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９月は障害者雇用支援月間です 
～各種行事のご案内～ 

 

厚生労働省では、障害者の職業的自立の意欲を喚起するとともに、障害者の雇用に関する国民、
とりわけ事業主の関心と理解を一層深めるため、毎年９月を「障害者雇用支援月間」と定めてい
ます。新潟労働局・ハローワークでは、障害者雇用支援の取組として新潟県、関係市町村及び独
立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構新潟支部等との共催により、今後、次の一連の啓発
活動等を実施します。 

 

  

 

【内  容】 障害者と企業が一堂に会して個別に就職面接等を行います。 

ﾊﾛｰﾜｰｸ 日    時 会  場 

 新 潟 
令和 元年 ９月１８日（水）１３：００～ 
令和 ２年 ２月２１日（金）１３：００～ 

朱鷺メッセ（新潟市中央区） 
朱鷺メッセ（新潟市中央区） 

 長 岡 
令和 元年 ９月２４日（火）１３：００～ 
令和 ２年 ２月１３日（木）１３：００～ 

ハイブ長岡（長岡市） 
ハイブ長岡（長岡市） 

 上 越 
糸魚川 

令和 元年１０月１７日（木）１３：３０～ 
令和 ２年 ２月１９日（水）１３：３０～ 

上越市福祉交流プラザ（上越市） 
上越観光物産センター（上越市） 

 三 条 
巻 

令和 元年１０月２５日（金）１３：３０～ 
燕三条地場産業振興センター 
 メッセピア（三条市） 

 柏 崎 令和 元年１１月 ７日（木）１３：３０～ 柏崎市市民プラザ（柏崎市） 

 新発田 
令和 元年１０月 ４日（金）１３：１５～ 
令和 元年１２月 ６日（金）１３：３０～ 

新発田市豊浦地区公民館（新発田市） 
阿賀野市役所４階会議室（阿賀野市） 

 新 津 
令和 元年１０月 ８日（火）１３：３０～ 
令和 ２年 ２月 ７日（金）１３：３０～ 

秋葉区総合体育館（新潟市秋葉区） 
新津健康センター（新潟市秋葉区） 

 十日町 
令和 元年１０月２１日（月）１０：００～ 

１４：００～ 
クロステン（十日町市） 

南魚沼 令和 元年１０月１６日（水）１３：３０～ 浦佐ホテルオカベ（南魚沼市） 

村 上 令和 元年１０月１６日（水）１３：３０～ 村上市生涯学習センター（村上市） 

Press Release 

令和元年８月３０日 

 

【照 会 先】 

新潟労働局 職業安定部 職業対策課  

課長           古川 和春 

課長補佐        長崎 一郎 

地方障害者雇用担当官   柴野 嘉紀 

（代表電話）025-288-3508 （夜間電話）025-288-3543 

厚生労働省 新潟労働局 

ひと、くらし、 

みらいのために Niigata Labour Bureau 

■障害者就職面接会（ハローワーク別） 
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【内  容】 「障害者が活躍できる社内体制の整備とジョブコーチ支援の活用」をテーマに、
障害がある人の特性を活かした業務の切り出しを行い、障害がある人がその能力を
発揮し活躍する姿や職場適応援助者（ジョブコーチ）の支援を通して課題を解決し
仕事を継続している姿などを、シンポジウムを通してご紹介し、雇用した障害者の
職場定着を考える機会とします。 

 
【日  時】 令和 元年 ９月１３日（金）１３：３０～１６：３０ 
 
【場  所】 燕三条地場産業振興センター（三条市須頃１丁目１７） 
 
 

 

  

 

 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くことができるよう、障害のある方の職場の同僚や上司がその人の障
害特性について理解し、共に働く上で適切な配慮が得られる職場を広げるため、新潟労働局・ハ
ローワークでは、各職場で障害がある方と一緒に働く一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、
発達障害に関する基礎的な知識を理解し、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おります。 
 

【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」、「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。 
 
【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。 
       ※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」を進呈します。（数にかぎりが

あります。） 

 

＊担当講師が職場に出向く出前講座も開催しております。ご要望がありましたら、お
近くのハローワークまでお問い合わせください。 

 

（注１）「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。 

 

地域 日    時 会  場 

新潟 
地域 

令和 元年１０月 ７日（月）１３：３０～ 新潟美咲合同庁舎２号館（新潟市中央区） 

長岡 
地域 

令和 元年１０月１５日（火）１３：３０～ ハローワーク長岡（長岡市） 

上越 
地域 

令和 元年１１月１５日（金）１３：１５～ ホテルハイマート（上越市） 

三条 
地域 

令和 元年１０月２５日（金）１０：００～ 燕三条地場産業振興センター（三条市） 

■２０１９にいがた就労支援セミナー 

■精神・発達障害者しごとサポーター養成
講座 
 
 
  
 



 

3 

 

 

  
 

【内  容】 この大会は、障害のある方が自身の持つ職業技能を競う大会です。 
当日は、企業の方の見学も可能です。特に障害者雇用をお考えの企業の方は、是

非、見学にお越しください。 
【日  時】 令和元年９月７日（土）９：３０～１６：００ 
【場  所】 新潟市総合福祉会館（新潟市中央区八千代１－３－１） 
【競技種目】 ①文書作成               ⑥ベッドメイキング 

②パソコンデータ入力（知的障害者部門） ⑦フラワーアレンジメント 
③パソコン操作（視覚障害者部門）    ⑧表計算 
④喫茶サービス             ⑨絵画（水彩画、クレヨン画等） 
⑤ビルクリーニング 
※障害の種類を指定していない競技種目は、全ての障害者の方が参加可能です。 

【表  彰】 競技種目ごとに優秀者を表彰します。 
 
 
 

 

 

 

令和元年度「障害者雇用優良事業所・優秀勤労障害者の受賞者」決定 
～障害者の活躍の推進に向けて、より一層のご理解を～ 

 
このほど、厚生労働省は令和元年度の「障害者雇用優良事業所等厚生労働大臣表彰」の受賞者

を、また独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構理事長表彰」の受賞者をそれぞれ決定しました。表彰式は、９月３日（火）に東京都
内において行われます。 
また、県内の「障害者雇用支援月間」の啓発活動の一環として、新潟県では「新潟県知事表彰」

を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構理事長努力賞」の受賞者をそれぞれ決定し、９月７日（土）に開催される「第１６回新
潟県障害者技能競技大会」会場において表彰されます。 

 

 

厚生労働大臣表彰 
 新潟県では該当がありません。 
 
 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰 
９月３日（火）東京都内において表彰式を行います。 
 

 事業所・個人名（勤務先） 所在地 

優良事業所 

社会福祉法人 南魚沼福祉会 様 南魚沼市 

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会 様 柏崎市 

優秀勤労障害者 

小林 優太 様（新発田ビルサービス 株式会社） 新発田市 

五十嵐 陽一 様（社会医療法人 新潟臨港保健

会 新潟臨港病院） 
新潟市東区 

 

■障害者雇用優良事業所等表彰 

■第１６回新潟県障害者技能競技大会（アビリンピックにいがた２０１９） 
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新潟県知事表彰 
９月７日（土）新潟市総合福祉会館において表彰式が行われます。 
（第１６回新潟県障害者技能競技大会会場） 
 

 事業所・個人名 所在地 

優良事業所 

株式会社 クボ製作所 様 阿賀野市 

株式会社 大和屋 様 糸魚川市 

優秀勤労障害者 

佐藤 秀二朗 様（株式会社 大谷） 新潟市江南区 

荒木 洋司 様（株式会社 三幸 寺山工場） 新潟市東区 

 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞 
９月７日（土）新潟市総合福祉会館において表彰式が行われます。 
（第１６回新潟県障害者技能競技大会会場） 
 

 事業所・個人名 所在地 

優良事業所 

新潟県労働金庫 様 新潟市中央区 

株式会社 田中衡機工業所 様 三条市 

ニコ精密機器 株式会社 様 南魚沼市 

優秀勤労障害者 

水品 洋子 様 （株式会社 新潟県ビル管理協同公

社長岡営業所） 
長岡市 

水戸部 雄大 様（株式会社 ブルボン新発田工場） 新発田市 

内山 みち子 様（株式会社 新潟県ビル管理協同

公社上越営業所） 
上越市 

市川 静一 様（株式会社 ネクスコサポート新潟

豊栄スマート料金所） 
新潟市北区 

（注）優秀勤労障害者の「所在地」欄は、勤務事業所の所在地を掲載しています。 

 
 


