第 5 回 就労フォーラム
自立するためのマッチング 〜長期就労にむけて〜
2021 年 2 月 10 日（水） 13:30 〜 17：30（13:00 開場）

メイン会場：ウェルビー株式会社

本社

サテライト会場：ウェルビーの各事業所
( 北千住・蒲田・西船橋・大宮・新横浜 )
※サテライト会場はネット中継となります
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About

今年のウェルビー就労フォーラムは、オンラインで同時中継

５回目となる就労フォーラムでは、「障害者の長期雇用にむけたマッチング」をメインテーマに、支援機関や企業が
行っている工夫や取り組みの事例発表を行います。障害者雇用において受け入れの段階からの取り組みや業務の切
り出しなど、障害者雇用を既に行っている企業やこれから障害者雇用を検討している企業にも参考になる内容になっ
ております。障害者雇用を通じた他業種交流の機会を提供し、障害者の長期雇用にむけた情報共有の場として活用
していただければと思っています。

障害者雇用の第一歩

仕事の現場で
活かされる支援の提供

他業種交流の機会

事例検討を通して、今後の障害者雇用
の促進、 クオリティアップに活かす情
報を提供

障害者雇用に携わっている方、これか
ら検討している方が情報共有できる貴
重な機会

障害者の就職を支援するウェルビー、
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

障害者雇用に関して採用活動や業務を
工夫しながら行っている企業がご登壇。
長期雇用を見据えた工夫や取り組みの
事例発表を通して、実際に始められる
ような気づきを提供いたします。障害
者雇用に不安がある・もっと上手く行
いたい企業に役立つ情報満載です。

障害者雇用を行っていくうえで様々な
工夫や取り組みを行っている企業や支
援機関に参加いただきます。
障害によっての特性や配慮事項、業務
の切り出し方など参考になる情報を聞
ける機会です。企業ごとの対象の障害
種別も様々なため、新たな情報共有の
場としてご活用ください。

「特性を活かした業務とは？」「長く働
いてもらうには？」など、障害者雇用
に関する声を多くの企業からいただき
ます。ウェルビーの提供する訓練内容
や、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。

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、メイン会場である
ウェルビー株式会社の他、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

Schedule

タイムテーブル（予定）

13：00

開場

13：30

開会挨拶

※最新情報はウェブサイトに掲載いたします

基調講演 『障害者の長期雇用に向けたマッチング』
講師： 木津谷 岳様
障害者雇用巡回相談員、発達障害者キャリアカウンセラー・
雇用支援アドバイザー

休憩
14：05

ウェルビーリンク株式会社

事業説明

休憩
14：25

実践発表

株式会社栄和産業
代表取締役

伊藤 正貴様

休憩
14：55

実践発表

MS&AD アビリティワークス株式会社
事業部 シニアマネージャー 山口 綾子様
事業部 マネージャー 郭 侑美様

休憩
15：25

実践発表

株式会社セイファート
管理本部 総務人事部 総務担当 リーダー

藤縄 崇様

休憩
16：05

事例検討会

17：15

終了挨拶 / 交流会

17：30

完全閉場

Attention

ぜひ皆様のご参加をお待ちしております

第 5 回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サービスのご紹介もいたします。お気軽にお問い合わせください。
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。

サテライト会場︵ウェルビー︶

サテライト会場について
新型コロナウイルス感染防止対策として、ウェルビーの各センターをサテライト会場として、メイン会場と
同時中継いたします。基調講演や実践発表に参加できるのはもちろん、スタッフによる障害者雇用のご相談
も行います。メイン会場・サテライト会場共に人数制限・防止対策を実施いたしますので、ご来場される方
はご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

ウェルビー北千住駅前センター

ウェルビー蒲田センター

東京都足立区千住 3-57-2
田仁千住 3 丁目ビル 3 階
03-5284-6331 （9 時〜 18 時 日除く）

ウェルビー大宮センター

ウェルビー新横浜駅前センター

埼玉県さいたま市大宮区大門町
3-61 第 2GS ビル 5 階
048-640-5010 （9 時〜 18 時 日除く）

メイン会場

ウェルビー株式会社

ウェルビー西船橋駅前センター

東京都大田区蒲田 5-49-12
蒲田エムアンドエム 1 ビル 502
03-6715-8153 （9 時〜 18 時 日除く）

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-19
アプリ新横浜ビル 2 階 203 号室
045-473-7767 （9 時〜 18 時 日除く）

千葉県船橋市印内町 603-1
田中ビル 301A
047-433-6622 （9 時〜 18 時 日除く）
サテライト会場は先着 15 名
（事前申し込み）。定員に達した場合
は別会場の案内となります。詳細は、
各センターにお問い合わせください。

本社

ウェルビー株式会社
（銀座並木通りビル 7 階）
ビル 1 階：ESTNATION

〒104-0061
東京都中央区銀座 2-3-6
銀座並木通りビル 7 階
東京メトロ「銀座」駅（B4 出口） 徒歩 3 分
東京メトロ「銀座一丁目」駅（6 番出口） 徒歩 2 分
各線「有楽町」駅 徒歩 3 分
※先着 24 名（事前申し込み）。詳細はお問い合わせください。

お申し込み方法

メールでのお申し込み

電話でのお申し込み
下記のフリーダイヤルにお電話ください
（対応時間：9 時〜 18 時

下記の必要事項などをご記入の上、メールにて
お送りください。担当者からご連絡いたします。

年末年始除く）

0120-655-773

●
●
●
●

イベント情報ページはこちら

件名「第 5 回就労フォーラム参加申込」
氏名（フリガナ） ● 電話番号・メールアドレス
所属／職種
● 事例検討参加の有無
紹介先
● 希望会場
など

https://www.welbe.co.jp/
info/seminar-2/24065.html

感染症対策について

体調管理

マスク

衛生管理

換 気

出勤前・来場時に
検温を実施

全スタッフ
マスク着用の徹底

手洗い・うがい・
アルコール消毒の徹底

定期的な換気の徹底

収容人数の
制限
メイン・サテライトに
分けて三密を避ける

