北海道内

障害者就業・生活支援センターの概要

センター名

札幌障がい者就業・生活支援
センターたすく

小樽後志地域障がい者就業・生活
支援センター ひろば

道南しょうがい者就業・生活支援
センター すてっぷ

くしろ･ねむろ障がい者就業・生活
支援センター ぷれん

運営法人名

社会福祉法人
愛和福祉会

社会福祉法人
後志報恩会

社会福祉法人 侑愛会

社会福祉法人
釧路のぞみ協会

十勝障害者就業・生活支援センター
社会福祉法人 慧誠会
だいち

住所

札幌市北区北７条西１丁目
１－１８ 丸増ビル301

小樽市花園２丁目６番７号
プラムビル３階

函館市石川町41番地３

釧路市双葉町17-10

帯広市西６条南６丁目３
ソネビル２F

連絡先

011-728札幌市
2000

支援地域（市町村）

センターwebサイト

http://www.task-center.jp

小樽市 余市町 仁木町 平町 積丹町
赤井川村 岩内町 共和町 泊村 神恵内
0134-26http://srbshouon.jp/shisetsu/hi
村 倶知安町 京極町 ニセコ町 喜茂別
6381
roba-2/
町 蘭越町 留寿都村 真狩村 黒松内町
寿都町 島牧村

函館市 北斗市 松前町 福島町 知内町
木古内町 七飯町 鹿部町 森町 江差町 https://www.yuai.jp/
0138-34乙部町
https://www.yuai.jp/info/office
7177
厚沢部町 上ノ国町 せたな町 今金町 /309
八雲町 長万部町 奥尻町

釧路市 釧路町 厚岸町 浜中町 弟子屈
0154-65http://nozomi946.net/jiritsu/ht
町 標茶町 鶴居村 白糠町 根室市 別
6500
ml/plein.html
海町 中標津町 標津町 羅臼町

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追
町、幕別町、池田町、浦幌町、豊頃町、芽
0155-24http://www.keisei室町、清水町、新得町、陸別町、本別町、
8989
kai.jp/daichi/
足寄町、中札内村、更別村、大樹町、広尾
町

その他利用者サービス向上のために必要と考
える事項
〇就職はゴールではなく、人生のひとつの節目。その人らしく働いて暮らしていかれるこ
とを大切にしています。
〇就職の前段で、準備や訓練を希望される方には、毎年実施している「就労移行支援
事業所 状況調査」の結果等を情報提供し、マッチする就労移行支援事業所等の選定を
支援しています。
〇障がい特性の整理、ハローワーク同行や面接の準備など、必要に応じた求職活動を
支援しています。
〇障がい者雇用を検討されている企業からの相談に対して、会社訪問による職域検討
からマッチングなどのサポートを実施しています。また雇用後の職場定着支援も対応し
ています。
〇職員体制は６名。うち社会福祉士２名、精神保健福祉士２名。担当職員２名体制を基
本とし、偏った価値観での支援とならないよう、常に職員間や関係機関と協議・検討し
て、ニーズに対応するようにしています。
〇近年は新規相談件数が非常に多く、初回面談までお待ちいただく状況があります。
少しでもタイムリーな支援が対応できるよう、札幌市内の「就業・生活相談支援事業所」
４ヶ所との連携や役割分担を進めています。

○個人個人の歩み（歴史）を受け止め、未来志向の応援(支援)をさせていただきます。
○6人の職員体制のうち、社会福祉士3名、介護福祉士１名、精神保健福祉士１名等の
国家資格を複数スタッフが保持し、JC養成研修修了者、相談支援専門員、サービス管
理責任者等の養成を受けている職員もおり、障害種別を問わず、様々な視点から支援
にあたっています。
○就労移行支援経験交流会議：年4回開催、圏域内の就労移行支援事業所の担当者
と各事業所における就労促進の取り組みや地域課題の共有、課題解決に向けた協議
を実施しております。
○就労促進フェア「ジョブフェス」（年2回開催）：就業を目指す方々に向けて①職業ｾﾐﾅｰ
（履歴書の書き方・面接に向けた準備）②出張相談会③模擬面接会を一度に提供する
事業として実施しております。
○在職者交流会：在職中の方を対象にグループワーク等を通じて職場での悩み等を話
し合う交流の場、また、ビジネスマナー講座等を中心に職場で役立つ学習の機会を提
供しております。

○利用する方々から学び、一人一人が必要としているサポートを考え、実行するという
法人理念のもと、働きたい障がい者の方、障がい者を雇用したい事業主の方を支援し
ています。
○６人の職員体制のうち、３名は社会福祉士、１名は精神保健福祉士、１名は臨床発達
心理士の資格を持ち、その他、自閉症や知的障害児者の入所施設の支援員経験など
がある職員を配置し、特に発達障害の方に対する支援経験が豊富です。
○就労している方を対象として、レクや講座等を開催し、障がい者の方同士の交流や定
着に関する悩みの解消につなげています。
○定期的な連絡会議を各地区で実施し、ハローワーク、就労継続支援事業所、相談支
援所、企業、行政等と連携を図っています。

○「生まれ育った街で満足して働く」の方針で、働きたい障がいのある方、障がいのある
方を雇用したい事業主の方を支援しています。
○7人の職員体制。
○障害種別は問わず、職業アセスメントを実施し、職場へのマッチング、コーディネート
を行っています。
○精神障がいの方の職場定着を目指し、ＳＳＴを活用したグループミーティングを年６回
実施しています。
○地域の関係者の皆様と障害者雇用の理解を深めるため、研修会を開催しています。
○職場の見学・実習を行い、その人の強みを活かしたジョブマッチングに取り組んでい
ます。

○障がいをお持ちの方が、地域で安心して働き生活することができるよう関係機関と協
力しながら活動しております。
○就職に至るまでの求職相談から、就職後の定着支援や生活相談まで、数多くの相談
がよせられます。相談内容によって、関係機関と連携をさせて頂きながら対応しており
ます。
○企業の方々へは、障がいをお持ちの方が職場で力を発揮できるように一定期間職場
に入り支援を行うサポートを、職場適応援助者研修を受講しているスタッフを中心に、定
期訪問・面談等により行います。
○企業や障がい福祉サービス事業所と連携した定着支援プログラムや研修会を企画
し、企業同士のネットワーク強化や情報発信について強化していきます。
○地域において、障がい者雇用拡大や就労支援の充実を図るため、ご本人・支援者・
企業等様々な関係者に向け研修を企画し普及啓発に努めています。
○7名の職員体制のうち、社会福祉士、精神保健福祉士等の国家資格を複数のスタッ
フが保持し、相談支援専門員・サービス管理責任者等の養成を受けている職員もおり、
障がい特性の違いに関わらず、様々な視点から支援にあたっています。

センター名

空知しょうがい者就業・生活支援
センター くわ

オホーツク障がい者就業・生活支援
センター あおぞら

上川中南部障害者就業･生活支援
センター きたのまち

胆振日高障がい者就業・生活支援
センター すて～じ

石狩障がい者就業・生活支援
センターのいける

運営法人名

住所

社会福祉法人
岩見沢市７条東13丁目
北海道社会福祉事業団 22番地３

北見市大通西２丁目１番地
社会福祉法人 川東の里
まちきた大通ビル５階

社会福祉法人
旭川旭親会

道北障害者就業・生活支援センター 社会福祉法人
いきぬき
道北センター福祉会

支援地域（市町村）

センターwebサイト

深川市・妹背牛町・秩父別町・北竜町・沼
田町・雨竜町・芦別市・赤平市・滝川市・砂
0126-35- 川市上砂川町・歌志内市・奈井江町・浦臼 http://www.doufukuji.or.jp（現在
7763
町・新十津川町・夕張市・岩見沢市・美唄 開設準備中）
市・三笠市・南幌町・長沼町・栗山町・月形
町

北見市 網走市 大空町 美幌町 津別町
http://kawahigashinosato.jp/相
0157-69- 斜里町 清里町小 清水町 訓子府町 置
談事業所案内/就業・生活支援
0088
戸町 紋別市 雄武町 興部町 滝上町
センターあおぞら/
西興部村 湧別町 遠軽町 佐呂間町

旭川市・鷹栖町･東神楽町･当麻町・比布
旭川市宮前１条３丁目３番７号 0166-38- 町・愛別町・上川町･東川町･美瑛町･幌加
http://kitano-machi.com
おぴった１F
1001
内町･富良野市･上富良野町･中富良野
町･南富良野町・占冠村

社会福祉法人
伊達市舟岡町134番地15
北海道社会福祉事業団 苫小牧市字糸井１０８番

社会福祉法人
はるにれの里

連絡先

伊達市 室蘭市 登別市 豊浦町 洞爺湖
町 壮瞥町 白老町 苫小牧市 穂別町
0142-82むかわ町 厚真町 安平町 追分町 早来
3930
町 日高町 新冠町 新ひだか町 浦河町
様似町 えりも町

http://www.dofukuji.or.jp/faciliti
es/stage_date/
http://www.dofukuji.or.jp/faciliti
es/stage_tomakomai/

石狩市花川南１条４丁目225
カナオカビル３階

0133-76- 石狩市 江別市 北広島市 恵庭市 千歳 http://www.harunire.or.jp/noike
6767
市 当別町 新篠津村
ru/

名寄市西１条南７丁目
角舘紹介ビル３階

名寄市、士別市、和寒町、剣淵町、下川
町、美深町、中川町、音威子府村、留萌
01654-2- 市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、遠
http://ikinuki.webcrow.jp/
6168
別町、天塩町、初山別村、稚内市、枝幸
町、豊富町、礼文町、猿払村、浜頓別町、
中頓別町、幌延町、利尻町、利尻富士町

その他利用者サービス向上のために必要と考
える事項
○障がいのある方々の安定した就労を支援していくため、関係機関と連携を図りながら
活動しています。
○就労支援員２名、生活支援員２名で、ケアマネージャー、教員、介護福祉士、ジョブ
コーチの資格を持ったスタッフが対応しており、多角的な視点で支援にあたっています。
○企業向けにセミナーを開催し、就労支援制度や事例など必要な知識を共有し、雇用
促進に努めています。
○在職者に対しても、定期的な職場フォロー体制を構築しており、様々な課題、悩み等
の対応をしています。
○毎年就労支援ネットワーク会議（北・中空知・南空知）を開催し、地域での課題、困難
事例の検討等を行い情報の共有を図ります。

○障がい者の雇用促進と定着を目指し、働くことを望む障がいを持った方、および障が
い者雇用に関心のある事業主を支援しています。
○就業支援担当者２名・生活支援担当者２名体制で社会福祉士・精神保健福祉士、介
護福祉士資格を有した職員を配置し様々な視点で支援を行っています。
○就労支援を行っている他、圏域内の様々な福祉（障がい）に関する相談も受けていま
す。
○紋別市において出張相談会を実施し北オホーツク地域の就労課題解決に取り組ん
でおります。

○就業支援担当者6名、生活支援担当者2名の職員体制で、社会福祉士、臨床心理
士、ジョブコーチ、相談支援専門員、保育士、ヘルパー1級等の資格を保持し、障害種
別は問わず様々な視点から支援を行ってます。
○働きたいと思っている障害者はもちろんの事、障害者雇用を考えている又は行ってい
る事業主に対し、効果的な支援が行えるよう積極的に相談支援を行っています。
○地域で安心して働き続け安心して生活が送れるよう、地域の関係機関と連携協力し
ています。

○ワンストップ支援を心情に、各地区のハローワークと連携を取り、障がいのある方々
の就労支援を展開しています。また、障がい者雇用企業や障がい者雇用を考えている
企業、医療機関等への定着支援や出張セミナー等の相談支援などニーズに対応した
支援に心がけています。
○職員体制は、就業支援担当者５名（生活困窮含む）、生活支援担当者２名、精神保健
福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、相談支援専門員、引きこもり専門等の資格者
が在籍し、多種多様な障がいケースに対応できる相談体制を整備しています。
○圏域地区への出張相談(室蘭市・登別市・白老町・苫小牧市・新ひだか町)を実施し、
地域性に配慮した密着型就労支援の実現に取り組んでいます。
○定期的な連絡会議を各地区で実施し、ハローワーク、就労継続支援事業所、相談支
援所、企業(職親会等)、行政等と連携を図っています。
○余暇支援事業(｢働く仲間の集い｣)として、働く障がい者を対象に座談会とレクリェー
ション等の交流の場を企画し、悩みの解消やリフレッシュすることで職場定着に向けた
一助として各地区で年１～２回、開催しています。

○4名体制で、社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、ジョブコーチの資格所持者や、
心理学を学んできたスタッフを配置しています。
○比較的若い支援員で構成されていますが、日々相談者支援や企業支援のノウハウ
を積み重ね、事業所としてステップアップしていけるよう取り組んでいます。
○地域の実状に応じ、研修や勉強会等も企画しています。

○相談者の「働きたい」、「働きつづけたい」希望に対して「道すじ」を一緒に考えることを
大事にしています。４名体制で、精神保健福祉士、社会福祉士、ジョブコーチ養成研修
終了者を配置しています。
○アドバイザーがケースカンファレンスに参加しセンター職員の支援のみたての検証を
行っています。相談、支援内容の見直しや職員の気づきの機会としてコンサルテーショ
ンを導入し、職員の相談、支援力の向上を図り、支援対象者へのより質の高いサービス
の提供を行えるよう取り組んでいます。

