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障障障障障障障障障害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者委委委委託託託訓訓訓練練練練練練
事事事事事事事事事事業業業案案案案案案内内内内内内内内内内

厚生労働省「障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業」

平成27年度 障害者委託訓練
「受託機関 募集」

のご案内

障害者の雇用を検討されている企業等
障害者のスキルアップを支援している民間教育機関等

公益財団法人　東京しごと財団　障害者就業支援課　
委託訓練推進班

電話　03-5211-2683　FAX　03-5211-2680

の皆様へ

障害者委託訓練
事業案内

障害者委託訓練
事業案内

障害者委託訓練とは、（公財）東京しごと財団がハローワーク
と連携して実施する障害のある方のための多様な職業訓練です。障害のあ
る方が仕事をする上で役立つ知識や技能を身につけることを目的に、企業、
民間教育機関、社会福祉法人、NPO法人等、様々な機関に訓練を委託して
実施しています。
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