
本メールは大阪府障がい者サポートカンパニーにご登録いただいた企業（団体）担当者様及

びメルマガ会員の皆様に送信しています。 
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_/ 大阪府障がい者サポートカンパニーメールマガジン 

_/ 

_/   ◆◇◆サポカン．ｎｅｔ◆◇◆ 

_/   【１０３号】２０２３／１／１６ 

_/ 

_/_/_/_/_/_/各種セミナーのご案内_/_/_/ 

  

========= 

□ 目次 

========= 

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

■セミナーのご案内 

□大阪府主催 2月 2 日開催 オンラインセミナーのお知らせ 

『企業に求められるこれからの「障がい者雇用」セミナー』 

■「精神障がい者・発達障がい者就労支援推進セミナー」を開催します！ 

□こさえたんサポーター募集中！！ 

■サポカン登録状況 

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

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

■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。 

 

《大阪府主催セミナー》 

①大阪障害者職業能力開発校見学セミナー 

 

【日時】令和 5 年 1月 25日（水曜日）13時 30 分から 16時（受付開始 13 時） 

 

【場所】大阪障害者職業能力開発校（堺市南区城山台 5-1-3） 

  

 



【内容】 

  （1）大阪障害者職業能力開発校 概要説明及び見学 

  （2）障がい者雇用先進企業の事例紹介  

    「株式会社 栗本鐵工所」人事部 部長 林 誠 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=2022100020 

   

【申込期限】1 月 19 日（木曜日） 

 

【主催】大阪府 

 

②はじめての障がい者雇用セミナー 

 

【日時】令和 5 年 2月 3日（金曜日）14時から 17 時（受付開始 13時 30 分） 

 

【内容】（1）障害者雇用納付金及び助成金の各種制度について 

       （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部  

                     統括 丹羽 政仁 氏   

    （2）障がい者雇用の基本について 

        大阪府障がい者雇用促進センター 上席調査役 松田 達久 

   

    （3）先進企業の事例紹介 「障がい者の雇用管理について」 

        ウツエバルブ株式会社 総務部 総務課 湯川 諄 氏  

 

【参加方法】（1）会場 エル・おおさか本館 11 階 セミナールーム 

                     （大阪市中央区北浜東 3-14）  

      （2）オンライン（Microsoft Teams） 

 

【定員】（1）会場 15 名 （2）オンライン 30名 （申込先着順）  

 

【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=2022100025 

   

【申込期限】1 月 30 日（月曜日） 

 

【主催】大阪府 

 

③大阪市職業リハビリテーションセンター見学セミナー 

 

【日時】令和 5 年 2月 27日（月曜日）14時 30 分から 17時 （受付開始 14 時） 

 

【場所】大阪市職業リハビリテーションセンター（大阪市平野区喜連西 6-2-55） 

  

【内容】 

  （1）大阪市職業リハビリテーションセンター概況説明 

  （2）大阪市職業リハビリテーションセンター訓練状況見学 

  （3）講演「精神・発達障がいのある方の障がい特性と雇用事例」 

       サテライト・オフィス平野 所長 井上 宜子 氏 

 

【定員】20名（申込先着順） 

 

【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=2022110072 

   

【申込期限】2 月 20 日（月曜日） 

 

【主催】大阪府 

 

④先進事例から学ぶセミナー「職場見学と事例紹介から学ぶ合理的配慮」 

   (大阪府障がい者サポートカンパニーの集い) 

 

【日時】令和 5 年 3月 1日（水曜日）14時 30分から 16時 30分 

 



【場所】株式会社ニッセイ・ニュークリエーション（大阪市西淀川区御幣島 3-2-31） 

 

【内容】 

  （1）ニッセイ・ニュークリエーション職場見学 

  （2）ニッセイ・ニュークリエーション先進事例紹介 

     講師：業務第二部 担当部長 相井 弘幸 氏 

  （3）グループワーク「合理的配慮について」 

 

【定員】20名（事前予約制） 

 

【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=2022120023 

 

【申込期限】2 月 24 日（金曜日） 

 

【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 

 

《大阪府協力セミナー》 

 

⑤障がい者雇用に関するセミナー 

 

【日時】令和 5 年 2月 9日（木曜日）14時から 16 時 

 

【参加方法】（1）会場 泉佐野商工会議所 2階 第 1 研修室 

           （泉佐野市市場西 3 丁目 2-34） 

       (2)オンライン（Google Meet） 

  

 



【内容】 

  （1）障がい者雇用の基本・制度紹介 

  （2）障害者就業・生活支援センターの支援について  

  （3）事例紹介 株式会社第一  

          ビル管理部 業務管理課 大井 充 氏 

 

【参加費】無料 

 

【申込方法】下記 URLよりお申込みください。（Google form） 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpp6252cB1p57YF6b8tkpt5YiiM9zQZ_drRmTRny76Y/

edit 

   

【申込期限】2 月 2 日（木曜日） 

 

【主催】泉佐野商工会議所 貝塚商工会議所 岸和田商工会議所 

 

【協力】大阪府 

 

【お問合せ先】 

  泉佐野商工会議所 

    TEL 072-462-3128 FAX 072-463-8780 

 

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

□大阪府主催 2月 2 日開催 オンラインセミナーのお知らせ 

『企業に求められるこれからの「障がい者雇用」セミナー』 

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

 人口減少の局面にあって、多様な人材が活躍する職場環境の整備は、人材不足を解消する

上で重要なポイントとなります。本セミナーでは、特に障がい者雇用に着目し、障害者雇用

率制度のあらましから、従業員の特性に応じた業務創出や職場環境整備について解説し、実

際に障がい者雇用を推進して経営上の成果を上げている企業の事例紹介を行います。 

 

 

【日時】令和 5 年 2月 2日(木)16:00～17:40  

 

【場所】ZOOM（ウェビナー形式） 



 

【対象】大阪府内に本社又は事業所のある企業 

 

【内容】①特性を活かした業務創出と職場定着について 

    ②障がいのある社員へのインタビュー 

    ③大阪府内中小企業の障がい者雇用事例紹介 

 

【登壇者】・株式会社パソナハートフル 取締役常務執行役員 坂口 亨氏 

     ・有限会社奥進システム 代表取締役社長 奥脇 学氏 

     ・ジャーナリスト 大谷 邦郎氏 

 

【参加費】無料  

 

【定員】30人(申込先着順) 

 

【申込】https://osaka-diversity.com/company/seminar/20230202 より申込 

【申込期限】令和 5 年 2月 1日(水) 

 

【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 

 

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

■「精神障がい者・発達障がい者就労支援推進セミナー」を開催します！ 

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

 大阪府福祉部では、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、支援機関・企業が、精神障がい者・発達障がい者の特性や職業的課題、就労・定

着支援の在り方の理解を深め、さらに、社適について知ることで、社適の利用促進及び協力

事業所の新規開拓並びに関係機関の理解啓発を図ることを目的としたセミナーを開催いた

します。 

 参加費は無料です。ぜひご参加ください。 

（詳細は大阪府ホームページ  

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syateki.html をご覧ください。） 



 

日時 

令和５年２月２８日（火）１３：３０～１６：４５ 

 

場所 

エル・おおさか 南館１０階 南１０２３ 

 

内容 

・「精神障がい・発達障がいの特性と職業的課題」（講義） 

・「社会生活適応訓練事業について」 

・「社会生活適応訓練事業を利用して」（体験報告） 

・「ケースから学ぶ精神障がい者・発達障がい者への就労・定着支援」 

 

定員 ５０名（企業：２５名、支援機関：２５名） 

 

申込方法 大阪府行政オンラインシステム 

(https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/6e570df6-ceda-

4644-a025-9344fd0df383/start） 

     からお申込みください。 

 

締切 令和５年２月７日（火）（応募人数が定員に達し次第締め切ります。） 

 

主催・お問合わせ先  

 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 

 

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

□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５年１月１６日現在） 

・一般企業  １７４社（優良企業：１５４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１０４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 


