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「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」が始まります！
～９月は「障害者雇用支援月間」です～
い し だ

しげお

長野労働局（局長 石田 茂雄）は、精神・発達障害のある方の職場定着を推進するた
め、一般の従業員の方を主な対象として、精神障害・発達障害に関して正しくご理解いた
だき、職場における応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となっていただくための
「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を実施することとしました。
・集合講座は、松本市、長野市、伊那市の３会場で実施します。
・出前講座は各ハローワークから企業に出向いて実施します。

○ 趣旨・目的
精神障害・発達障害のある方の職場定着の課題を解消するためには、事業主の
理解に加え、共に働く一般従業員の方々が、障害特性等について正しく理解し、職
場での応援者となっていただくことが大切です。
このため、広く一般の従業員を対象とし、精神・発達障害者しごとサポーター養成
講座を実施します。
精神障害・発達障害のある方が希望や能力、適性を十分に活かして活躍し、障
害者と共に働くことがあたり前の社会を目指します。
○ 養成講座の対象となる方
受講対象者は、雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
受講された方には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈します。
（例えば、「私はしごとサポーターです。」のロゴ入りシール）
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＜集合講座＞
(1)開催日時・場所等
以下県内３会場で実施する。
① 松本会場：平成 29 年 9 月 25 日(月) １０：３０～１１：４５（受付１０：００～）
ホテル ブエナビスタ ３階 グランデ(松本市本庄 1-2-1)
② 長野会場：平成 29 年 11 月 9 日(木) １０：３０～１１：４５（受付１０：００～）
ホテル メルパルク長野 １階 ホール（長野市鶴賀高畑 752-8）
③ 伊那会場：平成 29 年 11 月 21 日(火) １０：３０～１１：４５（受付１０：００～）
いなっせ（伊那市生涯学習センター） ５階 研修室（伊那市荒井 3500-1）
問合せ先：
長野労働局職業安定部職業対策課又は県内のハローワーク
・長野労働局職業安定部職業対策課 〒380-8572 長野市中御所 1-22-1
電話：026-226-0866 FAX：026-226-0157
（参考：開催地ハローワーク）
・ハローワーク松本 〒390-0828 松本庄内 3-6-21
電話：0263-27-0111 FAX：0263-27-0041
・ハローワーク長野 〒380-0935 長野市中御所 3-2-3
電話：026-228-1300 FAX：026-226-1358
・ハローワーク伊那 〒396-8609 伊那市狐島 4098-3
電話：0265-73-8609 FAX：0265-76-2534
(2)内容
①精神疾患（発達障害を含む）の種類について
②精神・発達障害の障害特性、共に働く上でのポイントについて
③円滑なコミュニケーションの方法について
(3)参加申し込み
「平成 29 年度しごとサポーター養成講座参加申込書」を長野労働局職業安定部
職業対策課あてＦＡＸ又は郵送いただくことで受け付けています。受講料は無料で
す。
(4)障害者就職面接（相談）会の開催について
講座終了後の午後には、同会場にて、各ハローワーク主催による障害者就職面
接（相談）会を開催します。（別添資料参照）
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＜出前講座＞
今年度は、ハローワーク長野、ハローワーク松本、ハローワーク上田、ハローワー
ク伊那、ハローワーク篠ノ井、ハローワーク佐久、ハローワーク諏訪から個別の企業
を訪問して講座を実施します。
具体的な実施方法は、実施を希望される企業ごとに相談させていただきます。
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ᾠᾀώᴾ૩౻৷ವહসभॉඞःमनअऩॊभदखॆअऊء
ᾐᾀώᴾ ૼƠƍඥܭᨽဇྙưምܭƠƯƍƨƩƘƜƱƴƳǓǇƢŵ࠰ᲮஉᲫଐƔǒӷ࠰
ᲯஉଐǇưƷ᧓ƴဎԓƠƯƍƨƩƘЎƔǒᲢဎԓݣᝋ᧓ƕŴ࠰ᲮஉƔǒ
࠰ᲭஉǇưƷЎƔǒᲣᢘဇƞǕǇƢƷưŴဎԓƷᨥƸƝදॖƘƩƞƍŵ

ᾠᾁώᴾ૩॑౻৷घॊৃ়पણ৷दऌॊ੍ର২मँॉऽघऊء
ᾐᾁώᴾ ᨦܹᎍᨽဇƷƨǊƷӲᆔяǍᎰܭئბƴӼƚƨʴႎૅੲƳƲŴಮŷƳૅੲСࡇǛ
ƝМဇƍƨƩƚǇƢŵǵȝȸȈǛܱƠƯƍǔೞ᧙ƸಮŷƋǓǇƢƷưŴǇƣƸʙಅ
ሥᠤƷȏȭȸȯȸǯƴƝႻᛩƘƩƞƍŵ

ᾠᾂώᴾ૩मनभेअऩலহपःथःॊभदखॆअऊء
ᾐᾂώᴾžᨦܹᎍƴӼƍƯƍǔˁʙſžᨦܹᎍƴӼƍƯƍƳƍˁʙſƱƍƏǋƷƸƋǓǇƤǜŵ
ɟʴƻƱǓƷᨦܹཞඞǍǹǭȫƷ፼ࢽཞඞŴஜʴƷࠎஓȷॖഒƴࣖơƯŴʙѦŴᝤ٥Ŵ
ᙌᡯƔǒǷǹȆȠǨȳǸȋǢƳƲƷᧉݦᎰǇưŴಮŷƳᎰᆔưᨽဇƞǕƯƍǇƢŵ

㻌 㻌 䠄ཧ⪃䠅㞀ᐖ⪅㞠⏝䝸䝣䜯䝺䞁䝇䝃䞊䝡䝇㻌 http://www.ref.jeed.or.jp/
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ऋऽॉऽघآ
ുਛౠभਏ

ٷওজॵॺ؟ಖઋ؞૩पणःथभ੦ຊੴृؚคप௮ऎञीपਏऩ
ଦൟऩन॑ಢৎद৾वऒधऋदऌऽघ؛


ٷౠৎع؟ীங২قଝীؚସઑૢ௦عীங২॑ك


ٷਭৌ؟੫प౻৷औोथःॊ্दँोयؚनऩञदुਭ૭ચदघ؛


 پ০ਠؚ૩भँॊ্धคप௮ःथःॊऊनअऊಉमਖःऽच॒؛
 پਭऔोञ্पमَؚಖઋ؞૩खओध१এॵॢشॱش६ُ॑ਤႫदघقਯपॉऋँॉऽघ؛ك

হਚषभ
লౠुँॉऽघ

ঁটشডشॡऊैపऋহਚपলऌऽघ؛
ऽञؚಖઋ؞૩भ౻৷दउॉभऒधऋँोयؚ
ಖઋ৳ૣකृಏ෫ੱ৶भથৱતऩनपৼदऌऽघ؛
ถखऎमؚਿௌ௮ଂৌੁୖपउਖः়ॎचऎटऔः؛
پҦಖઋ؞૩खओध१এُشॱشम્શऩৱત২ಉदमँॉऽच॒؛
 ऽञؚমౠभਭपेॉؚৃभরद૩पৌघॊ્શऩ૽સ॑ीॊुभदुँॉऽच॒؛
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