 

１０、農業 

  開催日：2016年8月27日  

  場所：サンスマイル伊都（糸島市） 

  参加者：３名  

  内容：さつまいも・さといもの収穫 

 

１１、モデル 

  開催日：2016年8月28日  

  場所：発達教育センター 

  参加者：６名 

  内容：モデルスチール体験、モデルウォーキング体験。 

     モデルショー体験 

 

１２、大工 

  開催日：2016年8月28日  

  場所：柴田ハウス（東区箱崎九大病院）   

  参加者：２名  

  内容：椅子のニス塗り体験  

 

 

１３、ペットトリマー 

  開催日：2016年9月10日  

  場所：アニマルリンク バウワウ（城南区田島）   

  参加者：３名 

  内容：ドッグトレーナー体験、犬のしつけ方、バイタルチェック法など 

 

１４、PCを使ったお仕事 

  開催日：2015年9月17日  

  場所：株式会社カムラック（博多区千代県庁口）   

  参加者：２名 

  内容：パソコンを使った名刺作り、ニーズの聞き取り、 

     制作、受け渡し方法を体験 

 

 

１５、動物に関わる仕事 

  開催日：2016年9月25日  

  場所： 東部動物愛護センター（アニマルぽーと） 糟屋郡蒲田 

  参加者：２名 

  内容：収容中の犬の飼育体験 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆ 障がい者雇用企業見学ツアー 

 

開催日：2016年９月14日 

場所：株式会社 障がい者つくし厚生会 

参加者：２０名 

内容：障がい者雇用を促進する企業の取り組みの見学 

 

 

開催日：2016年９月２１日 

場所：アスクルロジスト株式会社 

参加者：２０名内容：障がい者雇用を促進する企業の取り組みの見学 

 

 

 

 

【 今後の予定 】 

 

◆ お仕事体験 

 

  開催日：2016年10月22日  

  場所： ホームランチーム（糸島市） 

  参加者：２名 

  内容：ホームランチームが行う農業体験 

 

 

 

 夢を拓くロードマップを創ろう！part2 

  開催日： 2016年12月10日 

場所：発達教育センター 

  定員：４０名  

   内容：本人、保護者、企業人、教員、福祉支援者、主婦、学生など様々なみなさんに参加いただき、   

     障害児の未来を自由に発想、創造するワークショップを開催。 

     「PATH Planning Alternative Tommorow with Hope」という手法を用い、さまざまな立場の 

     人たちが一人の障がい児の夢をかなえるために、どのようなロードマップが描けるかを考えるワーク 

     ショップを実施しました。一人の人間の人生を自分のことのように捉え、実現方法を考えることで、 

     当事者意識や問題点をぐっと身近に引き寄せます。 

 

 

◆ 体験、活動、発表会 

  開催日： 2016年2月20日（予定） 

場所：発達教育センター 

  定員：４０名  

   内容：2016年度の活動発表会。 

     お仕事体験に参加してくれた児童達、保護者たち、受け入れてくださった企業、 

     ワークショップに参加してくださった皆さんの体験したことや感じたこと、変化したことなどを      

     発表する会です。対象者は福祉関係者、教員、企業、プロジェクトに関心のある、多くの方を対象 

     とします。 

 

 

 

◆ 「チャレキッズプロジェクト」活動紹介リーフレット発行 

  内容：一年間の取り組みを多くの方に知っていただく素材として、見開きのフリーペーパーを発行予定。 

     表面には、お仕事体験をコミカルに描いた漫画を大きくおいて、「楽しさ」「わかりやすさ」「親しみや 



     すさ」を重視。裏面には具体的な取り組みが分かる読み物として構成する予定です。 

     4,000部を小学部、中学部の各クラスに配布。1,000部を今後の活動の中での広報資料として利用し、 

     多くの方に取り組みを知っていただくきっかけとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）NPO と市の役割分担 

●NPO と市の具体的な役割分担について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）担当者の声・市民の声 

◆ 担当者の声 

【 提案団体（NPO側） 】 

 「なりたい職業、お仕事アンケート」では、日本初ではないかと思われる、福岡市内の特別支

援学級、支援学校の小学部、中学部の児童生徒を対象にアンケートを実施。５４０人以上の回答

が得られたのは、行政の協力と提案団体の柔軟な発想があってこそ実現したものです。 

 アンケート結果では、１位のパティシエは予想範囲でしたが、２位に「わからない」がランク

インしたことも印象深く、未来が描けていない子供たち、保護者も多いのではないか、という印

象を持ちました。 

 お仕事体験では、アンケートに沿って幅広い職種の皆さんにアプローチ、プロジェクトとして、



アンケート結果をお仕事体験に反映させるという流れができたのも、提案団体の広いネットワー

クと協働事業としての信頼があってこそ実現したものと考えます。 

  

【 提案団体（行政側）】 

昨年度末に作成した「チャレキッズフリーペーパー」を各学校に配布することができ，チャレキ

ッズ事業の周知および障がいのある子どもたちの夢をつなげることの大切さを伝えることができ

ました。 

また，今年度の「お仕事体験」は，子どもの夢アンケートを事前に実施したことで，子どもたち

の夢と仕事体験をつなげることができました。また，昨年度よりも多くの企業の協力も得ること

ができ，たくさんの子どもたちが体験を行うことができました。 

 チャレキッズ事業の取り組みは，障がいのある子どもたちや保護者が，「将来への夢」を描くこ

とや「挑戦してみたい気持ち」をより多く持つことができるものであり，様々な可能性を見出す

活動となっている。この事業が充実することで，発達教育センター事業「夢ふくおかネットワー

ク（特別支援学校高等部生徒の就労促進のためのネットワーク）」の一つの目標である，将来的に

一般就労を希望する生徒や保護者が増加することにつながるものと思われます。 

 

 

◆ 市民の声  

 

【 お仕事体験 】 

○今回、とても良い体験ができる機会をいただき、ありがとうございました。 

正直本人もいろんな仕事を体験したり、見たりしていますが、「やりたい」という気持ちだけでは

仕事はできないし、「その仕事をするためには何が必要か」ということも時々話すのですが、まだ

まだ何がやりたいのかは見つかっていません。どんな体験でも、子供には良い刺激になります。

またチャンスがあれば良いなと思っています。たくさんの子供がこのようなチャンスに恵まれる

ようにこれからも宜しくお願い致します。（保護者） 

○私はペットショップのスタッフを目指して頑張っていきたいです（本人） 

 

○ とても良い企画、ありがとうございました。これからも、チャレキッズの企画、楽しみにして

います。中学生、高校生の企画も検討してみてください！（保護者） 

 

○子供の頃に職場体験をするのは、とても良いことで、思い出にも残るし、自分の夢について考

える良い機会だと思います。他にもチャンスがあれば、いろいろな職業体験をさせてみたいです。 

我が子が運転するバスに乗ったのも夢のようでした。（験保護者） 

 

○ 畳ができる過程を見させて頂け、実際に触れ、体験でき、良い経験ができたと思います。 

成長していく段階で、仕事を選択する際に必ず付けになると思います。何気に使っているあらゆ

る物は人の手によってつくられる過程があることを教えていきたいと思いました。（お仕保護者） 

 

○草でできているとは思いませんでした。もっと作りたいです。（本人） 

 

○ つい横から口出してしまうことが多かったのですが、担当の方が「自分で考えてもらいましょ

う」おなんども言ってあったので、私の中であった「ちゃんとさせなきゃいけない」というプレ

ッシャーのようなものはなくなり、私自身も楽しませてもらいました。 

センターが 大きくなって、うちの子たちを雇って欲しいです。（保護者） 

 

【 ワークショップ「夢を拓くロードマップを創ろう！」】  



  

○皆様の温かな目で、娘だけでなく、親の私まで関わらせていただき、ありがとうございました。 

（path 体験者） 

 

○子供の実態をプラスにとらえることができた。 

 

○もう少し子供本人が楽しめるイベントにして欲しい。 

 

○息子の将来が希望と夢に満ちていることにとても嬉しくなりました。これからゴールに向かっ

て一歩を踏み出して行きたいです。 

 

○一番星の大切さ 

 

○お父さん、お母さんが様々な視点、世界を知ることによって、より子供の言動に気づけたとい

う言葉を聞いて、このようなニーズはあると思いました。どのタイミングで（小学生、中学生）

取り組めばベストか、疑問が残りました。 

 

○いろんな立場の方々の意見を聞けて勉強になりました。 

たくさんの可能性がある中で、ゴールを導くのは難しいと思いますが、好きなことをどんどん伸

ばす考えが良いと思いました。 

 

 

 

（7）29年度への展開 

【 NPO 側 】：３年間のスケジュールで予定していたものが、提案団体の一部の都合により 2年で

終了となり、大変残念です。希望を描く立場である提案団体が途中で投げ出すような形になり、

深くお詫び申し上げます。継続に関しては具体的な活動を描けていませんが、事務局スタッフ有

志で取り組みを継続したいと思っています。 

 

【 行政側 】 

 今年度で終了となるが，発達教育センターとしては，「夢ふくおかネットワーク（特別支援学校

高等部生徒の就労促進のためのネットワーク）」事業につながる取組として，将来的に一般就労を

希望する生徒や保護者が増加するためにも，早期からの就労支援として各小学校及び特別支援学

校小学部等に対して，キャリア教育の推進を促していく。 

 
 

 

 

 

 

 

 


