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豊川市新規採用職員実地体験研修 

【お問合せ先】 

豊川市役所 企画部 人事課 人事係 本田・榊原 

TEL:0533-89-2122 Eメール：jinji@city.toyokawa.lg.jp 

 

平成 29年 5月 23日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年度新規採用職員を対象に各種実地体験を、６月６日（火）から実施します。 

 各種実地体験を通して、新規採用職員の市職員としての自覚をさらに深め、高度化・多様化

する市民ニーズにしっかりと応えていくことのできる職員を育成することをねらいとしてい

ます。 

 

１ 対象者 

  平成２９年度新規採用職員 ３２名 

 

２ 実施日・会場等   

（１）福祉体験    ６月６日（火）・７日（水）      市内各福祉施設 

（２）ごみ収集体験  ７月３日（月）・４日（火） 

６日（木）・７日（金）       市内各地 

（３）消防体験    ８月２日（水）・３日（木） 

４日（金）            豊川市消防署本署 

（４）コミュニティバス体験 【☆ＮＥＷ☆】 

           ８月３１日（木）※合同        市役所本３１会議室 

 ９月１日（金）～１５日（金）     市内各所 

（５）実地体験発表会 １０月６日（金）                     市役所本３１会議室 

 

３ 日程表 

  別添資料のとおり 

 

※ 福祉体験を取材される場合は、事前に人事課人事係までご連絡ください。個人情報を保護

するための注意事項等についてお伝えします。 

 



 

 

平成２９年度 新規採用職員実地体験研修「福祉体験」日程 

実施日：６月６日（火）、７日（水） 

【日程】 

６月６日（火） 

千両荘 シンシア豊川 どんぐりの会 希全の里 はなの和 

５名 

（ノア１０号車） 

２名 

（エブリ４号車） 

６名 

（エスクード 48号車） 

（エスクード 49号車） 

６名 

（プロボックス 40号車） 

（ジムニー41号車） 

２名 

（エスクード25号車） 

市役所ロビー集合・説明 

移 動 移 動 移 動 移 動 移 動 

概要説明（荘長） 概要説明（施設長）  概要説明（代表） 概要説明（センター長）  概要説明（センター長）  

利用者出迎え 

昼食、入浴支援 

交流、昼食支援 

シーツ交換 

利用者出迎え 

クッキー作り補助 

利用者出迎え 

昼食支援・シーツ交換 

利用者出迎え 

昼食、入浴支援 

昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 

交流 

おやつ摂食支援 
交流、作業等 交流、作業等 

交流、リハ・マット運

動、PC 活動、 

摂食支援 

交流、作業等 

移 動 移 動 移 動 移 動 移 動 

実習記録作成・意見交換会（市役所本３４会議室） 

 

６月７日（水） 

千両荘 どんぐりの会 希全の里 はなの和 

５名 

（ノア１０号車） 

４名 

（エスクード 48号車） 

５名 

（プロボックス 40号車） 

（エスクード 49号車） 

２名 

（エスクード 25号車） 

市役所ロビー集合・説明 

移 動 移 動 移 動 移 動 

概要説明（荘長） 概 要 説 明 （ 代 表 ） 概要説明（センター長） 概要説明（センター長） 

利用者出迎え 

昼食、入浴支援 

利用者出迎え 

クッキー作り補助 

利用者出迎え 

昼食支援・シーツ交換 

利用者出迎え 

昼食、入浴支援 

昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 

交流 

おやつ摂食支援 
交流、作業等 

交流、リハ・マット運動、

PC活動、摂食支援 
交流、作業等 

移 動 移 動 移 動 移 動 

実習記録作成・意見交換会（市役所本３４会議室） 

 

※ 上記日程（予定）は、昨年度までの実績により作成したものです。 

8:20 

8:20 

8:30 

9:00 

8:30 

12:00 

13:00 

15:30 

17:15 

16:00 

9:30 

12:00 

13:00 

15:30 

16:00 

17:15 

9:00 

9:30 



 

 

平成２９年度新規採用職員実地体験研修「福祉体験」実習施設 

 

 

１ 特別養護老人ホーム千両荘（豊川市千両町大堀６３）    電話：８３－００１６ 

 

身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこ

れを受けることが困難な６５歳以上のお年寄りを受け入れて施設サービスを提供する介

護老人福祉施設。 

  設置主体及び経営主体は、社会福祉法人桃源堂福祉会で、昭和５６年１月から事業開

始している。 

  千両荘での福祉体験は、この研修を開始した平成３年度から実施しており、今回で２

７回目となる。 

 

 【この実習施設での実習目的】 

①高齢者とふれあうことにより、老人福祉への理解を深める。 

  ②どういった支援が必要かを考える機会とする。 

 

 

２ シンシア豊川（豊川市平尾町諏訪下１０）         電話：８８－７５００ 

 

  知的障害者更生施設（現在は、知的障害者援護施設）として、平成８年９月に、ゆう

あいの里内に設立された施設で、１８歳以上の知的障害者が入所し、その更生に必要な

指導及び訓練を行っている。 

  設置主体及び経営主体は、社会福祉法人アパティア福祉会。 

  シンシア豊川での福祉体験は、平成１０年度から研修に取り入れ、今回で２０回目と

なる。 

 

 【この実習施設での実習目的】 

①障害者とふれあうことにより、障害者への理解を深める。 

  ②障害者の作業訓練または就労支援について考える機会とする。 

  ③どういった支援が必要かを考える機会とする。 



 

 

３ どんぐりの会 「どんぐり工房」（豊川市御油町新丁８６） 電話：８８－６７３９ 

 

障害のある方と市民とが共生するまちづくりと地域福祉の増進を図り、知的障害者の

自立支援・就労支援を行っている特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）。県から就労継続支

援Ｂ型の指定を受けた「どんぐり工房 御油作業所」と、市から地域活動支援センターの

指定を受けた「どんぐり工房 赤坂作業所」を運営している。各施設では、パン・ケーキ

等の製造や体力づくり等を行っており、イベント・公共施設等で販売を行っている。 

運営主体の特定非営利活動法人どんぐりの会は、平成６年から活動を開始し、平成１

７年５月３０日に特定非営利活動法人格を取得。 

どんぐりの会での福祉体験は、平成１８年度から研修に取り入れ、今回で１２回目と

なる。 

※ 就労継続支援Ｂ型とは 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識、能力の向上

のために必要な訓練を行うサービスの内、雇用契約を交わさない形態。 

※ 地域活動支援センターとは 

      創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設。 

 

 【この実習施設での実習目的】 

①障害者とふれあうことにより、障害者への理解を深める。 

  ②障害者の作業訓練または就労支援について考える機会とする。 

  ③どういった支援が必要かを考える機会とする。 

 

 

４ 障害者支援施設 愛厚希全の里 

（豊川市一宮町上新切３３番地２６７） 電話：９３－２０６２ 

 

  生活介護と施設入所支援を行う障害者支援施設と、就労継続支援Ｂ型の障害福祉サー

ビスを行う事業所を一体化した複合施設。 

  設置主体は愛知県、経営主体は社会福祉法人愛知県厚生事業団。 

  愛厚希全の里での福祉体験は、平成２２年度から研修に取り入れ、今回で８回目とな

る。 

  ※ 生活介護・施設入所支援とは 

    日常生活に必要な身辺の介護を昼夜行うとともに、昼間にレクリエーションや創

作活動、リハビリテーション等の支援を行うこと。 

 

 【この実習施設での実習目的】 

①障害者とふれあうことにより、障害者への理解を深める。 

  ②障害者の作業訓練または就労支援について考える機会とする。 

  ③どういった支援が必要かを考える機会とする。 

 

 



 

 

５ 豊川市ゆうあいの里南障害者生活介護施設 はなの和 

・豊川市社協ヘルパーステーション 

（豊川市平尾町親坂３６番地） 電話：８８－７２８７ 

 

障害者の福祉増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性

を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として設置

され、豊川市社会福祉協議会が実施する障害者生活介護サービス事業と障害者居宅介護

事業を行っている。 

  豊川市の指定管理者制度により、豊川市社会福祉協議会が運営。 

  はなの和での福祉体験は、平成２９年度から実施するため、今回が初めて。 

前身である諏訪西地域活動支援センターでの福祉体験は、平成２５年度から研修に取

り入れ、平成２８年度までの４回実施している。 

  

 【この実習施設での実習目的】 

①障害者とふれあうことにより、障害者への理解を深める。 

  ②どういった支援が必要かを考える機会とする。 



 

 

平成２９年度 新規採用職員実地体験研修「ごみ収集体験」日程 

実施日：７月３日（月）、４日（火）、６日（木）、７日（金） 

 

【日程】７月３日（月）、４日（火）、６日（木）、７日（金）共通 

   AMグループ PMグループ 備 考 

7:50 市役所ロビー集合・出発 

通常業務 

（8:30～11:45） 

公用車送迎 

8:10 清掃工場着、詰所集合  

8:30 ごみ収集開始  

11:45 ごみ収集終了 市役所ロビー集合・出発 公用車送迎 

 休憩（清掃工場研修室） 休憩（清掃工場研修室）  

12:45 ふれあいセンターへ移動  公用車送迎 

12:50  詰所集合  

13:00 ふれあいセンター着、見学 ごみ収集開始  

 本宮の湯   

14:15 市役所へ移動  公用車送迎 

15:30 

通常業務 

（14:30～17:15） 

ごみ収集終了  

 ふれあいセンターへ移動 公用車送迎 

15:45 ふれあいセンター着、見学  

 本宮の湯  

17:00 市役所へ移動 公用車送迎 

  

※ 上記日程（予定）は、昨年度までの実績により作成したものです。 

 



平成２９年度 新規採用職員実地体験研修「消防体験」日程 

実施日：８月２日（水） 

 ８月３日（木） 

 ８月４日（金） 

【日程】８月２日（水）、３日（木）、４日（金）共通 

 日 程 場 所 

8:30 集合・出発 市役所正面ロビー 

 消防署本署へ徒歩で移動  

8:50 集合 消防署本署 ３Ｆ研修室 

8:55 消防署長あいさつ 消防署本署 ３Ｆ研修室 

9:00 消防体験（消防署で内容を作成し、実施する） 消防署本署内 

12:00 昼休憩 消防署本署 ３Ｆ研修室 

13:00 消防体験（消防署で内容を作成し、実施する） 消防署本署内 

16:00 消防署長あいさつ 消防署本署 ３Ｆ研修室 

 解散  

 研修受講者は、引き続き、実習記録作成・意見交換会  消防署本署 ３Ｆ研修室  

16:45 終了  

 市役所へ徒歩で移動  

17:00 集合・解散 市役所正面ロビー 

 



 

 

平成２９年度 新規採用職員実地体験研修「コミュニティバス体験」日程 

実施日：８月３１日（木）【合同研修】 

 ９月１日（金）から９月１５日（金）の期間内で１日【現場実習】 

 

【日程】 

（１）合同研修 

   日時：８月３１日（木）  

９時から９時３０分まで  コミュニティバスについて（人権交通防犯課） 

９時３０分から１２時まで グループワーク（１グループ４～５人） 

   場所：本３１会議室 

（２）現場実習 

   日時：９月１日（金）から９月１５日（金）の期間内で１日 

   場所：市内各地 



実施日： １０月６日（金）
会　場： 豊川市役所本３１会議室（本庁舎３Ｆ）

【日程】
8:30 12:00 13:00 17:00

昼
休
憩

※午前中の実地体験発表会では、それぞれの体験でまとめていただいた「実習記録」を用います。
※午後からのグループワークでは、別途送付する事前課題（問題点カード）を用います。

企画部人事課研修担当 同左

平成２９年度　新規採用職員実地体験研修「実地体験発表会」日程

実地体験発表会 グループワーク


