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

■「ともいき 第１９回共に生きる障がい者展」が開催間近となりました！ 

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

 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 

 

 

今回は前号に続き、盛りだくさんのイベントの中からいくつかご紹介いたします！ 

 

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 

★「こさえたんまつり」開催！ 

 大阪府内の障がい福祉施設でつくられる製品「こさえたん」から、美味しいお菓子や可愛

らしい雑貨の販売を行います。 

 実際に商品を見て、手に取り、自分のお気に入りを探してみてください！ 

 当日は、こさえたんの魅力を発信し障がい者を応援する、「こさえたんサポーター」の登

録案内も行っています。会場で登録された方には特典もありますので、よろしくお願いしま

す。 

 ※本メルマガ記事よりご登録も可能です。 

 

 日時：令和４年１１月１９日（土）１０：００～１６：００ 

 場所：エントランスホール 

 大阪府工賃向上計画支援事業：http://l-challe.com/kouchin/ 

 こさえたんサポーター：https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/kosaetann/sapota.html 

 

★大阪府 ITステーションの紹介 

 １１月１９日、エントランスホール啓発コーナーにて、大阪府 IT ステーションのチラシ

及び「IT 機器展 2021・ユニバーサルデザイン生活展」パンフレットを配架します。 

 大阪府 ITステーションでは、障がいのある方が ICT（情報通信技術）を活用して働くこ

とができるように、就労支援相談や IT 技能習得のための講習・訓練を実施しています。 

 また、「IT 機器展 2021・ユニバーサルデザイン生活展」パンフレットでは、大阪府 ITス

テーションだけでなく、全国から集めた企業や団体における、バリアフリーやユニバーサル

デザイン社会に配慮した、日常生活や災害時に便利な製品を紹介しております。 

 ぜひ手に取っていただき、障がい者への理解促進や支援にご活用ください。 

 



★今年も府立学校で学ぶ障がいのある児童生徒が「ともいき」に参加し、日頃の学習活動の

成果等を発表します。 

 １１月１９日（土）は、佐野支援学校の生徒が授業で作った製品等の販売をします。丹精

込めて作った製品です。是非お買い求めください。また、多目的ホールでは、知的障がい生

徒自立支援コースを設置する堺東高等学校の生徒が学校の取組みや日々の学校生活の様子

等を発表しますので、是非ご来場ください。 

 １１月２０日（日）を併せた２日間を通じて、府立支援学校の児童生徒たちが授業で制作

した様々な作品を展示するコーナーも開設します。個性あふれた作品の数々は、きっとご覧

いただいた方々にいろいろなメッセージを届けてくれると思います。 

 府立学校の展示・販売・発表等の詳細は次のとおりです。是非お立ち寄りいただき、児童

生徒の生き生きとした姿・活動を感じてください。 

 

＜１１月１９日（土）＞ 

〇 府立佐野支援学校の生徒による製品販売 

 時間：１０時～１２時 

 会場：エントランスホール 

〇 府立堺東高等学校の学校紹介 

 時間：１３時～１３時１５分 

 会場：多目的ホール 

〇 支援学校等ダンスパフォーマンス大会・大阪 

 時間：１３時２０分～１６時１５分 

 会場：多目的ホール 

 

＜両日開催＞ 

〇 支援学校幼児・児童・生徒の作品展示 

 時間：１０時～１６時 

 会場：２階スペース 

 作品提供（計６校）：堺聴覚支援学校、だいせん聴覚高等支援学校、和泉支援学校、 

           泉北高等支援学校、たまがわ高等支援学校、堺支援学校 

 

★「Satoly Workshop」～さわってわかるアート教室～ 

 先着にて、描いたところが熱によってもこもこと膨らむ「もこもこペン」を使ってトート

バックに絵を描く体験ができます！ 

 

★芸術・文化コンテスト 2022 

 府内で芸術・文化活動（音楽・ダンス・演劇等）を行う障がい者の発表の場として開催！



表現する喜びに満ちた入魂のパフォーマンスをぜひお楽しみください！ 

 

★「大阪ハートフル基金事業協定企業」の８社様をパネルにて紹介！ 

 その他、障がい者雇用施策に関するパネルやチラシを配架しております。 

 

★参加体験コーナーとして、指文字クイズやぬり絵も実施いたします！ 

 

各イベント詳細は、大阪府 HP をご覧ください。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-info/tomoiki19.html 

 

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

□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。 

 

 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 

 

 

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

■企業向けセミナー in MOBIO-Cafe のお知らせ 

『ダイバーシティが会社を変える～「違い」を「個性」に変えて社員が活躍する企業へ～』 

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

 人口減少の局面にあって、多様な人材が活躍する企業が増えることは、大阪経済の活性化

を図るうえで重要な鍵となります。本セミナーでは、障がい者、外国人、女性が企業で活躍

している先進事例をトークセッション形式でご紹介し、「企業にダイバーシティ推進がなぜ

必要か」をお伝えします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【日時】令和 4 年 11 月 16 日(水)18:00～19:30  

 

【場所】クリエイション・コア東大阪 南館 3階  

    クリエイターズプラザ研修室 B・C（東大阪市荒本北 1-4-1） 

 

【対象】大阪府内に本社又は事業所のある中堅・中小企業 

 

【内容】①講演「今、企業にダイバーシティ推進がなぜ必要か」 

    ②登壇企業による障がい者・外国人・女性活躍の事例紹介 

    ③登壇企業参加のトークセッション 

 

【登壇者】・ジャーナリスト 大谷邦郎氏 

     ・ル・クログループ オーナーシェフ 黒岩 功 氏 

     ・進栄化工株式会社 社長室 室長 近藤 昭仁 氏 

     ・株式会社三天被服 代表 東谷 麗子 氏 



【参加費】無料  

 

【定員】40人(申込先着順) 

 

【申込】https://osaka-diversity.com/company/seminar/20221116 より申込 

 

【申込期限】令和 4 年 11月 15 日(火) 

 

【主催】大阪府 

 

【お問合せ】「令和４年度 持続可能な大阪の成長を支えるダイバーシティ推進事業」 

      運営事務局（株式会社パソナ） 

      電話 06-7636-6060（受付 午前 9 時から午後 5 時 30 分まで） 

      メール osaka-diversity@pasona.co.jp 

 

 

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

□「孤独・孤立フォーラム」を開催します！ 

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

 大阪府では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することにより、深刻な社会問題

となっている「孤独・孤立」対策に取り組んでいます。 

 「孤独・孤立」について理解を深めていただくため、基調講演や企業・支援機関の取組み

事例の紹介を行うフォーラムを開催します。企業や支援機関の方、孤独・孤立に関心のある

方はどなたでもご参加いただけますので、是非ご参加ください。 

 

 大阪府／孤独・孤立対策について 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kodoku_koritsu/ 

 

 【日時】令和４年 12 月 22 日（木曜日）午後１時 30 分～午後５時まで（受付開始：午後

１時） 

 【場所】エル・おおさか（大阪府立労働センター）エル・シアター 

        （大阪市中央区北浜東 3-14） 

 【対象】企業、支援機関、その他関心のある方（定員 200 名／事前申込制） 

 【参加費】無料 

 【内容】基調講演「みんなで考える孤独・孤立について（仮）」  

         講師：村木厚子氏（津田塾大学 客員教授／内閣官房 孤独・孤立対策



担当室 政策参与） 

       パネルディスカッション 

         登壇者：村木厚子氏 

             山野則子氏（大阪公立大学 現代システム科学研究科 教授） 

             その他、孤独・孤立対策に取り組んでおられる方 

  

【申込方法】下記 URLよりお申込みください。 

 https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/829ae4ae-3fd2-

4a43-ac49-906a884ebbd9/start 

 

 また、孤独・孤立施策を進めるにあたっての民間企業や支援機関等との連携促進のため、

「大阪府孤独・孤立公民連携プラットフォーム」を設置することとしており、参画団体を募

集しています。 

 詳細は下記 URLをご覧ください。 

 

 大阪府／孤独・孤立プラットフォーム  

 https://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kodoku_koritsu/platform.html 

 

【問い合わせ先】 

大阪府福祉部福祉総務課企画グループ 

    TEL：06-6944-6686  FAX：06-6944-6659 

    メール：fukusokikaku1@gbox.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１１月９日現在） 

・一般企業  １７０社（優良企業：１５０社、登録企業：２０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１０２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 


