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============================= 

■「ともいき 第１９回共に生きる障がい者展」を開催いたします！ 

============================= 

 大阪府では、障がい者の自立と社会参加の促進、および府民に障がいや障がいのある人を

正しく理解してもらうことを目的に、「ともいき（共に生きる障がい者展）」を開催していま

す。 

（主催：大阪府、大阪府教育委員会、社会福祉法人大阪障害者自立支援協会） 

 このたび、「ともいき 第１９回共に生きる障がい者展」について、以下のとおり開催が

決定しましたので、お知らせいたします。 

 ともに、楽しむ・学ぶ・分かち合う！イベント盛りだくさんの２日間となっておりますの

で、みなさまのご来場をお待ちしております。 

 

 

 



「ともいき 第１９回共に生きる障がい者展」 

 

【日 時】令和４年１１月１９日（土）から２０日（日）※両日とも１０時から１６時まで 

【会 場】国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）堺市南区茶山台１－８－１ 

    （最寄り駅：泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅下車約２００メートル） 

         ※ご来場の際は、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。 

【入場料】無料 

 

ーーーーーイベント内容ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

【１１月１９日（土）】 

 

○10:00～10:20 オープニングパフォーマンス（大阪府立成美高等学校中国文化春暁倶楽部

による中国獅子舞！） 

○10:30～12:30 心のバリアフリーフォーラム「事例から考える知的障がい・発達障がいと

合理的配慮について」 

○10:30～11:30 みんなのダンス体験会 in ともいき ※事前申込み制、添付のチラシ

QR コードよりお申込みいただけます。 

○12:15～13:00 オーケストラ「響（ゆら）」ミニコンサート 

○13:00～13:15 大阪府立堺東高等学校 学校生活の紹介 

○13:20～16:00 支援学校等ダンスパフォーマンス大会・大阪 

○13:30～16:00 Satoly Workshop（さわってわかるアート教室）※先着３０名 

○10:00～16:00 ・障がい者作品展 

        ・成美高等学校軽食販売 

        ・支援学校製品販売（授業でつくった日用品や雑貨を販売！） 

        ・参加体験コーナー（ゆび文字クイズ、ぬり絵、バリアフリー絵本など 

         の紹介） 

        ・こさえたんまつり（障がい福祉施設で作ったおいしいお菓子や雑貨を 

         販売！） 

        ・啓発コーナー（大阪府 IT ステーションの紹介や、メンタルコミットロ 

         ボット「パロ」の展示など） 

 

【１１月２０日（日）】 

 

○10:00～15:00 難聴疑似体験と要約筆記体験コーナー 

○13:30～16:00 大阪府障がい者芸術・文化コンテスト２０２２ 



【両日開催イベント：10:00～16:00】  

     

○支援学校作品展 

○障がい者の DX！アバターを活用した新しい店舗 

○「スヌーズレン」体験 

 

 

（ 参 考 ） 大 阪 府 HP ： https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-

info/tomoiki19.html 

 

 

障がいのある人もない人も共に楽しく学べるイベントが盛りだくさんです！ 

みなさまのご来場、お待ちしております！！ 

 

============================= 

□「精神障がい者・発達障がい者雇用セミナー２０２２」の参加者を募集しています！ 

============================= 

 大阪府では、精神障がい者が一定期間協力事業所（企業等）に通い、就労訓練を通じて社

会生活を送るための適応力を養い、社会的自立を促進することを目的として、「精神障がい

者社会生活適応訓練事業」（以下「社適」）を実施しています。 

 この度、精神障がい者・発達障がい者の雇用や職場定着に関心のある企業と、就労支援を

サポートする支援機関等が、双方の役割や連携の意義を共有し、課題解決の糸口を探る機会

とすることを目的として、本セミナーを開催いたします。 

 精神障がい者・発達障がい者の「働く」をフォローする現場での困りごと等に対する話を

聞くことができ、さらに支援機関と直接意見交換をすることができます。 

 企業の雇用管理担当者の方にも役立つセミナーとなっております。ご応募、お待ちしてお

ります！ 

 

「精神障がい者・発達障がい者雇用セミナー２０２２（精神障がい者社会生活適応訓練事業

協力事業所育成講座）」 

 

【日時】令和４年１１月８日（火）１３：３０～１６：３０ 

【場所】エル・おおさか 南館１０階 １０２３会議室 

【対象】・精神障がい者及び発達障がい者の雇用に関心のある企業（社適の協力事業所に登

録している企業を含む。） 

    ・就労移行支援事業所 



    ・就労継続支援 B 型事業所 

    ・障害者就業・生活支援センター 

    ・地域活動支援センター 

    ・精神科デイケア 

    ※いずれも府内に事業所等を設置している場合に限る。 

 

【内容】 

（１）「精神・発達障がい者の特性と雇用管理について」（講演） 

（２）「社会生活適応訓練事業」の紹介 

（３）「社会生活適応訓練事業を利用して」（体験報告） 

（４）「企業・支援機関の意見交換会」 

 

【定員】５０名（企業：２５名、支援機関：２５名） 

 ※申込期限を延長しております。ただし、応募人数が定員に達し次第締め切りますので、

お早めにお申込みください。 

 ※支援機関については、すでに申込みを締め切っております。 

  

詳しくはこちら（大阪府HP）： 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syateki.html 

応募はこちらから：https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022080087 

 

【問合せ先】 

大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 就労・ＩＴ支援グループ 

電話：06-6944-9177 

FAX：06-6942-7215 

メール：jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

============================= 

■セミナーのご案内 

============================= 

 大阪府では、事業主・人事担当者の皆様等を対象に、障がい者雇用の理解を深めていただ

くことを目的としたセミナーを以下のとおり開催いたします。 

 参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

 

 

 



(１)人事担当者のための精神・発達障がい者雇用アドバンス研修 

   

 精神・発達障がい者雇用の経験豊富な企業で職場体験研修を実施します！ 

 

【日時】令和 4 年 11 月 

    ※体験先企業や日程は個別に調整させていただきます。 

 

【場所】各職場体験研修先企業 

 

【内容】・企業概要説明・施設見学 

    ・職場体験（実習） 

    ・精神・発達障がい者等の雇用管理に関する事例紹介 

    ・質疑応答 

 

    ※なお、職場体験研修受講前に、「基礎知識講座」の受講が必須となります。 

     「基礎知識講座」は、10月 28日(金曜日)14時から 17 時までエル・おおさか 

     にて集合型で実施します。先進企業の具体事例の紹介も予定しております 

     ので、是非ご参加ください。 

     (集合型での受講が難しい場合は、動画配信でご受講いただけます。) 

 

【参加費】無料 

 

【詳細】 詳細につきましては下記 URLからご確認ください。 

    https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/management/advancer4.html 

 

【申込期限】令和 4 年 10月 24 日（月曜日） 

 

 問合せ：精神・発達障がい者等職場定着支援事業事務局  

     （受託先：公益社団法人全国障害者雇用事業所協会）   

      〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町 1-5-9 井上ビル 6 階 

      TEL： 06-6210-2602  FAX： 06-6210-2603 

          E-Mail：osaka-info@zenjukyo.or.jp 

 

 

 

 



（２）夕陽丘高等職業技術専門校・大阪府 ITステーション見学セミナー 

 

【日時】令和 4 年 12 月 1日（木）13時 30分から 16時 30分（受付開始 13時） 

 

【場所】大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校（大阪市天王寺区上汐 4-4-1）  

  

【内容】 

  （1）夕陽丘高等職業技術専門校・大阪府ＩＴステーション 概要説明・見学  

  （2）障がい者雇用先進企業の事例紹介 

    「ヤンマーシンビオシス株式会社（ヤンマーグループの特例子会社）」 

             大阪事業部 事業部長 平野 智久 氏   

                           健康・サポート室 川島 章  氏 

 

【定員】20名（申込先着順・1 社 1 名様） 

 

【参加費】無料 

 

【申込方法】大阪府インターネット申請・申込みサービスよりお申込みください。 

   https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022090060 

   

【申込期限】11月 25 日（金） 

 

【主催】大阪府 

 

【お問合せ先】 

大阪府障がい者雇用促進センター 

（大阪府商工労働部雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ) 

  TEL 06-6360-9077 FAX 06-6360-9079  

    E-mail shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

============================= 

□企業面接会のご案内 

============================= 

 令和４年度第３回障がい者企業面接会＜参加企業を募集中＞ 

 

【日時】令和 5 年 2月 10日（金）13時 00分から 17時 00分 



 

【場所】エル・おおさか本館 11階 （大阪市中央区北浜東 3－14）  

 

【募集企業数】3社～4 社 

 

【参加費】無料 

 

【申込方法】詳細につきましては、下記 URL からご確認ください。 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/mensetsu/index.html 

   

【申込期限】11月 16 日（水） 

 

【お問合せ先】 

大阪府障がい者雇用促進センター 

（大阪府商工労働部雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ) 

  TEL 06-6360-9077 FAX 06-6360-9079  

    E-mail shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

============================= 

■11/9 開催！ロールモデルに学ぶ！働く女性のキャリアアップ研修 

============================= 

 社内にロールモデルや同じ立場の同僚がいない働く女性に向けて、他の企業で活躍する

先輩から話を聞く機会や、他の企業で働く女性との交流の場として、本研修を開催します！ 

 仕事へのモチベーションアップや、ご自身のキャリアを考えるきっかけに、また自社内に

おけるロールモデルを養成するきっかけにしていただけますと幸いです。 

 ぜひ社員の方へ本研修をご案内ください。みなさまのご参加をお待ちしております！ 

（※ロールモデル＝お手本となる人物） 

 

■日時：令和４年１１月９日（水）１４時から１６時 

■開催方法：第 1部 パネルディスカッション 

      第 2部 グループワーク 

■会場：ドーンセンター 5階 視聴覚スタジオ 

    大阪市中央区大手前 1－3－49（Osaka Metro 谷町線・京阪「天満橋」駅） 

■対象：大阪府内在住・在勤の就業中の女性 

■講師：株式会社マケレボ 管理本部教育研修課マネージャー 小林 富美子 様 

    フラワーアンドグリーンプランニング 代表 坂本 祐子 様 



    レンゴー株式会社 中央研究所 研究企画部長代理兼企画第二課長 堀 美智子 

様 

■定員：５０人 

■参加費：無料 

■申込み：下記ＵＲＬからお申込みください。（１１月４日（金）１７時まで） 

（https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022100021） 

 

■詳細：https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/topic/index.html 

 

【問合せ先】 

大阪府府民文化部男女参画・府民協働課男女共同参画グループ 

電話：06-6210-9321 

メール：danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

============================= 

□こさえたんサポーター募集中！！ 

============================= 

 障がいのある方々の「働く」ことを応援しませんか？工賃向上計画支援事業では、「こさ

えたんサポーター」を募集しています。 

 『こさえたん』とは、府内の障がい福祉施設の製品の「愛称」で、大阪弁の「つくる」と

いう意味の「こさえる」を親しみやすく呼べるようにもじったものです。 

 

 登録はスマホやパソコンからでも可能です。下記の URLからご登録ください。（QR コー

ドからでも登録できます。） 

 大阪府庁別館 1 階にあります「福祉のコンビニこさえたん」で販売する製品情報や外部

での販売イベントのお知らせなどをメールマガジンで配信します。 

 

 詳細はこちら 

【URL】https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2015110006 

  

是非、ご登録をよろしくお願いします！！ 

 

============================= 

■サポカン登録状況 

============================= 

 大阪府障がい者サポートカンパニー登録状況（令和４年１０月１７日現在） 



・一般企業  １６８社（優良企業：１５０社、登録企業：１８社） 

・Ａ型事業所 ９社（優良企業：１社、登録企業：８社） 

 

============================== 

★大阪府障がい者サポートカンパニーのＨＰでは、優良企業様の障がい者雇用に関する取

り組みや本誌のバックナンバーをご紹介しています。障がい者雇用の参考に是非ご覧くだ

さい。 

【 URL 】 http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syougaisyasapo-

tokan.html 

----------------------------- 

>> 次回は１０１号を配信予定です。  

----------------------------- 

◆ 編集発行 大阪府障がい者サポートカンパニー事務局 

  大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT 支援グループ 

  大阪市中央区大手前３丁目２番１２号 大阪府庁別館１階 

  06-6944-9178 


