
主催：岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室
事業受託者：キャリアバンク株式会社 パブリックサービス事業部 盛岡オフィス

盛岡市大通３丁目２－８ 岩手金属工業会館２階

ＴＥＬ：０１９－６０１－５５２８ ＦＡＸ：０１９－６０１－５５２９
メールアドレス：morioka@career-bank.co.jp

【岩手県】令和４年度 障がい者雇用支援事業

お申込みは裏面の申込書に記入のうえ、FAXでお願いします。

Ⓡわんこきょうだい

令和4年 12月7日（水）

プログラム

定員
50名

会 場

■10：30～11：30（受付10：00～）

特別支援学校技能認定会視察
年に一度開催される特別支援学校高等部生徒による、
職業生活等に必要な技能の認定とデモンストレーションを見学します。

■13：30～16：30（受付13：00～）

雇用促進セミナー
県内事業所の人事担当者等を対象とした、障がい者雇用率向上のための
取組をより現実的に考えていただくセミナーです。

開催日

※講義時間・内容等は変更する場合があります。

障がい者雇用への理解と
受入時のポイント

13：40～14：40

【講師】

岩手障害者職業センター
主任障害者職業カウンセラー

菊池 麻由

障がい者雇用における
制度と地域の現状

14：40～15：10

【講師】

ハローワーク水沢
上席職業指導官

角田 加寿子

障がい者雇用優良事業所
講演及び情報交換会等

15：25～16：30

【講師】

岩手鋳機工業株式会社
営業部総務係 係長

及川 佳子

閉
会

16:30

休
憩

開
会

13:30
～
13:40

15分

視 察 会 場：岩手県立県南青少年の家
（午前） （住所：岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢下舘49-1）

セミナー会場：中央生涯教育センター 多目的ホール
（午後） （住所：岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢55）

※視察会場からセミナー会場へは各自での移動となります。ご了承ください。



岩手県 令和4年度障がい者雇用支援事業

事業所向け

障がい者雇用促進セミナー
申込書

ご記入のうえ、右記までお送りください。FAX:019-601-5529

事業所名

電話番号

金ケ崎（ 終日 ・午前視察のみ・ 午後セミナーのみ ）参加会場

参加者氏名１ 参加者氏名2

申込締切 11月30日（水）

主催：岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室
事業受託者：キャリアバンク株式会社 パブリックサービス事業部 盛岡オフィス

盛岡市大通３丁目２－８ 岩手金属工業会館２階

ＴＥＬ：０１９－６０１－５５２８ ＦＡＸ：０１９－６０１－５５２９

※先着順になります。定員超過の場合は、複数名で参加希望の中から１名のみの参加とさせていただく場合
がありますので、ご了承ください。その際にはお断りのご連絡を差し上げます。

※本事業は新型コロナウイルス感染防止策を徹底して実施します。
※当日はマスク着用・検温・手指の消毒のご協力をお願いします。熱のある方は入場をお断りすることが
あります。

※新型コロナウイルス感染状況により、中止、延期、WEBによる代替の可能性もあります。ご了承ください。

※参加希望を〇で囲んでください。

※午前中の視察のみ・午後のセミナーのみ、終日参加希望のいずれかでお申込みが可能です。
ご不明な点等ございましたら、下記の事業受託者（０１９－６０１－５５２８）までご連絡を
お願い致します。

障がい者を採用し
たいが、何から
始めて良いかわか
らない…

利用できる制度や
助成金について
知りたい

障がい者を多く
採用している
企業の話を聞いて
みたい

障がい者に対し
ての配慮や業務
の切出し方につ
いて知りたい



問合せ先

二戸・盛岡会場：岩手県立盛岡みたけ支援学校 TEL 019-645—2188

中部・県南会場：岩手県立前沢明峰支援学校 TEL 0197-56-6707

沿岸北部会場 ：岩手県立久慈拓陽支援学校 TEL 0194-58-3004

沿岸南部会場 ：岩手県立気仙光陵支援学校 TEL 0192-27-8500

特別支援学校の高等部生徒が

「普段の学習の成果」を発揮します。

清掃、物品運搬、事務補助などの
技能認定種目があります。
（会場により種目が異なります）

作業製品等の展示もあります。

企業の方々が、プロの目線で審査
します。

見どころ

一般来場者（企業、関係機関、

地域）の方は、左記問合せ先ま

で事前のお申し込みをお願いし

ます。

今後の新型コロナウイルス感

染症対策の状況により、開催変

更等の可能性があります。

沿岸北部会場
2022.7/15（金）

１０：００～１４：３０
久慈拓陽支援学校

（久慈市侍浜町堀切10-56-46）

沿岸南部会場
2022.11/29（火）

１３：００～１６：００
気仙光陵支援学校

（大船渡市立根町字宮田33‐３）

二戸・盛岡会場
2022.11/16（水）

１０：００～１５：００
盛岡タカヤアリーナ
（盛岡市本宮5丁目4－1）

中部・県南会場
2022.12/7（水）

１０：００～１５：００
県南青少年の家

（胆沢郡金ケ崎町永沢下舘49‐１）

主 催
岩手県特別支援学校技能認定研究協議会
岩 手 県 教 育 委 員 会



特別支援学校の進路支援に対し、たくさんの企業・関係機関より
ご協力いただいております。

企業との連携協議会
【盛岡地区】
いわて生活協同組合
株式会社 クリーントピアいわて
株式会社 サンデリカ盛岡事業所
株式会社 薬王堂
白石食品工業 株式会社
株式会社 一歩
ニチコン岩手 株式会社
盛岡広域圏障害者就業・支援センターMｙ夢
有限会社 西部産業
NPO法人 いわてパノラマ福祉館
盛岡セイコー工業株式会社
エーワメデック株式会社

【花巻・北上・遠野地区】
アントレーヴ 株式会社
株式会社 にまいばしミート
ケミコン東日本 株式会社岩手工場
シチズン東北 株式会社
東北日発 株式会社
岩手中部障がい者就業・生活支援センターしごとネットさくら
竹内真空被膜 株式会社
特定非営利活動法人 大誠
大野ゴム工業 株式会社
株式会社 みちのくジャパン
一般社団法人 クール
ＳＭＣ株式会社遠野工場

【奥州地区】
岩手銘醸 株式会社
みどりの郷 株式会社
有限会社 MSメタルス
株式会社 岩手金吾堂
社会福祉法人 聖愛育成会
前沢商工会
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ 株式会社
岩手フード 株式会社
株式会社 フードパワーセンターバリュー
胆江障害者就業・生活支援センター
株式会社 ケアネット
はつらつ農場羽田ファーム

【一関地区】
一関広域障害者就業・生活支援センター メイフラワー
有限会社 かさい農産
興栄通信工業 株式会社
新生ビル管理 株式会社
株式会社 いちのせき弁当（Ａ型事業所）
有限会社 光成工業
特定非営利活動法人 ケアセンターいこい
有限会社 一関ミート
有限会社 那須野製作所
いわて平泉農業協同組合
特定非営利活動法人 ティラファーム
株式会社一関LIXIL製作所

【大船渡・陸前高田地区】
医療法人 勝久会
株式会社 マイヤ
気仙障がい者就業・生活支援センター
株式会社 アマタケ
さいとう製菓 株式会社
岩手工業 株式会社
サンコー食品 株式会社
碁石給食 株式会社
株式会社 武蔵野フーズ
社会福祉法人 成仁会
大船渡インターホテル椿
岩手缶詰株式会社 大船渡工場
株式会社阿部長商店 大船渡食品
ゆわて吉田工業 株式会社
住田フーズ 株式会社
株式会社 メイクモリシタ
ひころいちファーム
鎌田水産 株式会社

【釜石地区】
株式会社 グランバー 釜石工場
株式会社 薬王堂
株式会社 キクコウストア 釜石松倉店
有限会社 フジ電子工業
ＳＭＣ 株式会社
日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 釜石地区
社会福祉法人堤福祉会 特別養護老人ホームらふたぁヒルズ
東陵総業 株式会社
医療法人楽山会

【宮古地区】
いわて生活協同組合マリンコープDORA店
株式会社 浄土ヶ浜パークホテル
有限会社 クラスター
NPO法人 イーハトーブとりもと
リアス環境管理 株式会社
共和水産 株式会社
社会福祉法人恵心会 特別養護老人ホーム慈苑
株式会社中村電子

【久慈地区】
岩手モリヤ 株式会社
株式会社 十文字チキンカンパニー
株式会社 長根商店
株式会社 ケーズデンキ久慈店
社会福祉法人修倫会 チャレンジドセンター久慈
有限会社 タニムラフードサービス
有限会社 谷地林業
株式会社 細谷地
有限会社 ホームセンター仙台

【二戸地区】
株式会社 二戸食品
株式会社 二戸サントップ
株式会社 PJ二戸フーズ
株式会社 岩手芝浦電子
株式会社 菅文
社会福祉法人桂泉会 ケアセンターいずみ
株式会社 あべはんグループ
株式会社 ツガワ二戸工場
株式会社 オンフィール 就労継続支援A型 事業所 絆
多機能型事業所きらぼし
就労継続支援A型事業所 カナン牧場
二戸圏域チャレンジド就業・生活支援センターカシオペア
職業訓練法人 二戸職業訓練協会
二戸公共職業安定所
二戸地域振興センター
二戸市商工会

特別支援学校と企業との連携協議会とは

特別支援学校と地域の企業とが連携し、生徒が地域の
中で自立し、社会参加できるように、企業の障がいのあ
る生徒や特別支援学校への理解の促進及び特別支援学校
の職業教育の充実を図るものです。


