
【広島県委託事業】 精神障害者・発達障害者雇用管理セミナー事業

ハローワークを通じた精神障害者の就職件数は大幅に増加し、初めて身体障害者の就職件数を上回り（平成25年度）、また、発
達障害者などその他の障害者の就職件数も増加しており、雇用環境の整備など、企業における一層の取組が求められています。

このセミナーでは、精神障害や発達障害の特性や雇用する上での留意点などについて学んでいただき、雇用のノウハウ（障害特
性や職業能力の把握、雇用管理、キャリア形成支援など）を習得していただくため、講座と演習を行います。

対象： 障害者雇用検討企業及び障害者雇用企業等の人事担当者
定員： 第１日目 １00名 ※応募が定員を超える場合は、１企業１名様の参加になります。

第２日目・第３日目 24名 ※第１日目を受講した方のみ参加していただくことができます。

第１日目 ８月２８日（木）
第２日目 ９月 ２日（火）
第３日目 ９月 ３日（水）

日程

場所

申込締切

福山市生涯学習プラザ

８月 ８日（金）

福
山
会
場 福山市霞町一丁目１０番１号

まなびの館ローズコム内

３，０００円

第１日目のみ

３日間セット

６，０００円

料金

※演習の内容が 関連しているため、
第２日目と第３日目はセットになります。

※申込受付後，郵便振替用紙を送付しま
す。

※申込締切日以後のキャンセルの場合、
返金はしません。

第１日目 ９月２６日（金）
第２日目 １０月 ９日（木）
第３日目 １０月１０日（金）

日程

場所

申込締切

広島市まちづくり市民交流プラザ

広
島
会
場

９月１２日（金）

１回目

第１日目 １１月１２日（水）
第２日目 １１月２６日（水）
第３日目 １１月２７日（木）

申込締切

１０月２９日（水）

広島市中区袋町６番３６号

２回目

～障害者が能力を発揮できる職場作りに向けて～

プログラム（9：45～17：00） （開場 9：30）

第
１
日
目

第
２
日
目

第
３
日
目

障害者雇用を行う上での課題（アイスブレイク）
発達障害の特性と職業的課題
特性の把握、面談の進め方
在職者の定期面談を通じて、本人の主訴を把握する（演習Ⅰ）
面談を通じて、在職者の今後の支援プランを考える（演習Ⅱ）

障害者雇用促進法の改正点
精神障害の特性と職業的課題
精神障害者・発達障害者の雇用事例
うつ、職場不適応、職場復帰
合理的配慮、労働争議、社員教育他

作業スキルの見立て、職務環境のアセスメント
面談場面や作業の様子をＶＴＲで見て評価（演習）
特性を考慮した評価の伝え方、折り合いのつけ方について
業務内容の評価について特性を考慮して方法を考える（演習）

9:45

～

17:00

9:45

～

17:00

9:45

～

17:00

広島労働局 職業安定部 杉田和重 氏
地域生活支援センターるり 桃谷栄二郎 氏
（株）ＮＴＴデータだいち 近藤秀雄 氏
（株）インフィニティ 中辻めぐみ 氏
（株）インフィニティ 中辻めぐみ 氏

（西村浩二 氏・志賀利一 氏）
（堀江美里 氏・西村浩二 氏・小松邦明 氏）
（堀江美里 氏・西村浩二 氏・小松邦明 氏）
（堀江美里 氏・西村浩二 氏・小松邦明 氏）

（堀江美里 氏、西村浩二 氏、湯田正樹 氏）
（堀江美里 氏、西村浩二 氏、湯田正樹 氏）
（西村浩二 氏、井原佳代 氏）
（西村浩二 氏、井原佳代 氏）

講 師 紹 介（第１日目）

株式会社ＮＴＴデータだいち
ＩＴサービス事業部 近藤 秀雄 氏

株式会社インフィニティ

中辻 めぐみ 氏（社会保険労務士）

昭和63年大分労働基準局
に労働事務官（当時）とし
て入省。労災保険業務に
携わり「脳・心臓疾患」「精
神障害等」など幅広い給
付業務に従事した。現在
は労務コンサルティングを
行っている。

特例子会社立上げに関わり、
「厚生労働省精神障害者雇
用促進モデル事業」のプロジ
ェクトにジョブコーチとして携
わる。現在は在宅勤務者と共
にオフィス系業務の事業拡大
に取り組んでいる。

社会福祉法人尾道のぞみ会入職以
来、精神障害のある方への生活支
援に携わり、現在は生活支援センタ
ーるりの管理者兼相談支援専門員
として、相談支援業務をしている。
精神保健福祉士
第1号職場適応援助者

地域生活支援センターるり
管理者兼相談支援専門員

桃谷 栄二郎 氏

※都合により、スケジュールやプログラムが変更される場合がありますので、予めご了承願います。

※講師に関しては、
講師紹介欄を参照してください。

※講師名が複数がある場合は 会場と日程で講師が変わります。 予めご了承願います。



講 師 紹 介（第２日目・第３日目）

国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園 事業企画局研究部

部長 志賀 利一 氏

社会福祉法人澄心 なかまたち
施設長兼ジョブあしすとUMA所長

井原 佳代 氏

福山会場 広島会場

特定非営利活動法人WEL’S新木場
就業生活支援ｾﾝﾀｰWEL’S TOKYO

センター長 堀江 美里 氏

特定非営利活動法人わかくさ福祉会
クロスジョブ東京

所長 湯田 正樹 氏

高浜市障害者相談支援事業所
総合コーディネーター

小松 邦明 氏

知的障害者の方の高齢期につい
て、また、強度行動障害への対応
についての第一人者です。

企業の立場と就労支援の立場の
両方を経験しており、組織作りや
環境作りの第一人者です。

「働くを諦めない」をキーワードに、
「働く」支援のプロフェッショナルと
して活躍している。

ジョブコーチの理念として、失敗経
験を少なく成功経験を多く するよう
支援している。

愛媛県四国中央市で障害者支援施
設と就業・生活支援センターの兼務
をしている。

広島県発達障害者支援センター
センター長 西村 浩二 氏

発達障害者支援センター全国連絡
協議会 副会長。NPO 法人ジョブコ
ーチ・ネットワーク理事等、地域就
労支援システムの構築や人材育成
に尽力し、支援体制整備に日々取
り組んでいる。

TEL：082-252-3100 FAX：082-252-3155
担当： 松浦

公益社団法人広島県就労振興センター
お問合せ先（実施主体）

精神障害者・発達障害者雇用管理セミナー参加申込票

会社名 所 属

役職名 お名前
ふりがな

会社住所／連絡先

〒

Ｔｅｌ：（ ） － Ｆａｘ：（ ） －

属性（該当するものに

○を付けてください）
１．企業経営者 ２．人事担当者

参加会場
（希望会場に○を
つけてください）

福山
第１日目 8月28日（木） 第２日目 9月２日（火）

第３日目 9月３日（水）
※第1日目も受講してください。

広島

１回目
第１日目 9月26日（金） 第2日目 10月 9日（木）

第3日目 10月10日（金）
※第1日目も受講してください。

広島

２回目
第１日目 11月12日（水） 第2日目 11月26日（水）

第3日目 11月27日（木）
※第1日目も受講してください。

下記の参加申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸもしくは郵送でお申し込みください。

FAX送付先：082-252-3155

郵送先：〒732-0816 広島市南区比治山本町12番2号 公益社団法人広島県就労振興センター

〒732-0816 広島市南区比治山本町12番2号

※頂いた個人情報は、本講座の運営に使用し、第三者に開示することはありません。


