
ウェルビー株式会社

11月30日 　　14:30-17:30（14:00 開場）火

オンライン開催（ウェブ会議システム「ZOOM」でのオンライン視聴）
サテライト会場： ウェルビー事業所（全17会場）

第 6回就労フォーラム



心療内科医から
長期雇用に向けたアドバイス

勤労者のメンタルを第一線で支
えてきた心療内科医が伝える
職場で心がけるべきメンタル
ヘルス

心の病には職場での協力が欠かせま
せん。職場でどんな事に気をつけ、
どんな声掛けをすれば良いか。まず
はＳＯＳのサインを知る事からはじめ
ましょう。
長年、横浜労災病院勤労者メンタル
ヘルスセンター長として多くの症例に
関わってきた山本晴義先生に長期雇
用のためにできるアドバイスをいただ
きます。

企業実践発表から学ぶ、
離職を防ぐ工夫

企業実践発表を通し、障害者
雇用の促進、働きやすい環境
作りに活かせる情報提供

障害者の方が長く働ける工夫を行っ
ている企業がご登壇。
長期雇用を見据えた工夫や離職を
防ぐ取り組みの事例発表していただ
きます。
人事担当者はもちろん、障害者雇
用に関わる全ての人にとって参考と
なる機会をご提供いたします。

ウェルビーの定着支援、
企業向けサポートの紹介

障害者の就職などを支援する
ウェルビーの定着支援、企業
の障害者雇用などをサポートす
るウェルビーリンクの紹介

「特性を活かした業務をしてもらう
には？」「長く働いてもらうには？」
など、障害者雇用に関する声を企
業の方から多くうかがいます。                      
ウェルビーの定着支援、グループ
会社であるウェルビーリンクの「企
業向けサポート」を知っていただく
ことで、日頃の指導や育成のヒン
トとしてお役立てください。

ウェルビーのセンター情報・就職実績（2021 年 7月時点）About

就労移行支援事業所　ウェルビーとは

就労移行支援とは、障害者総合新法に定められた障害福祉サービスの一つです。一般就労など企業での就職を
希望する原則18歳以上65歳未満の障害や難病のある方を対象に、原則24カ月の期間、利用することが可能です。
働くために必要な知識と能力向上のための職業訓練や適性に合った求職活動、就職後長く勤められるよう職場へ
の定着支援まで、一貫した支援を行います。

ウェルビーは、業界トップクラスの就職実績・定着率と、全国各地で蓄積したノウハウを活かしたオリジナルの支
援と、地域の社会資源・企業の方と連携した支援を提供しております。
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　　　　　　　　新型コロナウイルス対応
・新型コロナウイルス対策としまして、各会場収容人数の制限を実施いたします。そのため、オンライン視聴の
　他、サテライトで各センターに映像を繋いで開催いたします。
・各会場入場時に検温、アルコール消毒を実施いたします。
  37.5 度以上の発熱が見られる方にはご入場をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。
・各会場に来訪される皆様におかれましては、マスクやフェイスガードの着用をお願いいたします。
・来場者全員の所属先・連絡先を控えさせていただきます。

「特性を活かした業務をしてもらう
には？」「長く働いてもらうには？」
など、障害者雇用に関する声を企
業の方から多くうかがいます。                      
ウェルビーの定着支援、グループ
会社であるウェルビーリンクの「企
業向けサポート」を知っていただく
ことで、日頃の指導や育成のヒン
トとしてお役立てください。

Schedule

Attention
就労フォーラムが貴社の障害者雇用促進やお悩みの解消の一助となれば幸いです。

就労移行や定着支援で数々の企業と障害のある方の橋渡しを行ってきた成功事例を活用し、様々なお悩みや

ご要望に対応する企業向けのサポートの紹介も予定しております。お気軽にお問い合わせください。

サテライト会場内では、下記の点についてご協力をお願いいたします。
▶▶イベント中は、携帯電話のマナーモードへの切替をお願いいたします。
▶▶お身体の調子が優れない場合は緑のストラップをかけているスタッフにお声がけください。
▶▶オンラインで閲覧する方も含めて、イベントの録音、動画・写真の撮影などはご遠慮ください。
▶▶フォーラムの様子をウェルビーのブログ、Facebookなど広報活動に使用させていただく場合がございます。

当日のタイムテーブル

ぜひ皆様のご参加をお待ちしております

開場
開会挨拶

 基調講演　心療内科医／労働者健康安全機構
　　　　　 横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター
　　　　　 センター長 医学博士 山本晴義先生
　　　　　 『心療内科医が伝える職場のメンタルヘルス』

 ウェルビー定着支援　事例発表

休憩

 企業実践発表①　みずほビジネス・チャレンジド株式会社
　　　　　       取締役　安本　道彦様

 企業実践発表②　まいばすけっと株式会社
　　　　　       人事総務部　ダイバーシティ推進担当　黒川　拓也様

休憩

 企業実践発表③　ボッシュ株式会社
　　　　　       人事部門　業務サポートセンター　細谷　みゆき様

 ウェルビーリンク株式会社のサービス紹介

閉会挨拶　※後日アンケートをお送りいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします
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Googleフォームでのお申し込み
右記のQRコードよりGoogleフォームから
必要事項をご記入の上、お申し込みください。
申し込み後、1週間を目途に担当者から連絡
いたします。
ご不明な点や質問などは、メールにてご連絡
をお願いいたします。

イベント情報ページはこちら
 https://www.welbe.co.jp/info/
 seminar-2/33712.html
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　　　　　　　　　　　　　　サテライト会場について
下記のGoogle フォームからお申し込みください。お申し込み後 1週間以内に担当者から連絡
いたします（11/23（火）申込締切）。
各センターの定員は 15名です。定員になり次第、申し込みを終了させていただきますので、
ご了承ください。センターの詳細はウェルビーのウェブサイトをご覧ください。
※サテライト会場では、センターの見学や、お集まりいただいた方やウェルビースタッフとの
　情報交換が直接できます。

ウェルビー仙台駅前センター
☎ 022-355-9548（9時～ 18時 日除く）

宮城県

ウェルビー新潟センター
☎ 025-256-8735（9時～ 18時 日除く）

新潟県

ウェルビー宇都宮第2センター
☎ 028-666-8037（9時～ 18時 日除く）

栃木県

ウェルビー秋葉原駅前センター
☎ 03-5835-1223（9時～ 18時 日除く）

東京都

ウェルビー町田駅前センター
☎ 042-850-9830（9時～ 18時 日除く）

ウェルビー蒲田センター
☎ 03-6715-8153（9時～ 18時 日除く）

ウェルビー千葉駅前センター
☎ 043-302-7220（9時～ 18時 日除く）

千葉県

ウェルビー西船橋駅前センター
☎ 047-433-6622（9時～ 18時 日除く）

ウェルビー松本駅前センター
☎ 0263-31-0237（9時～ 18時 日除く）

長野県

ウェルビー新越谷駅前センター
☎ 048-990-5656（9時～ 18時 日除く）

埼玉県

ウェルビー所沢プロぺ通りセンター
☎ 04-2937-4343（9時～ 18時 日除く）

ウェルビー高崎駅前センター
☎ 027-320-7511（9時～ 18時 日除く）

群馬県

ウェルビー名古屋駅前第2センター
☎ 052-433-1020（9時～ 18時 日除く）

愛知県

ウェルビー桜木町駅前センター
☎ 045-680-1178（9時～ 18時 日除く）

神奈川県

ウェルビー横須賀中央駅前センター
☎ 046-845-6261（9時～ 18時 日除く）

ウェルビー静岡駅前センター
☎ 054-266-3091（9時～ 18時 日除く）

静岡県

ウェルビー浜松駅前第2センター
☎ 053-488-5220（9時～ 18時 日除く）

オンライン視聴（ウェブ会議システム「ZOOM」 ）
下記のGooleフォームからお申し込みください。お申し込み後1週間以内に担当者から連絡いたします。
事前の確認・ご質問などはそちらのメールにご連絡ください。
11月26日（金）に視聴用 URLなどの詳細を、お申し込みいただいたメール宛にてお送りいたします。
※イベントの録音・録画・写真の撮影などはご遠慮ください。
※オンライン視聴に係る通信費は自己負担となります。
※Wi-Fi 環境やできる限り有線 LAN 環境をご利用ください。

11/23（火）申し込み締切

会場について（オンライン視聴／サテライト）
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