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障害者雇用をすすめるために！ 

「事業主セミナー＆障害者と企業との就職面接会」開催！！ 

 

昨年４月より障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、精神障害者が雇用義務の対象に

加わり、あわせて法定雇用率が引き上げられました。 

このため、福井労働局、ハローワークでは、障害者の就職機会の拡大及び企業の雇用促進を図

ることを目的として、「障害者雇用をすすめるための事業主セミナー」及び「障害者と企業との就

職面接会」を下記のとおり開催いたします。 

  

記 

 

○ 開催日時   令和元年 10 月９日（水）   

         （１）障害者雇用をすすめるための事業主セミナー  10:00～12:00 

         （２）障害者と企業との就職面接会         13:00～15:30 

 

１．障害者雇用をすすめるための事業主セミナー 

  （１）会場   福井県産業会館 本館２階展示場 

  （２）内容   第 1 部 

・障害者雇用の現状について  

           ・面接会参加に当たっての留意事項 

          第２部（①、②、③のいずれか選択制） 

①精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 

           ②就労支援事業所見学会 

           ③障害者雇用についてみんなで話そう！ 

 

２．障害者と企業との就職面接会 

 (１) 会場       福井県産業会館 ２号館展示場  

    (２) 内容    ・障害者と企業との個別面談コーナー 

            ・地方公共団体等相談コーナー  

            ・ハローワーク相談コーナー ほか 

    (３) 参加予定者 ①企業   70 社 

            ②求職者  300 名                    



 

A コース 

(定員約 80 名) 
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 

精神障害・発達障害のある方の職場での“応援者”に

なろう！ 

B コース 

(定員 25 名) 

障害者就労支援事業所「夢つづきの家」 

見学会 （バス移動 約 10 分） 

「夢つづきの家」で作業している方の作業風景を見学

しよう！ 

C コース 

(定員 10 名) 
障害者雇用についてみんなで話そう！ 

障害者雇用の経験豊富な事業所からの話題提供を 

もとに意見交換をしよう！ 

 

障害者雇用をすすめるための 

事業主セミナー 

事業主の皆さま、「障害者雇用を検討したいが何から手をつけてどのように進めていけばいい

のかわからない」「障害者雇用の制度や関係機関のサポートについて知りたい」、また、「すでに

障害者を雇用しているが定着を図るためどのような配慮が必要なのか」とお悩みではありませ

んか。本セミナーで、障害者雇用をすすめるためのヒントを見つけてください！ 

日 時：令和元年 10 月９日（水） 10：00～12：00 

場 所：福井県産業会館 本館２階展示場   

内 容：①（10：00～10：20） 障害者雇用の現状について 

                  面接会参加に当たっての留意事項  

②（10：30～12：00） ※Ａ・Ｂ・Ｃコースのいずれか選択となります 

A コース：精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 

B コース：障害者就労支援事業所「夢つづきの家」見学会  

C コース：障害者雇用についてみんなで話そう！  

 

※ 同日 13：00～の「障害者と企業との就職面接会」に参加される事業所様は必ずご参加くださ

い。 

面接会に参加されない事業所様も、本セミナーを受講されて障害者雇用をご検討ください。 

※貴社のコースは、事務局にて調整のうえ決定し、当日会場受付でお知らせしますのでご了承ください。 

主催：福井労働局、ハローワーク、独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構福井支部 福井障害者職業センター 

≪ 事業主セミナーについてのお問合せ：福井労働局職業対策課（0776）26－8613 ≫ 



13：00～15：30（受付12：00～）

ハローワークでは皆さんが1日も早く就職できることを願い、
面接会を企画しました。多くの企業と直接話しができ、気軽に
質問や自己アピールができる絶好のチャンスです！

みなさんのご来場をお待ちしています！

福井市下六条町103 （0776）41-3611

※ 参加企業リストは、イベント情報欄に9月下旬頃掲載予定です。

『福井労働局ホームページ』→  https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/ 

・ してお持ちください（面接票は当日会場にもあります）
・ のある方は持参してください

交通のご案内

★ フレンドリーバスをご利用の方 ★ （所要時間約25分 料金無料）

福井駅東口 にて乗車 → 生活学習館にて下車 → 徒歩1分

★ 市内バスをご利用の方 ★ （所要時間約15分）

福井駅西口 で に乗車 → 産業会館・厚生病院にて下車

→ 徒歩1分

求職者の皆様へ



令和元年9月25日現在　60社参加予定

Ｎｏ． 事　業　所　名 就　業　場　所 職　　　　種

1 株式会社　アートテクノロジー（アートグループ） 鯖江市 システムエンジニア・プログラマー

2 アイシン・エィ・ダブリュ工業　株式会社 越前市 一般事務職、技能職

3 株式会社　アサヒオプティカル 鯖江市 製造要員

4 井上商事　株式会社　アルミ建材製造部 坂井市 工場内作業

5 株式会社　永和システムマネジメント 福井市 一般事務、ソフトウェアエンジニア

6 近江化工　株式会社　福井工場 越前市 製造課要員

7 株式会社　カーボ 福井市 コールセンター

8 学校法人　金井学園 福井市 一般事務職

9 株式会社　金津技研 坂井市 照明器具組立加工

10 金子眼鏡　株式会社 鯖江市 生産スタッフ、軽作業

11 株式会社　キャリアプラス 福井市 一般事務補助

12 共同コンピュータ　株式会社 福井市 プログラマーもしくはオペレーター

13 キョーセー　株式会社 越前市 美観整備・守衛補助、製品梱包作業

14 清川メッキ工業　株式会社 福井市 検査職

15 株式会社　クスリのアオキ 県内 ドラッグストア店舗スタッフ

16 株式会社　ケアハイツ あわら市 介護補助、施設内清掃・洗濯

17 ゲンキー　株式会社 福井市、鯖江市、越前市、坂井市 商品補充

18 社会福祉法人　健楽会　こしの渚苑 福井市 介護補助

19 税理士法人　合同経営会計事務所 福井市 事務補助

20 小林化工　株式会社 あわら市 屋内清掃作業

21 コミュニティリゾート　リライム 福井市 リネン

22 佐川急便　株式会社 坂井市 電話応対スタッフ、事務補助スタッフ、荷物仕分け・清掃スタッフ

23 社会福祉法人　祥穂会　モアヤング 福井市 介護補助

24 ジャパンポリマーク　株式会社 福井市 デザイン加工

25 信越化学工業　株式会社 越前市 一般事務

26 株式会社　清風荘 あわら市 客室セット・片付け係、清掃・雑務、料理運搬・雑務

27 セーレン　株式会社 福井市、坂井市、勝山市 生産現場補助作業

28 損害保険ジャパン日本興亜　株式会社　福井支店 福井市、越前市 一般事務

29 大日メタックス　株式会社 鯖江市 アルミ金属製品製造・加工業務

30 株式会社　田中化学研究所 福井市 化学薬品製造プラントオペレーター、試作業務、洗浄、保全、事務

令和元年度　障害者と企業との就職面接会　参加企業

開催日時：10月9日　福井県産業会館



Ｎｏ． 事　業　所　名 就　業　場　所 職　　　　種

31 田中建設　株式会社 越前市 営業職、積算・設計技術職、土木技術者、建築技術者

32 社会福祉法人　長寿幸元会　長寿園 坂井市 洗濯業務補助

33 トヨタカローラ福井　株式会社 福井市 一般事務

34 株式会社　ナイガイ あわら市 客室清掃スタッフ

35 ナカテックグループ 坂井市 機械組立補助、経理事務

36 株式会社　ナカニシビジョン 福井市 眼鏡枠製造加工

37 日本システムバンク　株式会社 福井市 電話受付業務

38 ハニー物流センター（袛王運送　株式会社） 福井市 構内作業

39 株式会社　Ｆｏｃａｌ　Ｔｒｕｓｔ 福井市 倉庫内作業、清掃業務

40 株式会社　福井イエローハット 福井市、鯖江市、越前市 レジ業務販売スタッフ、車輌作業スタッフ

41 株式会社　福井銀行 福井市 事務員

42 福井県済生会病院 福井市 事務補助・介護補助

43 学校法人　福井県自動車学園 越前市 自動車学校の窓口対応・事務、用務員

44 福井県民生活協同組合 福井市 コールセンター電話オペレーター

45 福井厚生病院　在宅医療部 福井市、大野市 介護職員

46 福井倉庫　株式会社 坂井市 倉庫軽作業

47 国立大学法人　福井大学 福井市 事務補佐員

48 株式会社　福井村田製作所 越前市、越前町 製造作業職、一般事務・技術アシスタント

49 株式会社　福邦銀行 福井市 一般事務

50 株式会社　ふじや食品 越前市 製造スタッフ

51 ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社 県内 配送

52 株式会社　ホームセンターみつわ 県内 レジ・品出し・販売

53 株式会社　北陸銀行 県内 一般事務、事務補助

54 北陸電力　株式会社 福井市、越前市 一般事務

55 北陸トラック運送　株式会社 福井市 仕分作業、構内作業員

56 北興産業　株式会社（アイビックスグループ） 福井市 清掃業務

57 株式会社　ホテルまつや あわら市 一般事務

58 株式会社　松浦機械製作所 福井市 部品組立作業

59 三谷商事　株式会社 福井市 一般事務・営業サポート・企画

60 株式会社　リトラス 越前市 営業事務

※　都合により参加企業、職種等が変更となる場合があります。

※　求人内容の詳細については、面接会当日に配布する「求人情報」にてご確認ください。

※　参加企業に対して、直接のお問合せはご遠慮ください。


