
【神奈川労働局職業安定部】

７月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和３年６月2８日）

名称 日時 概要

精神・発達障害
者しごとサポー
ター養成講座

各日程ともに
14：00～16：00
（受付13:30開始）

※8月5日は
14：30～16：30
（受付14:00開始）

【内容】
精神障害、発達障害についての基礎知識や、これ
らの障害がある方と一緒に働くために必要な配慮
等を学びます。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。
※申込みは開催日の1ヶ月前から。定員になり次
第締め切らせていただきます。
【お問合せ先】
神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
045-650-2801
※詳しくは神奈川労働局HPをご覧ください。

7月 6日（火）
14：00～16：00

【場所】海老名市役所 4階401会議室
（海老名市勝瀬175-1） 【定員】５０人

8月 ５日（木）
14：３0～16：30

【場所】横浜市金沢公会堂
（横浜市金沢区泥亀２丁目9番１号）

【定員】４０人

8月23日（月）
14：00～16：00

【場所】ハローワーク横浜
（横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル）

【定員】２０人

8月24日（火）
14：00～16：00

【場所】ハローワーク横浜
（横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル）

【定員】２０人

8月25日（水）
14：00～16：00
共催：川崎市

【場所】ユニオンビル セミナールームA
（川崎市中原区小杉町3-264-3）

【定員】５０人

神奈川労働局

企業の方向け

高校生向け・
WEB動画求人企
業説明会

【動画配信期間】
令和3年7月１日(木)
～
令和4年2月25日
(金)

【内容】
令和4年3月高等学校卒業予定者の就職を支援し県
内企業の人材確保の促進を図るため、かながわ若
者就職支援センター（若年者地域連携事業）の
ホームページにて「高校生向け・求人企業紹介動
画」をＷＥＢ配信いたします。

【申込み先】
かながわ若者就職支援センター WEBサイトから
※企業の参加申込は、200社に到達した時点で締
め切らせていただきます。

【問合せ先】
かながわ若者就職支援センター（ジョブカフェ）
０４５－４１０－３３５７

令和4年3
月高校卒業
予定の方



【神奈川労働局職業安定部】

７月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和３年6月2８日）

名称 日時 概要

横須賀合同企業
就職面接・説明
会

7月８日（木）
13：00～16：00
（受付12：45～）

【内容】
令和4年3月卒業見込みの大学・短期大学・専門学
生等及び既卒3年以内の方を対象とした合同就職
面接・説明会を横須賀商工会議所、横須賀市、ハ
ローワーク横須賀・横浜南、が合同で開催します。
企業説明をお聞きになるだけの参加も可能です。
【場所】
横須賀商工会議所
（横須賀市平成町2-14-４）
【規模】
参加予定企業数：２８社
【お問合せ先】
横須賀商工会議所 産業・地域活性課
046-823-0402
※ハローワーク横須賀のHPもご覧ください。

横須賀合同企業
就職説明会

7月９日（金）
13：00～16：00
（受付12：45～）

【内容】
令和４年3月高等学校卒業予定者を対象に就職促
進を目的とした企業説明会です。主催は横須賀商
工会議所、横須賀市、ハローワーク横須賀・横浜
南です。
【場所】
横須賀商工会議所
（横須賀市平成町2-14-４）
【規模】
参加企業名やリーフレット等は7月1日以降掲載。
【お問合せ先】
横須賀商工会議所 産業・地域活性課
046-823-0402
※ハローワーク横須賀のHPもご覧ください。

第1回よこすか
障害者面接会

７月14日（水）
14：00～16：00
<予約制>

【内容】
障害者の方を対象とした面接会です。
【場所】
ハローワーク横須賀 3階会議室
（横須賀市平成町2-14-9）
【規模】
参加予定企業数：5社
【お問合せ先】
ハローワーク横須賀 専門援助部門
046-824-8609（部門コード43＃）
※ハローワーク横須賀のHPをご覧ください。

神奈川労働局

令和４年3月
高校卒業予定
者

障害者の方

令和4年3月
大学等卒業予
定及び既卒3
年以内の方等



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催しています。

◆内 容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」､「精神・発達障害の特性」、
（予 定） 「職場定着法」等について

◆メリット ： 講師が紹介する様々な事例を通じて、精神・発達障害についての知識や
一緒に働くために必要な配慮などの理解を深めることができます。

◆講座時間 ： 90～120分程度

◆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。

R3.5

＜ 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

を開催しています

※ 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）。

詳細やご不明な点は、労働局またはハローワークへお問い合わせください。

ご留意

ください

※講座の開催日程は、裏面参照事業所への出前講座も
あります

ハローワークから講師が事業所に出向きます。

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。

e-ラーニング版 を公開しています！
しごとサポーター eラーニング 検索

「まず基礎知識を学びたい」という方はぜひご利用ください。

受講料は無料です

主催： 神奈川労働局・ハローワーク 共催：神奈川県

しごとサポーターポータルサイトを開設しています。
受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

しごとサポーター 検索



番 号 開催日時 会 場 定 員

１
6 月 ２ 日（水）
14:00～16:00（受付13:30～）
共催：平塚市

平塚市勤労会館
平塚市追分1番24号

35名

２
７ 月 ６日（火）
14:00～16:00（受付13:30～）
共催：海老名市

海老名市役所
海老名市勝瀬175-1 ４F401会議室

50名

３ ８ 月 ５日（木）
14:30～16:30（受付14:00～）

横浜市金沢公会堂
横浜市金沢区泥亀2丁目9番1号

４0名

４ ８ 月２３日（月）
14:00～16:00（受付13:30～）

ハローワーク横浜
横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル

20名

５ ８ 月２４日（火）
14:00～16:00（受付13:30～）

ハローワーク横浜
横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル 20名

６
８ 月２５日（水）
14:00～16:00（受付13:30～）
共催：川崎市

ユニオンビル セミナールームA
川崎市中原区小杉町３－２６４－３

50名

養成講座の受講につきましては、下記の申込書にご記入の上、FAXでお申込みください。
なお、定員数になり次第、締め切らせていただきます。
＊締め切り後に申込みいただいた場合のみ、折り返し連絡させていただきます。
＊ご記入いただいた個人情報は、養成講座以外の目的には使用しません。（※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。）

【問い合わせ先 】 神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
電話045(650)2801 FAX045(650)2805

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座申込書

送付先 FAX番号 ０４５－６５０－２８０５

希望番号及び
希望会場名

番号（ ）開催日（ 月 日）
会場名
（ ）

事業所名

所在地

連絡先
（電話）

参加者氏名

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

※9月以降の開催については、決定次第、労働局ホームページ等でお知らせします。

2021年度６月～８月
受付は、開催日の１か月前から開始します。

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上での開催となります。
新型コロナウイルス感染拡大状況により、定員等の変更、中止となる可能性があります。

＊開催終了＊



かながわ若者就職支援センター

応援します!!
若者の就職活動

動画掲載数
200 社まで

随時追加更新！

TEL.045-410-3357 【 主　　　催 】 神奈川労働局 ・ 県内各ハローワーク
【運営事務局】 神奈川労働局委託若年者地域連携事業
【受 託 運 営 】 株式会社東京リーガルマインド

参加のお申込みは「かながわ若者就職支援センター」 WEBサイトへ

https://kanagawa-wakamono.jp/

企業紹介動画を
WEB配信
いたします！

「かながわ若者就職支援センター」 HP 掲載の 「高校生向け・ WEB 動画求人企業説明会」 に、 企業様の
企業紹介動画や求人番号を無料で掲載いたします。 就職希望の高校生や家族、 学校関係者に閲覧して
もらい、 応募先企業選定に活用していただきます。

令和4年3月 高校卒業予定者を
採用予定の神奈川県内の企業様へ

【動画閲覧対象者】 令和4年3月高校卒業予定者及び家族、 学校関係者
【参加要件】 
ハローワークに求人申込書を提出していること。
神奈川県内に事業所があり、採用後の勤務地が神奈川県内であること。
企業様にて3～10分以内 ・ ファイルサイズ 1GB 以内の動画が準備できること。
【問い合わせ先】
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5 階
かながわ若者就職支援センター ( ジョブカフェ )
神奈川労働局委託若年者地域連携事業 ・ WEB 動画事務局

かながわ若者就職支援センター
( ジョブカフェ ) とは

2021年7月1日（木）~2022年2月25日（金）YouTubeにも公開

月曜日～土曜日 9:30～18:00（日曜日・祝日・年末年始はお休みです。）

「ジョブカフェ」 は、 若年者が雇用関連のサービスを
１ヵ所で受けられるようにした就職支援のワンストッ
プサービスセンターです。 神奈川県では平成１６年
４ 月に「かながわ若者就職支援センター （ジョブカ
フェ）」を設置し、神奈川労働局等と連携しハロー
ワークコーナーを併設、 若年者を対象にキャリア
カウンセリングから職業紹介まで一貫したサービス
提供により就職活動を支援しています。



県内の企業紹介動画が見れる「かながわ若者就職支援センター」 WEBサイト

https://kanagawa-wakamono.jp/
就職を希望する令和 4 年（2022 年）3 月高校卒業予定者に向けて、「かながわ若者就職支援センター」
HP のトップページに 「高校生向け・求人企業説明会」 の情報を掲載します。 県内企業の企業紹介動画や
求人番号が閲覧できますので、 企業研究・業界研究に活用してください。

神奈川の
会社

もっと知ろ
う！

2021年7月1日（木）~2022年2月25日（金）YouTubeにも公開

かながわ若者就職支援センター

応援します!!
若者の就職活動

【問い合わせ先】
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5 階
かながわ若者就職支援センター ( ジョブカフェ )
神奈川労働局委託若年者地域連携事業 ・ WEB 動画事務局

TEL.045-410-3357 【 主　　　催 】 神奈川労働局 ・ 県内各ハローワーク
【運営事務局】 神奈川労働局委託若年者地域連携事業
【受 託 運 営 】 株式会社東京リーガルマインド月曜日～土曜日 9:30～18:00（日曜日・祝日・年末年始はお休みです。）



横須賀

横須賀商工会議所

横須賀商工会議所　産業・地域活性課　TEL 046-823-0402
https://yokosukacci.com/

平成町 2-14-4

問い合わせ

令和3 年

7/8 13：00～16：00木

合同企業
就職面接・説明会
合同企業
就職面接・説明会
参加企業28社 参加登録不要入退場自由 参加無料

横須賀商工会議所・横須賀市・
ハローワーク横須賀・ハローワーク横浜南

面接を希望される方は
履歴書・職務経歴書が必要となりますので、
持参してください。

● 第二新卒（既卒３年以内）
● 新卒（令和4年３月卒業の大学生、短大生、専門学生等（高校生除く））

対象者

緊急事態宣言が発出された場合は
中止になります

自分が知らない企業や魅力的な企業との出会い！

主催



【受付票】※受付に提出してください。

体温      

電話 メール
アドレス

学校名 学部 第二新卒

※面接会当日、非接触型体温計により検温を実施させていただきます。体調の悪い方は参加をお断りさせていただきま
す。

※新型コロナウィルス感染症防止のため、マスクの着用・手指の消毒にご協力ください。

※雇用保険受給中の方は、求職活動の実績になります。

※駐車場は有料です。公共交通機関をご利用ください。

※新型コロナウィルスの感染状況により、中止となる場合があります。詳細はＨＰ等をご覧ください。

氏名 住所

株式会社 ティー・エム・シー

株式会社 協和ビジネスコンサルタント

○

○

○

○ＭＩＮＡＴＯ 株式会社株式会社 ステップ

株式会社 サンテック

三木証券 株式会社

企業名面接

○

○

○

○

株式会社 花和産業

アクサ生命保険 株式会社 横須賀営業所

かながわ信用金庫

米海軍横須賀基地（ＬＭＯ横須賀支部）

企業説明

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

株式会社 柳屋

株式会社 スマイル

株式会社 デリカウェーブ

【卸・小売】 【建設】

企業説明 面接

○

○ ○

○

○ ○

○

○

東建設 株式会社 （警備の募集あり）

株式会社 いづみ工事

株式会社 神和美装

株式会社 セイコー

株式会社 大神

日進電興 株式会社

【お願い】

参加企業一覧

【福祉】

【製造】

○

○

○

○

○

○

○

【その他】一般社団法人 トライパートナーよこすか

社会福祉法人 海風会 株式会社 富士防

堀建設 株式会社

【通信・ＩＣＴ】

企業名

株式会社 協同

株式会社 スズキアリーナ神奈川南

東京ガスライフバル飯田 株式会社

株式会社 美装

ホンダカーズ横須賀西

キ リ ト リ



詳細は最寄りのハローワークの専門援助部門でお尋ねください
ハローワーク横須賀（０４６－８２４－８６０９ 43#）

よ こ す

障 害 者

面 接 会
日時 令和３年７月１４日（水）

時間 １４：００～１６：００

会場 ハローワーク横須賀

３階会議室

参加方法 予約制

か

【参加企業】

株式会社 ヨコソー

社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院

有限会社 道

東京ガスライフバル飯田 株式会社

かながわ信用金庫


