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  障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ 

「精神･発達障害者しごとサポーター養成講座」開催 

 

精神障害者及び発達障害者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て、これら障

害者と共に働く一般労働者がその障害特性等について正しく理解し、職場での応援者となるよう効果的

な啓発の機会を提供することが必要です。 

このため、ハローワーク・愛知労働局では、職場において精神・発達障害者を支援する応援者となる

「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成するため、以下のとおり「精神・発達障害者しごとサポ

ーター養成講座」を開催することといたしました。 

 

 

 

 

  

Press Release 

令和３年４月28日（水） 

【照会先】 

愛知労働局職業安定部職業対策課 

 課  長          栗本 辰也 

 課長補佐（高齢・障害担当） 小林 真人 

 地方障害者雇用担当官     坂梨 範子 

（電話）052－219－5507（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 

 

 

（電話）052－219－5507 

愛知労働局 

【養成講座の概要】 

◆ 内  容 ：｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、 

（予 定） ｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について 

◆ メリット ：精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮 

などを短時間で学ぶことができます。 

◆ 講座時間 ： ２時間程度（予定） ※終了後に個別相談可能 

◆ 受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能 

◆ 申込方法 ：参加申込書を記載の上、FAX 送付 

※次ページの養成講座の他、事業所内で実施する「出前講座」も可能です。 

 ご希望の際は、各ハローワークにご相談ください。 

 

        



 

 

【養成講座（上半期）の日程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染防止対策について】 

① 会場では、必ずマスクの着用をお願いします。（各自持参をお願いします。） 

② 会場入口で体温測定を実施します。（ 体温測定結果37.5度以上の方は入場をご遠慮 

いただきます。） 

③ 会場空調設備などにより室内換気を実施します。 

④ 会場内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、保健所等への公的機関に対し 

参加者の個人情報を提供することとなりますのでご承知ください。 

 

 

 

 

        

No 地域 開催日時 定員 会　場

名古屋 　令和3年5月18日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

刈谷 　令和3年5月24日（月） 刈谷市若松町1-46-3

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　刈谷公共職業安定所　プレハブ会議室

名古屋 　令和3年6月15日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

豊橋 　令和3年6月17日（木） 豊橋市大国町111

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　豊橋地方合同庁舎　６階　大会議室

名古屋 　令和3年7月6日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

春日井 　令和3年7月8日（木） 春日井市大手町2－135

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　春日井公共職業安定所　プレハブ会議室

西尾 　令和3年7月14日（水） 西尾市熊味町小松島41-1

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　西尾公共職業安定所　2階会議室

岡崎 　令和３年７月２７日（火） 岡崎市羽根町字北乾地50-1

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　岡崎合同庁舎　4階　中会議室

名古屋 　令和3年8月30日（月） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

半田 　令和3年9月3日（金） 半田市宮路町200-4

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　半田地方合同庁舎 2階会議室

名古屋 　令和3年9月7日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

豊田 　令和3年9月9日（木） 豊田市錦町1-1-1

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　豊田市福祉センター　44・45会議室

一宮 　令和3年9月10日（金） 一宮市八幡4-8-7

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　一宮公共職業安定所　プレハブ会議室
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精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの

方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司

がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」ですが、

企業で働く一般の従業員の方が障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会

は限られていました。

このため、労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方を

主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、

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講座を開始します。

◆内 容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の

（予 定） 特性」、｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」
等について

◆メリット ： 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な
配慮などを短時間で学ぶことができます。

◆講座時間 ： 2時間程度を予定※終了後に個別相談が出来ます。

◆受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座

＜ 障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ ＞

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講
により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」の養成は、広く職場における精神障害、発達障害に関する
正しい理解の浸透を図り、精神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、「障
害者と一緒に働くことが当たり前」の社会になることを後押しすることを目的としています。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。
※ 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
呈予定です（数に限りがあります）。

ご留意

ください

ハローワークから講師が事業所に出向き、養成講座を実施します。

日程、時間、会場設営等については、お問合せいただいたハローワーク担当者と調整させて
いただきます。（希望事業所が多数の場合は、ご要望に添えないこともありますのでご了承

ください。）

事業所への出前講座もあります

開催案内、
申込は裏面へ

最寄のハローワークへ連絡

お問い合せ先
愛知労働局職業対策課・愛知県内各ハローワーク

ＴＥＬ 052—219-5507 担当（坂梨・足立）



①開催地域、日時、会場【令和３年度 上半期】

送り状不要 愛知労働局 職業対策課 あて

ＦＡＸ番号 052-220-0572
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

参加申込書（兼 参加票）
ＦＡＸ

申込方法
及び

留意事項

【申込方法及び留意事項】
①参加ご希望の会場の「参加」欄に「○」をご記入ください。
②事業所名、所在地、連絡先等をご記入ください。
③上記番号あてＦＡＸ送付願います。（この「参加票」をご持参のうえ直接ご来場ください。）

※事前申込みのない方は、入場できません。
④申込多数により参加いただけない場合は、ご連絡をいたします。
⑤新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催を中止さていただく場合があります。

※中止の場合は、前日午後４時までに愛知労働局ホームページ、又は、電話で中止のお知らせをします。
【新型コロナウイルス感染防止対策について】
①会場では、必ずマスクの着用をお願いします。（各自持参をお願いします。）
②会場入口で体温測定を実施します。（ 体温測定結果37.5度以上の方は入場をご遠慮いただきます。）
③会場空調設備などにより室内換気を実施します。
④会場内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、保健所等への公的機関に対し 参加者の個人情報を

提供することとなりますのでご承知ください。
※参加申込書の公的機関に対する個人情報の提供に （ 同意する ・ 同意しない ） ○を付してください。

②参加申込書

法人名／①事業所名
②所在地

①

②
電話番号（ ） － ＦＡＸ番号（ ） －

出席者氏名・連絡先 氏 名 連絡先 （ ） －

新型コロナ感染者が発生した場合に保健所等への公的機関に対する個人情報の提供に（ 同意する ・ 同意しない ）

企業などへの出前講座のお問合せは、最寄のハローワーク（雇用指導官）までご相談ください。

http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jpよりＨＷ所在地一覧へ 愛知ハローワーク 検索

③

No   参加 地域 開催日時 定員 会　場
名古屋 　令和3年5月18日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

刈谷 　令和3年5月24日（月） 刈谷市若松町1-46-3

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　刈谷公共職業安定所　プレハブ会議室

名古屋 　令和3年6月15日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

豊橋 　令和3年6月17日（木） 豊橋市大国町111

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　豊橋地方合同庁舎　６階　大会議室

名古屋 　令和3年7月6日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

春日井 　令和3年7月8日（木） 春日井市大手町2－135

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　春日井公共職業安定所　プレハブ会議室

西尾 　令和3年7月14日（水） 西尾市熊味町小松島41-1

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　西尾公共職業安定所　2階会議室

岡崎 　令和3年7月27日（火） 岡崎市羽根町字北乾地50-1

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　岡崎合同庁舎　4階　中会議室

名古屋 　令和3年8月30日（月） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

半田 　令和3年9月3日（金） 半田市宮路町200-4

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　半田地方合同庁舎 2階会議室

名古屋 　令和3年9月7日（火） 名古屋市中区錦2-14-25

（有料駐車場あり） 午前9時30分～午前11時30分 　ヤマイチビル　10階　第三会議室

豊田 　令和3年9月9日（木） 豊田市錦町1-1-1

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　豊田市福祉センター　44・45会議室

一宮 　令和3年9月10日（金） 一宮市八幡4-8-7

（駐車場あり） 午後1時30分～午後3時30分 　一宮公共職業安定所　プレハブ会議室
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新型コロナ感染
防止対策

※会場駐車場には限りがありますので、
公共交通機関のご利用をお願いします。


