障がいのある方の就業面と生活面の一体的な相談・支援を行います。
【業務内容】
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障がいのある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等
を実施します。
＜就業面での支援＞
○ 就業に関する相談・支援
就職に向けた準備支援（職業準備訓練、職場実習のあっせん）就職活動・職場定着に向けた支援
○ 障がいのある方の障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
○ 関係機関との連絡調整
＜生活面での支援＞
○ 日常生活・地域生活に関する助言
・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言

・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
○ 関係機関との連絡調整

【雇用と福祉のネットワーク】

障がいのある方
ハローワーク

相談
求職活動支援
基礎訓練の
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地域障害者
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○ 就業に関す
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・関係機関との
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する助言
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の連絡調整

福祉サービスの
利用調整

福祉事務所

保健サービスの
利用調整

保健所

医療面の相談

職場適応支援

医療機関

事業主

自立・安定した職業生活の実現

岐阜障がい者就業・生活支援センター
営業日

所在地

月～金（土日祝・年末年始休み）

営業時間

８：４５～１７：１５

〒500-8314

連絡先

（０５８）２５３―１３８８

岐阜市鍵屋西町 2 丁目 20 番地

FAX

（０５８）２５３―１３８８

多恵第二ビル １階

E-mail

gifu-syugyosien@gifusiji.or.jp

圏域（活動地域）

岐阜市（長良川以南）、羽島市、瑞穂市、笠松町、岐南町、北方町

就職先職種実績一例

事務・清掃・製造・販売・介護・軽作業 等

＜センターからのひとこと＞
就職を希望されている障がいのある方、あるいは
在職中の障がいのある方が抱える課題に応じ
て、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就
労及び就労に係る生活面の一体的な支援を行
います。
就職を希望されている場合は、希望職種や現在
の生活状況を聞きながら、どのような仕事が合っ
ているのか、どのような支援が必要かなど、一緒
に考えます。
就職後は、必要に応じて職場訪問を行い、職場
の環境や人間関係の悩みと生活上の悩みの相
談に応じ、長く安定して仕事が続けられるように
支援を行います。
事業主の方に対しては、障がい者雇用に関して
わからない事や、現在雇用していて悩んでいるこ
と等の相談に応じています。
まずはお気軽にお電話ください。

【運営法人】
社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団
ＨＰ：(法人本部)
http://gifusiji.or.jp/

岐阜障がい者就業・生活支援センターの地図

清流障がい者就業・生活支援センターふなぶせ
営業日

所在地

月～金（土日祝・年末年始休み）

営業時間

８：３０～１７：００

〒502-0841

連絡先

（０５８）２１５―８２４８

岐阜市学園町 2 丁目 33 番地

FAX

（０５８）２１５―８０２９

（岐阜県障がい者総合就労支援センター内）

E-mail

nakapotsu@funabuse.or.jp

圏域（活動地域）

岐阜市（長良川以北）、各務原市、山県市、本巣市

就職先職種実績一例

製造、事務、軽作業、清掃、介護、食品加工、商品管理、販売など
清流障がい者就業・生活支援センターふなぶせ の地図

＜センターからのひとこと＞
当センターは、岐阜県障がい者総合就労支援セン
ター内に事務所があり、『社会福祉法人 舟伏』が
運営しています。

拡大図

以下の職員を配置しています。
○就業支援員
○生活支援員
清流障がい者就業・生活支援センター
ふなぶせ

○精神障がい者就労支援ワーカー
○発達障がい者支援コンシェルジュ
○雇用開拓員

ー内）

○精神保健福祉士
障がいのある方で、これから働きたいと思っておら
れる方や、現在働いておられる方に、就業面だけで
なく生活面からも一体的に支援を行います。
たとえば…
○働くために必要な準備や方法を共に考え提案し
ます
○ハローワーク、職場見学・実習先への同行や訪
問、面接の練習など行います
○障がい者職業センター、職業訓練校、就労支援
事業所のご紹介や利用手続きのお手伝いを行いま
す
○長く働き続けられるように職場を定期的に訪問し
ます
○一般企業に在職中の方達の交流会を実施して
います
など
また雇用主の方からの障がい者雇用に関するご相
談にも応じています。
お気軽にご相談ください。
【運営法人】
社会福祉法人 舟伏
ＨＰ：（法人本部）

http://www.funabuse.or.jp

（岐阜県障がい者総合就労支援センタ

ひだ障がい者就業・生活支援センター ぷりずむ
営業日

所在地

月～金（祝日・年末年始休み）

営業時間

８：３０～１７：００

〒506-0025

連絡先

（０５７７）３２－８７３６、（０５７７）３２－６２８０

高山市天満町４－６４－８

FAX

（０５７７）３２－６２８１

第一ビル１階

E-mail

（土曜日：予約のみ）

prism@hida-jikoukai.or.jp

圏域（活動地域）

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

就職先職種実績一例

事務、接客、工場、農業、旅館業、清掃、介護、食品加工、品出し

＜センターからのひとこと＞

ひだ障がい者就業・生活支援センター ぷりずむ の地図

「働きたいあなた
働いてるあなた
応援します」
ひだ障がい者就業・生活支援センターぷりずむ
は、高山駅から歩いて数分の場所にあります。
平成 16 年から事業をスタートし、現在･･･
○就業支援担当
○生活支援担当
○精神障害者支援ワーカー
○発達障害者支援コンシェルジュ
を配置しています。
清徳会
駐車場

当センターでは･･･
・ハローワーク等関係機関と連携した就職支援
・就職後の職場定着支援
・障がい者年金に関わる相談など
仕事・暮らしに関わる支援を行っています。
障がいの種別は問いません。
障がいのある方だけでなく、手帳が無い方、ご家
族、雇用主の方々からの相談もお受けしておりま
す。
まずはお気軽にご相談下さい。
【運営法人】
社会福祉法人 飛騨慈光会
ＨＰ：
https://www.hidajikoukai.or.jp/publics/index/44/

高山支店

ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター
営業日

所在地

月～金(土日祝・年末年始休み、
但し、第１日曜日は営業します)

〒501-3938
関市桐ヶ丘３－２

圏域（活動地域）

就職先職種実績一例

営業時間

９：００～１７：４５

連絡先

（０５７５）２４－５８８０

FAX

（０５７５）２３－４７２０

E-mail

hima-nakapotu@gifu-fukushi.jp

関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市、富加町、坂祝町、川辺町、七宗町、
八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
製造、軽作業、清掃、介護補助、サービス業、事務

＜センターからのひとこと＞

ひまわりの丘障害者就業・生活支援センターの地図

働きたいという気持ちを大切に、一緒に考え、ハ
ローワークや関係機関と連携して、就職活動を
お手伝いします。
就職した後も、職場訪問や面談を行い、長く働き
続けるための支援をします。必要に応じて家庭
訪問もします。
「就業支援担当」、「生活支援担当」の他に、「精
神障がい者支援ワーカー」、「発達障がい者支援
コンシェルジュ」、「障がい者雇用開拓員」を配置
し、専門的な知識に基づいた効果的な就労支
援、職場定着支援を行っております。
同一敷地内に、「就労移行支援事業所」、「相談 ・東海北陸自動車道
支援事業所」、「居宅介護事業所」も設置され、 ・岐阜バス
途切れのない支援が提供できます。
「休日相談日」を毎月第１日曜日に開設しており
ます。どんなことでもいいので、お気軽にご利用く
ださい。（年始が該当日の時は第２日曜日になり
ます。）
雇用主の方からの「障がい者雇用」に関する相
談も承っております。
【運営法人】
社会福祉法人 岐阜県福祉事業団
ＨＰ：（法人本部）
http://www.gifu-fukushi.jp/

関インターから車で 10 分

倉知線「向山団地」下車

徒歩 3 分

西濃障がい者就業・生活支援センター
営業日

所在地

月～金（土日祝・年末年始休み）

〒503-2123

不破郡垂井町栗原 2066-2

営業時間

８：３０～１７；００

連絡先

（０５８４）２２―５８６１

FAX

（０５８４）７１―８２００

E-mail

ssw0804@ps.mirai.ne.jp

圏域（活動地域）

大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡

就職先職種実績一例

製造業務・食品加工業務・清掃員・商品管理・ピッキング・一般事務・介護職 等

＜センターからのひとこと＞
社会福祉法人あゆみの家を運営母体としてい
ます。
○
○
○
○
○

就業支援員
生活支援員
障がい者雇用開拓員
発達障がい者支援コンシェルジュ
精神障がい者就労支援ワーカー
を配置しております。

主に就労に関するニーズに基づき、主となる
担当者を定めお手伝いをします。
例えば・・・
・就労を考えているが、具体的に何から手を付け
て良いか悩んでいる。
・就労中だが、業務上の課題や人間関係に悩ん
でいる。
・生活面で困り事があるので仕事が手につかな
い。
このような悩み事についての相談に応じていま
す。
仕事と暮らしは不可分です。どちらが欠けても
成り立ちません。職業生活に関する相談を一緒
に整理していきましょう。
まずはお気軽にご連絡ください。
【運営法人】
社会福祉法人 あゆみの家
ＨＰ：
https://ayumi-ie.com/jigyosho/seino/

西濃障がい者就業・生活支援センターの地図

東濃障がい者就業・生活支援センター サテライトｔ(ティー)
営業日

月～金(土日祝・年末年始休み)

営業時間

９：００～１７：００

所在地

〒507-0073
多治見市小泉町２丁目９３
ルミナス小泉１０２号室

連絡先
FAX
E-mail

（０５７２）２６－９７２１
（０５７２）２６－９７２２
satellite.t@tougigakuen.jp

圏域（活動地域）

多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市

就職先職種実績一例

製造、軽作業、清掃、販売、事務、物流、食品関係

＜センターからのひとこと＞

ティー

東濃障がい者就業・生活支援センター サテライト ｔ の地図

障がいのある方で「就職を希望される方」、「在
職中の方」の就業と生活に関するお悩みのご相
談に応じています。また、事業所の障がい者雇
用に関するご相談にも応じています。まずはお電

多治見西高校

至 可児

国道 248 号

至 土岐

話にて、お気軽にご相談ください。
JR 太多線
小泉駅

ティー

☆サテライト ｔ の職員体制☆
・所長（兼務）
・就業支援ワーカー(５名)
主任就業支援担当者
就業支援担当者（２名）
主任職場定着支援担当者
職場定着支援担当者
・生活支援ワーカー(２名)
・発達障がい者支援ワーカー
・障がい者雇用開拓員
・精神障がい者支援ワーカー

【運営法人】
社会福祉法人 陶技学園
ＨＰ：
https://tougigakuen.jp/publics/index/69/

ルミナス小泉 102 号室

サテライトｔ

