
働きたい。今の生活を変えたい。
そんなあなたを強力サポート！

就労移行支援

Q&A よくあるお問合せ

Q.就労移行支援とは？

Q.利用可能な障害とは？

Q.利用にあたって必要な物は？

Q.サービスの利用料金は？
サービス利用料金（厚生労働大臣の定める額）は全体の1 割となりますが、
世帯収入に応じて利用者負担上限額が適用されます。
詳しくはお問い合わせください。
※負担上限金額はお住まいの地域によって異なる場合があります。

※2　3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
※3　収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
※4　入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一
般2」となります。

区　分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯（※2） 0 円
一般1 市町村民税課税世帯（低所得16万円（※3）未満） 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

無理のない就職を目指す方へ

「医療」
と連携した

「就活」
障害のケア
体調管理

就労支援
定着支援

見学、体験、ご相談はこちらまで。

リボン
就労移行支援事業所

人と人、人と社会を結ぶ会社
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事業所案内

リボン葛西駅前校
〒134-0083　
東京都江戸川区中葛西3-33-14
サクマビル3F
TEL.03-5659-0988
● 東西線葛西駅より徒歩3分

〒272-0021
千葉県市川市八幡2-16-15
本八幡西口ビル501　
TEL.047-335-6510

リボン本八幡駅前校

● 新宿線、総武線本八幡駅より
　 徒歩 3分

医療・福祉の有資格者が就職サポート
作業療法士・理学療法士 等の有資格者が支援します。

働くのは難しい…一般企業での就職は無理…働くのは難しい…一般企業での就職は無理…

豊富な授業を受けることで適職を探すことが出来ます。一人での就職活動では難
しい企業見学や実習に参加ができるため、自分の課題に気づき易く、必要なこと
はリボンで学習できます。お一人おひとりに合わ
せて丁寧にサポートするので就職が困難だと思わ
れた方も就職できています。自分に合った企業に
就職できるため、職場定着率が非常に高いです。

就職困難だと思われていた方も就職できます！就職困難だと思われていた方も就職できます！

ひとりで悩まなくても大丈夫
一緒に就職を目指しましょう！

就労移行支援事業所 リボン

E - MAIL｜info@reborn1.jp
受付時間｜9 :00～17 :30（土日祝除く）

047-335-6510
www.facebook.com/reborn.engage

週１回からの利用でも就職を目指せます！週１回からの利用でも就職を目指せます！

障害を有している方の企業への就職をサポートする事業所です。最長
24 ヶ月にて企業への就職に必要な能力向上を目指します。また、長所に
着目しながら「できる」業務を探します。

事業所まで自力にて来られる方でしたら障害は問いません。また自閉症
スペクトラム（自閉症・アスペルガー症候群）などの発達障害にも対応
しており、作業療法士の指導と療法を兼ね備えた関わりが可能です。

サービス対象者（以下のうちいずれか一つ必要）
○障害者手帳所持者
　身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）、精神障害者保健福祉手帳
○自立支援医療受給者（精神通院医療）
○精神障がいを事由とする障害年金などを受給している方
○難病患者など　
障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判
断により利用可能な場合があります。 実際に障害者手帳がなくてもご利用している方
はいますので、お問い合わせください。

Q.利用開始から就職までの流れを教えてください。
〇ご利用までの流れ

〇就職までの流れ

・資料請求
・見学申込み

・サービスの説明
・相談

・利用計画の作成
・利用前の面談

・利用契約

お問い合わせ 施設見学
体験利用

受給者証申請
受給者証交付 利用開始

就職後も定期面談や、職
場訪問を行い継続的に働
くことができるようサ
ポートします。

ハローワークへの登録、
履歴書作成や面接同行な
ど就職活動のサポートを
行います。非公開求人の
ご案内もいたします。

実際の企業でいろいろな
職種や職場を体験します。
そのまま就職に繋がるこ
とも。ご希望があればぜ
ひご相談ください。

PC スキル、コミュニケー
ション、ビジネスマナー
など、就職に向けてのス
キルアップに繋がる授業
に参加します。

就職活動の準備 職場見学
体験・実習 就職活動 職場定着



無料体験・見学承ります！お近くの事業所へお気軽にお問い合わせください。

リボンが掲げるお約束

就職者の例

時 間 割 例

心身状態が安定し通所も週5回通え、ＰＣスキ
ルも持ち合わせているにも関わらず、就職活動
が難航していました。実習に参加したことから、
企業から障害特性の理解を得て、高齢（58歳）
でも戦力になると評価され就職に繋がりました。

高次脳機能障害と高齢…
2つの条件をクリアして就職！

高次脳機能障害
（50代・男性）

　 安心できる場
　　利用者様の良き理解者となり、先ずは“安心“を提供します。

　 信頼できる人との出会いの場の創出
　　仲間との関係構築を促し、自己肯定感を高めます。

 　 お互いを尊重した
　コミュニケーションスキルの習得
　　自身も他者も大切にするコミュニケーションスキルを習得します。

　 強みの発見と適職へのマッチング
　　作業療法士が、利用者様の“強み”が活きる適職を提案します。

　 継続可能な定着支援
　　就職後も定期的な面談や仕事上の課題克服、心のケアを行います。

　 医療との連携
　　病院や訪問看護事業所と協力して支援していきます。

私たちは、リボンに通われる方に対して、何よりも
まず「安心できる場」をご提供します。どのような方
にとっても「安心できる場」であるよう、個人個人が
互いに尊重しあい、それぞれの思いや意見を多様に
表現できる環境作づくりを行っています。
「互いに対話し、認め合う」このような「相互の承認」
を基本としたコミュニケーションを通じて、私たち
は人と人、人と社会を結び続けます。

認め合い
対話する

火 水 木 金
10：00～ 10：10 血圧測定・1日の目標設定・朝礼・ラジオ体操

ＳＳＴ
ソーシャルスキル
トレーニング（　　　　　　）

月

１時限目

10：10～ 11：00

2時限目

11：10～ 12：00

12：00～ 13：00 昼休み・昼　食
3時限目

13：00～ 13：50

4時限目

14：00～ 14：50

14：50～ 15：00

15：00～ 15：15

本日の報告・終礼
1日の振り返りをシート記入・面談

１週間の振り返り
１週間の目標設定

企業研究
仕事体験ディスカッション コミュニケーション

時　事

面　談
自　習

企業見学
ハローワーク

基礎体力 清　掃

自　習

ビジネスマナー

・基礎学習
・タイピング、PCトレーニング
・面接練習、履歴書作成
・キャラクターグッズの企画販売

個別トレーニング

個別トレーニング

（※内容は一例です。）

皆様との

リボンの特徴

アセスメント時
紙面評価
アセスメント時
紙面評価

医療との連携を効果的に行うた
めに、病院等で使用されている評
価シートを用い、希望職種に必要
な能力の確認を行っています。

トレーニング効果を確認
実践評価（作業分析評価）
トレーニング効果を確認
実践評価（作業分析評価）

実際に仕事を行い、作業特性・協
調性・耐久性・手指の巧緻性など
を評価します。自分では見つけづ
らい適職を見つけ出します。

通勤時の移動能力を確認
動作評価（移動評価）
通勤時の移動能力を確認
動作評価（移動評価）

交通機関等の利用が可能かどうか、
どうすれば課題を克服し自力で通勤
できるのか、実際に交通機関を利
用しながら評価を行います。

就労の基盤となる「生活力」を高めるプログラム、
仕事に直結する「業務能力」を養う実務トレー
ニング等を組み合わせて受けられます。スキル
アップが進めば、職場体験や実習で能力チェッ
クを行います。仕事のイメージがわかない方は、
職場見学から始められるので安心です。

企業担当者に個々人の障害特性を伝えるため、リボ
ンでのトレーニングを通じて得られた「評価内容」を
わかりやすく見える化しています。求職者登録・面接
への同行、履歴書の添削など就職活動を支援します。
また、就職後も職場訪問や電話相談、定期的な面談を
行うことで課題を早期に解決し勤続をサポートします。

就労支援
定着支援

各種プログラム・ジョブリボン各種プログラム・ジョブリボン 就職活動支援・職場定着支援就職活動支援・職場定着支援

作業療法士による
効果的な評価

障害があることで就職は無理だろうと考えてい
ましたが、様々なトレーニングを積むことで自信
がつき無理ではないことがわかりました。
実習や面接のチャンスが多いので、ダメだった
時も諦めることなく挑戦し、就職できました。

統合失調症
（30代・男性）

果敢に実習にチャレンジ
自信をつけて希望の就職へ

授業は変更する場合がございます。時間割は一例ですので、詳細はお問い合わせください。


