
★Aコース
①美咲特別支援学校（教育）
②リタリコワークス沖縄（福祉）
③オキナワグランメールリゾート（企業)

行って・見て・学び・活かす！！

バスで見学ツアーに出発します。

障がい理解と人財発見ツアー
…企業の戦力へ

日時：2019年12月16日（月） 参加無料
集合場所

オキナワグランメールリゾート 正面玄関
（沖縄市与儀２-８-１）

集合時間：9：00～終了13：00

企業と教育・福祉の相互理解を深め雇用の促進を図る

主催：沖縄市（受託者 社会福祉法人 新栄会）
共催：沖縄市障がい者自立支援協議会 就労部会

中部地区障害者就業・生活
支援センターにじ主催の
「人財発見ツアーBコース」
＆「講演会」の開催もあり
ます。合わせてご参加くだ
さい。
別紙ご参照ください。

お問い合わせ：お申込み
TEL:098-931-1948
FAX：098-931-1726



障がい理解と人財発見ツアー開催要項

趣旨 今回、沖縄市で開催する「障がい理解と人財発見ツアー」では、教育・福祉・雇用
の現場を実際に感じ、参加を通して、企業と教育・福祉の相互理解を深め、マッチ
ングの機会を提供することで、新たな雇用促進につなげる事を目的とします。

主催 沖縄市 （受託者 社会福祉法人 新栄会）

共催 沖縄市障がい者自立支援協議会就労部会

期日 2019年12月16日（月）集合9時～ 終了13時

障がいりかいと人財発見ツアー

「行って・見て・ 学び・活かす！！」

場所 集合場所 オキナワグランメールリゾート （沖縄市与儀２-８-１）

対象 企業・就労支援に活かしたい方・雇用を検討中の方

参加費 無料

※午後より、中部地区障害者就業・生活支援センターにじ主催の「障がい理
解と人財発見ツアー＆講演会」を開催します。合わせてご参加ください。

お問い合わせ・お申込み

TEL:098-931-1948 FAX：098-931-1726

9：00 集合・出発式 オキナワグランメールリゾート正面玄関

9：15 各コース出発 バスにて移動

Aコース

9：45～
10：30

①美咲特別支援学校（教育）

10：40～
11：30

②リタリコワークス沖縄（福祉）

11：45～
12：30

③オキナワグランメールリゾート（企業)

当日のプログラム



障がい理解と
人財発見ツアー＆講演会

…企業の戦力へ
日時：2019年12月16日（月） 参加無料
集合場所・講演会会場

オキナワグランメールリゾート（沖縄市与儀２-８-１）
集合時間：9：00

企業と教育・福祉の相互理解を深め雇用の促進を図る企業と教育・福祉の相互理解を深め雇用の促進を図る

★Bコース
①就労支援事業所あらた舎（福祉）
②沖縄高等特別支援学校（教育）
③社会医療法人 敬愛会 中頭病院（企業）

第1部 行って・見て・学び・活かす！！ 9時～13時

★基調講演 岡山県 総社市の取組み

ひきこもり支援センター立ち上げのきっかけ、一人ひとりに
寄り添い、居場所作りから就労支援まで社会復帰をサポート

岡山県 総社市長 片岡 聡一 氏

★企業の戦力へ・・・ディスカッション
岡山県 総社市長 片岡 聡一 氏
NPO法人障がい者就業・雇用支援センター理事長 秦 政氏
オキナワグランメールリゾート 総支配人 川中 由仁 氏
社会医療法人 敬愛会 人事課長 玻名城 仁 氏

わが街の事例・岡山県総社市の事例から学ぶ

第2部 聞いて・感じて・活かす！！ 14時～17時

主催：中部地区障害者就業・生活支援センターにじ
共催：沖縄県

沖縄県 中小企業家同友会中部支部
公益財団法人 沖縄県 労働者福祉基金協会
沖縄市 障がい者自立支援協議会 就労部会
中部圏域雇用促進チーム

お問い合わせ：お申込み
中部地区障害者就業・生活支援センターにじ

TEL:098-931-1948 FAX：098-931-1726

★懇親会のお知らせ
第2部会場で開催
会費￥3500

バスで見学ツアーに出発します。

★昼食
グランメールホテルシェフ特製

ランチBOX飲み物付￥500



障がい理解と人財発見ツアー開催要項

趣旨 障がい理解と人財発見ツアーでは、第１部で、教育・福祉・雇用の現場を実際に感じ、
「行って・見て・活かす！！」第２部の講演・ディスカッションで「聞いて・感じ
て・活かす！！」を通して、企業と教育・福祉の相互理解を深め、マッチングの機会を提
供することで、新たな雇用促進につなげる事を目的とします。

主催：中部地区障害者就業・生活支援センターにじ
共催：沖縄県

沖縄県 中小企業家同友会 中部支部
沖縄市 障がい者自立支援協議会 就労部会
公益財団法人 沖縄県 労働者福祉基金協会

期日 2019年12月16日（月）

9時集合～13時終了 第1部 人財発見ツアー 「行って・見て・学び・活かす！！」
14時～16時30分 第2部 講演会・ディスカッション「聞いて・感じて・活かす！！」

場所 集合場所・講演会とも オキナワグランメールリゾート （沖縄市与儀２-８-１）

対象 企業・就労支援に活かしたい方・雇用を検討中の方

参加費 無料

※昼食 「グランメールホテルシェフ特製ランチBOX飲み物付￥500」「懇親会費￥3500」は当日
現金にてお支払いください。

当日のプログラム
9：00 集合・出発式 オキナワグランメールリゾート正面玄関

9：15 各コース出発 バスにて移動

Bコース 主催：中部地区障害者就業・生活支援センターにじ

9：45～
10：20

①就労支援事業所あらた舎（福祉）

10：40～
11：20

②沖縄高等特別支援学校（教育）

11：40～
12：10

③社会医療法人 敬愛会 中頭病院（企業）
12：30オキナワグラングランメールリゾート 戻り

昼食会場2階「珠那」

障がい理解と人財発見講演会
主催：中部地区障害者就業・生活支援センターにじ

13：30 受付開始 オキナワグランメールリゾート 2階宴会場

14：00 第2部 開会の挨拶

見学ツアーの感想シェア 参加者から

14：20 基調講演 岡山県総社市の取組み 岡山県 総社市長 片岡 聡一 氏

15：20 休憩

15：30

17：00

企業の戦力へ・・・ディスカッション
岡山県 総社市長 片岡 聡一 氏

NPO法人障がい者就業・雇用支援センター理事長 秦 政氏
オキナワグランメールリゾート 総支配人 川中 由仁 氏
社会医療法人 敬愛会 人事課長 玻名城 仁 氏 他調整中

閉会

懇親会 オキナワグランメールリゾート 2階宴会場



障がい理解と人財発見ツアー

…企業の戦力へ

参加申込書 12月5日（木）〆切

申し込みFAX番号 098-931-1726

お問い合わせ・お申込み
TEL:098-931-1948 FAX：098-931-1726

① 氏名

② ふりがな

③ 所属機関名

④ TEL

⑤ FAX

ご希望のコースに☑を
つけてください。 Aコース□ 沖縄市主催

昼食は2階「珠那」にてくつろぎながらお召し上がり頂けます。
当日お会いできることをスタッフ一同たのしみにしております。

ご希望のコースに☑を
つけてください。

Bコース□中部地区障害者就業・生活

支援センターにじ 主催

参加の確認

第1部・第2部参加 □
第1部のみ参加 □
第2部のみ参加 □

グランメールホテルシェフ特製

ランチBOX飲み物付 ￥500 □
懇親会 2階 宴会場

会費 ￥3500 □


