
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

様に送信させていただいています。 
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■「大阪ハートフル基金」について 

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

 大阪府では、障がい者の働きやすい職場環境づくりを支援するため、大阪ハートフル基金を設置しています。 

 皆さまからいただいた寄附金は、障がい者雇用の裾野を広げ、職場定着に繋げるためのハンドブックの作成や、

職場定着支援員によるサポート業務、サポートカンパニー制度の運営に活用しております。 

  障がい者がいきいきと働く大阪にするために、皆さまのあたたかいご支援をお願いいたします。 

 

【大阪ハートフル基金の詳細についてはこちら】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/kikin/ 

 

※ハンドブックの内容はホームページからご覧いただけます 

【ハンドブックの詳細についてはこちら】 

https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syogaisyakoyo/book.html 

 

 

【お問い合わせ】 

 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 



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

□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

見学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 大阪南視覚支援学校見学セミナー 

 【日時】令和 3年 11月 29 日（月）10時から 12時 40分 

 【場所】大阪府立大阪南視覚支援学校（大阪市住吉区山之内 1-10-12） 

 【内容】1 大阪府立大阪南視覚支援学校 概要説明・見学 

       視覚障がい者雇用に際してのサポートについて 

     2 事例紹介「視覚障がい者の雇用管理について」 

       株式会社かんでんエルハート 

       業務サポート部 業務サポート課長 溝下智江氏 

       ビジネスアシストセンター メールサービスグループ長代理 岩崎慶一氏 

     3 障がい者雇用全般について質疑応答 

 【定員】20 名（申込み先着順）  

 【締切】11 月 24 日（水） 

 

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 3年 12月 1日（月）13 時 30分から 16時 35分 

 【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 大阪府の障がい者職業能力開発の現状・就労支援の現状 

     2 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 

     3 障がい者雇用先進企業の事例紹介 

     川村義肢株式会社/パシフィックサプライ株式会社 代表取締役 川村 慶氏 

 【定員】20 名（申込み先着順）  

 【締切】11 月 25 日（木） 

 

3 人事担当者のための精神・発達障がい者雇用・職場定着研修 

  【日時】令和 3年 12月 3日（金）13 時から 17 時 

 【場所】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） 

  【内容】障がい者雇用の基本 

      精神・発達障がい者の特性と雇用管理 

      雇用管理ツールの使用方法と効果 

     グループディスカッション など 

     ※別途、精神・発達障がい者雇用の経験が豊富な企業で職場体験を実施します 

     ※ご参加者間の情報交換の場としてもご活用ください 

 【対象】精神・発達障がい者の雇用を検討している企業の人事担当者 

         精神・発達障がい者を雇用している企業で、雇用や雇用管理を担当している方 



          ※経営幹部の方も受講いただけます 

 【定員】20 名（申込み先着順）  

 【締切】定員に達し次第 

 

4 精神障がい者・発達障がい者雇用セミナー 

 【日時】令和 3年 12月 7日（火）13:00 から 16:00 

     ※グループディスカッション参加の方は 17:00 まで 

 【参加方法】オンライン配信のみ 

 【内容】職場環境整備と定着 

 【定員】定員：100 名(状況に応じて変更の可能性があります) 

 【締切】12 月 3日(金) 

 

5 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】12 月 20 日（月）14 時 30分から 17時 

 【参加方法】(1)会場 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） 

       (2)オンライン（ZOOM） 

 【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「発達障がい者の障がい特性や雇用事例について」 

 【定員】(1)会場 15 名 (2)オンライン 50名 

 【締切】12 月 14 日（火） 

 

参加申込・セミナーの詳細につきましては下記 URL からご確認ください。 

 1・2・5 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/sokushin-c/sokushinc-semi.html 

 3     

 https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/management/advancer3.html    

 4     

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

 

  

 問合せ：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 

 

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

■協賛企業の募集 

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

 アート活動は、作品の評価も必要ですが、作品だけでは見えてこない大切なものがたくさんあります。 

 大阪府では、障がいのある人が表現したモノ（作品）を、作品の作り手を支える人たちなどとの背景も含めて、



様々な角度から見つめるアート企画展を開催します。 

 コロナに負けずに日々活動していることやその活動方法などを皆さんに広く知っていただきたく、作品づくり

から企画展までのすべてをまとめた記録集を作成予定です。この記録集の作成に協賛してくださる企業等を募集

しています。 

 

【募集内容】寄附金（金額は問いません。少額から受け付けております。10 万円を超えると知事感謝状を贈呈さ

せていただきます。） 

【募集対象】記録集作成に賛同してくださる企業、作業所等 

   ※寄附など、アートを活かした障がい者の就労支援事業に協力していることは、大阪府障がい者サポート

カンパニー優良企業登録の要件の一つになります。 

【募集期間】令和 3 年 11月 30 日（火）まで（寄附金は随時受け付けております。） 

【寄附手順】府からお渡しする納入通知書により金融機関からお振込みいただきます。詳細は下記へお問い合わ

せください。 

 

【企画展】 

◇日時：令和３年 12月 16 日（木曜日）、 

        同月 18日（土曜日）から 20日（月曜日） 

          11時から 19 時（最終日 15時まで） 

◇場所：イマジン&デザイン（大阪市中央区南船場２丁目６－１２ 南船場団地） 

◇内容：障がいのある人のアート企画展 

https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/artshien.html 

    ※事前申込不要・入場無料 

 

問合せ：大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループ 

TEL：06-6944-9176 FAX：06-6942-7215 

E-mail：jiritsushien@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

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

□障がい者を対象とした職業訓練（就職のための即戦力人材養成科）の協力事業所を募集しています 

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

 障がい者雇用を予定している中小企業が、大阪府と職業訓練の委託契約を締結していただき、一定期間の職場

実習を行う場合に、委託金（訓練費）を支払う事業です。 

  訓練の実施前から訓練修了まで大阪府障害者職業訓練コーディネーターが継続してサポートすることで障が

い者雇用への不安を解消することができます。 

  職場実習計画の策定や進め方については、コーディネーターにご相談ください。 

  詳しくは、事務局の大阪府人材育成課委託訓練グループまでお問い合わせください。 

 

○職業訓練の期間：１か月（月当たり 100 時間を標準とし下限 60時間とする） 

○委託契約金額：訓練受講生１名につき 66,000 円（税込）（中小企業の場合は 99,000 円（税込）） 

≪職場実習について≫ 

職場実習は、職業訓練として実施しますので、賃金は発生しません。また、実習に伴う交通費、食費等も訓練受

講生の負担です。なお、実習中のけがや事故は、大阪府の保険で対応します。 



（お問合せ先 大阪府商工労働部人材育成課委託訓練グループ 06-6210-9531） 

 

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

■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構よりお知らせ 

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

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障がい者雇用啓発誌「働く広場」を発行しています。 

 

 11 月号の「編集委員が行く」では、本誌編集委員が株式会社スミセイハーモニー様を取材した記事を掲載して

おりますので、ぜひご覧ください。 

 

 

(「働く広場」11月号は、下記よりご覧いただけます。) 

 https://www.jeed.go.jp/disability/data/works/202111.html 

 

  

 問合せ：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

     企画部情報公開広報課 

 TEL 043-213-6216     

 E-mail：hiroba@jeed.go.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】http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/jyusan/cosaetansapo.html 

 

 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３年１１月１５日現在） 

・一般企業 １７８社（優良企業：１６０社、登録企業：１８社） 



・Ａ型事業所  ６社（優良企業：  ２社、登録企業： ４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

ナンバーをご紹介させていただいています。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９０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 

 


