
「地域の企業と一緒に、障がいのある人の“働く”を支えたい！」今年で５回目の開催となる障がい者雇用

フォーラムを午前と午後の２部編成で実施するとともに、

半田公共職業安定所主催の

トフェアを同時開催しました

【概要】

日

   

     

場

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

平成平成平成平成

障がいのある方の就労支援について障がいのある方の就労支援について障がいのある方の就労支援について障がいのある方の就労支援について

知多地域障害者就業・生活支援センターワーク

安井

支援に対する取組についてお話しいただきました。

グループワークグループワークグループワークグループワーク

参加者を企業と就労支援

のテーマで困っていることやうまくいったことなど

の本音をトークしていただきました。

    企企企企

「わが社の障がい者雇用をどう考える？

    支援支援支援支援

「支援機関に求められることとは？

障がいについて

不足のなかで障がい者が有力な戦力となることな

ど、それぞれの立場で考える障がい者雇用について

意見を交わしていただきました。

障がい者雇用に困ったら障がい者雇用に困ったら障がい者雇用に困ったら障がい者雇用に困ったら

半田市における就労支援

を紹介し、企業単体ではなく、様々な機関とつなが

ることで企業・障がい者双方にとって安心・安定し

た障がい者雇用が実現することを知ってもらうこと

ができました。
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フォーラムを午前と午後の２部編成で実施するとともに、

半田公共職業安定所主催の
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安井 孝嗣様から、知多圏域における障がい者の就労

支援に対する取組についてお話しいただきました。

グループワークグループワークグループワークグループワーク

参加者を企業と就労支援
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支援機関に求められることとは？

障がいについて

不足のなかで障がい者が有力な戦力となることな

ど、それぞれの立場で考える障がい者雇用について

意見を交わしていただきました。
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半田市における就労支援

を紹介し、企業単体ではなく、様々な機関とつなが

ことで企業・障がい者双方にとって安心・安定し

た障がい者雇用が実現することを知ってもらうこと

ができました。

参加者
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時：平成 30 年 10

19 時 30 分～

13 時 30 分～

所：半田市役所 

年度半田市障年度半田市障年度半田市障年度半田市障

５５５５回回回回    

✿✿✿✿午前の部午前の部午前の部午前の部

障がいのある方の就労支援について障がいのある方の就労支援について障がいのある方の就労支援について障がいのある方の就労支援について
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から、知多圏域における障がい者の就労
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支援機関に求められることとは？

障がいについて職場内で

不足のなかで障がい者が有力な戦力となることな
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半田市における就労支援

を紹介し、企業単体ではなく、様々な機関とつなが

ことで企業・障がい者双方にとって安心・安定し

た障がい者雇用が実現することを知ってもらうこと

ができました。 

参加者数：企業

支援機関

「地域の企業と一緒に、障がいのある人の“働く”を支えたい！」今年で５回目の開催となる障がい者雇用

フォーラムを午前と午後の２部編成で実施するとともに、

半田公共職業安定所主催の障がい者雇用
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支援に対する取組についてお話しいただきました。

参加者を企業と就労支援事業所に分け、それぞれ
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職場内で理解を促す難しさ、人材

不足のなかで障がい者が有力な戦力となることな

ど、それぞれの立場で考える障がい者雇用について

意見を交わしていただきました。 

    

半田市における就労支援機関や相談ネットワーク

を紹介し、企業単体ではなく、様々な機関とつなが

ことで企業・障がい者双方にとって安心・安定し

た障がい者雇用が実現することを知ってもらうこと
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ど、それぞれの立場で考える障がい者雇用について

や相談ネットワーク

を紹介し、企業単体ではなく、様々な機関とつなが

ことで企業・障がい者双方にとって安心・安定し

た障がい者雇用が実現することを知ってもらうこと
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8 事業所 10 名
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障がい者の障がい特性について障がい者の障がい特性について障がい者の障がい特性について障がい者の障がい特性について

実例報告実例報告実例報告実例報告

マッチングサポートフェアマッチングサポートフェアマッチングサポートフェアマッチングサポートフェア

フェア

の

もらい、障がい者の就労について直接話すことが
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お問い合わせ先

半田市障がい者相談支援センター

 TEL ０５６９－２１－５５８５

半田市役所地域福祉課
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 午前中のグループワーク

糸口を掴んでもらう

いました。 
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半田公共職業安定所主催

フェア」を同時開催しました。

の“出会いの場”

もらい、障がい者の就労について直接話すことが

きました。      

お問い合わせ先 半田市障がい者自立支援協議会事務局

半田市障がい者相談支援センター
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半田市役所地域福祉課

０５６９－８４－０６４３
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午前中のグループワーク

掴んでもらうため、
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一ノ草病院 精神保健福祉士
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参加者数：

マッチングサポートフェアマッチングサポートフェアマッチングサポートフェアマッチングサポートフェア

半田公共職業安定所主催

を同時開催しました。

“出会いの場”として、就労支援の特色を知って

もらい、障がい者の就労について直接話すことが

      

半田市障がい者自立支援協議会事務局

半田市障がい者相談支援センター

０５６９－２１－５５８５

半田市役所地域福祉課 岡田・澤田

０５６９－８４－０６４３
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フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム inininin 半田半田半田半田
半田市 平成

午後の部午後の部午後の部午後の部✿✿✿✿    

午前中のグループワークにおける課題

ため、３つのブース

雇用を後押しする助成制度について雇用を後押しする助成制度について雇用を後押しする助成制度について雇用を後押しする助成制度について

愛知労働局あいち雇用助成室 杉岡
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精神保健福祉士 吉川

者相談支援センター 

戦力としての障がい者雇用戦力としての障がい者雇用戦力としての障がい者雇用戦力としての障がい者雇用

 第 1 事業部

参加者数：68

マッチングサポートフェアマッチングサポートフェアマッチングサポートフェアマッチングサポートフェア    

半田公共職業安定所主催の「マッチングサポート

を同時開催しました。企業と就労支援機関

として、就労支援の特色を知って

もらい、障がい者の就労について直接話すことが

        参加企業数：

半田市障がい者自立支援協議会事務局

半田市障がい者相談支援センター 法安・池田

０５６９－２１－５５８５ 

岡田・澤田 
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 半田半田半田半田
平成 30 年 10 月

課題を解決する

ブースで講演を行

雇用を後押しする助成制度について雇用を後押しする助成制度について雇用を後押しする助成制度について雇用を後押しする助成制度について    

杉岡 様・内田

吉川 様 

 法安 様 

戦力としての障がい者雇用戦力としての障がい者雇用戦力としての障がい者雇用戦力としての障がい者雇用    

事業部 橘 様 

68 名（延人数）

マッチングサポート

企業と就労支援機関

として、就労支援の特色を知って

もらい、障がい者の就労について直接話すことが

参加企業数：11 社

半田市障がい者自立支援協議会事務局 

法安・池田 
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企業と就労支援機関

として、就労支援の特色を知って

もらい、障がい者の就労について直接話すことがで

社 


