
あかし就労支援
サポートブック

障害のある方のための

明石市地域自立支援協議会 しごと部会
■事　務　局　明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター （愛称「ほっと」）
■住　　所　〒673ー0037 兵庫県明石市貴崎１丁目５番13号（明石市立総合福祉センター１階）
■電話番号　078ー924ー9155　　■ファクシミリ　078ー924ー9134

◎ 明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター は、平成24年10月１日から明石市より委託を受けた相談支援機関です。
　 運営は、社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 がおこなっています。

平成31年３月発行

明石市地域自立支援協議会ホームページ http://www.akashi-jiritsushien.jp/明石　自立支援協議会 検索
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あかし就労支援サポートブックの発行にあたって

　あかし就労支援サポートブックは、”障害があっても社会で働きたい！”

　”働く準備をするための「 就労移行支援事業所 」ってどこにあるんだろう？”
　”どんなことをするんだろう？”
　”就職した後も応援してくれるんだろうか？”

　そんな声にお応えして、必要な情報を分かり易くまとめました。

　将来、就職を考えている方、就労移行支援事業所の利用を考えている方や関係機関の方々に広
くご活用いただければ幸いです。

明石市地域自立支援協議会　しごと部会
「 あかし就労支援サポートブック 」プロジェクト



就労移行支援事業所とは？
　企業への就労を希望している原則18歳から65歳未満の障害者が対象で、
・一般就労等への移行に向けて、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練。
・適性に合った職場探し。
・職場への定着のために必要な相談等の支援。
　以上のようなサービスを受けることができます。

就労継続支援A型とは？
　企業への就労が困難な人に、就労の機会を提供します。雇用契約を結ぶので、最低賃金が保証
されます。健康状態や体力など、現在の状態で一般就労は困難であるが、短時間で週5日の勤務が
可能な方が「働く場」として利用されます。
※�就労移行支援を利用後に、企業等への就職が困難であった場合、就労継続支援A型への就職とな
る場合があります。P5からP10の各事業所の就労実績を参考にしてください。

就労継続支援B型とは？
　企業への就労が困難な人に、就労の機会を提供します。健康状態や体力に不安があり、毎日の
通所が困難な場合も利用可能です。「働く場」として利用していただきますが、雇用の形態をと
らないため、就労支援A型のような最低賃金の保障はありません。

就労継続支援A型・B型と就労支援の違いとは？
就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型

目　　的 就労に向けての訓練 働く場

対象者 原則 18歳以上 65歳未満
※条件により例外あり

雇用契約 なし 原則あり なし

賃金・工賃 原則なし（P5～１0参照）最低賃金の保証あり

事業所によって違います。
全国平均工賃
月 15,603 円
（平成 29年度）

利用料 前年度の収入によって利用料がかかります。（P12のQ＆A３参照）

利用期間
原則 2年

※延長が 1年以内で認め
られる場合あり

制限なし 制限なし
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電話をして見学、体験をしてください。（何カ所か行ってみることをお勧めします。）

市役所障害福祉課　窓口までお越しください。郵送での提出希望の場合は、
お電話（078ー 918ー 1344）ください。

市役所職員、または調査員が、全国共通の質問票により、心身の状況や日常生活のご様子をうか
がいます。

調査や「サービス等利用計画案」の内容を踏まえ、サービス内容を決定し、受給者証を発行します。
相談支援専門員が「サービス等利用計画」を市に提出します。

※受給者証は利用契約時と、月に一回、事業所に提出し、確認を受けてください。

相談支援専門員が生活歴や職歴、日常生活の様子、サービス利用意向をうかがいます。
※③の調査時に相談支援専門員が同席し、④の聞き取りを同時に行う場合があります。
後日、作成されたサービス等利用計画案をご確認いただき、サインをしてください。その後、
相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を市に提出します。

■就労移行支援事業の利用にあたってのお問い合わせ
住所：〒６７３－８６８６　明石市中崎１丁目５－１
　　明石市役所　福祉局生活支援室　障害福祉課　

電話：０７８－９１８－１３４４　　ファクシミリ：０７８－９１８－５２４４

サービス利用までの流れ

①就労移行支援事業所を探す。（P5 から P10 参照）

②申請書提出

③認定調査

⑤障害福祉サービス受給者証をご自宅に郵送します。

⑥就労移行支援　利用開始

④サービス等利用計画案の作成
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●このガイドブックは、平成31年2月の情報を基準に、明石市地域自立支援協議会しごと部会の
　各ワーキンググループ活動に参加している事業所のみなさんの了承を得たうえで掲載しています。 
●掲載している内容は、各事業所の責任において作成されています。 
●くわしくは、各事業所へお問い合わせください。
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ガイドマップ

【 明石市内 】
番号 事業所名 所在地 電話（上段）

FAX（下段）

1 EnTry 〒673－0881
明石市天文町２－３－25�３階

078－917－1122
078－939－2102

2 Small�Steps�なゆた 〒673－0881
明石市相生町２丁目２番12号�ＫＫＫ第３ビル

078－915－1355
078－913－8007

3 ハンズ明石 〒673－0898
明石市樽屋町８－32�甲南アセット明石第一ビル５F

078－911－6900
078－911－6900

4 アイ・ワークス西明石 〒673－0016
明石市松の内２－６－８　西明石スポットビル3階

0120－803－721
078－330－8535

5 ハッピークラフト 〒674－0068
明石市大久保町ゆりのき通1－5－27

078－934－1201
078－934－1211

6 サポートセンター曙�こねくと 〒674－0054
明石市大久保町西脇726

078－935－0004
078－935－0004

7 ステップあっぷ西江井島 〒674－0065
明石市大久保町西島742番３号

078－995－8292
078－939－4929

8 波の家職業訓練センター 〒674－0084
明石市魚住町西岡字戌ノ方谷2176－15－２F

078－946－7692
078－946－7694

就労移行支援事業所一覧　（明石就労支援　ネットワーク参加事業所）
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【 明石市外 】
番号 事業所名 所在地 電話（上段）

FAX（下段）

9 あけぼのの家 〒651－2181
神戸市西区曙町1070

078－927－2727
078－925－9228

10 アゲインファーム 〒651－2267
神戸市西区平野町西戸田594－11

078－983－7276
078－983－7276

11 ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス神戸
〒650－0027
神戸市中央区中町通2－3－2
三共神戸ツインビル2階

078－366－6205

078－366－6208

12 Ｐ＆Ｃ人財センター 〒675－1114　加古郡稲美町国岡1123
079－492－6764
079－492－6836

就労移行支援事業所一覧　（明石就労支援　ネットワーク参加事業所）
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2 Small Steps なゆた
●団体概要

●活動内容など

運営団体　医療法人社団東峰会
　　　　　〒673ー0882
　　　　　明石市相生町２丁目２番１２号　ＫＫＫ第３ビル
　　　　　t078ー915ー1355　f078ー913‐8007
　　　　　  small-steps@tohokai.jp
　　　　　  www.tohokai.jp

活　動　日　月～金　　活動時間　9：20～15：20
利用定員　12名　　主たるサービス利用者　精神・発達
主な活動内容　��働く力を身につける訓練（内職・所外作業）

働き続ける力をつけるプログラム（SST等）
仕事に就くためのプログラム（面接練習等）
定着支援・家族支援

工　　賃　H29年度　平均5,240円（月額）
昼　　食　なし（お弁当の注文可）
就労実績　H29年度9名／H30年度（2月末時点）8名
定着支援事業　Small�Stepsひかり
併設事業　就労継続支援Ｂ型、定着支援

なゆたは精神科に通院して
いる方（精神・発達障害）
の「働きたい」希望を実現
するベースステーションで
ありたいと願っています。
定着支援、ご家族への支援
を大切にしています。

ひとことメッセージ

1 EnTry
●団体概要

●活動内容など

運営団体　社会福祉法人すいせい
　　　　　〒673ー0881
　　　　　明石市天文町2ー3ー25　3階
　　　　　t078ー917ー1122　f078ー939ー2102
　　　　　  entry@entry@sfsuisei.org
　　　　　  www.sfsuisei.org

活　動　日　月～金（土曜日も開所する日有）
活動時間　9：30～14：30　　利用定員　15名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達
主な活動内容　��ヤマトDM便配達作業・企業実習・軽作業・

PC演習（プログラミング）・グループワーク
工　　賃　H29年度　平均10,000円（月額）
昼　　食　なし（持参いただいています）
就労実績　�H29年度7名／H30年度（2月末時点）5名

（内、A型事業所1名）　
定着支援事業　なし

「より早く一般就職したい」
「実践的な訓練を受けたい」
などのニーズにお応えする
ことをテーマにしていま
す。実際の企業インターン
や、福祉の専門資格、プロ
グラミング等の専門スキル
を持った職員が、多面的に
就職までをサポートします！

ひとことメッセージ
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4 アイ・ワークス西明石
●団体概要

●活動内容など

運営団体　ツインズワークス株式会社
　　　　　〒673ー0016
　　　　　明石市松の内2丁目6ー8　西明石スポットビル3Ｆ
　　　　　t0120ー803ー721　f078ー330ー8535
　　　　　  iworks@twinsworks.com
　　　　　  http：//twinsworks.com/

活　動　日　月～土・祝
活動時間　10：00～15：00　　利用定員　20名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達・難病
主な活動内容　��ＰＣ訓練・各種検定試験対策・履歴書添削・�

面接練習・グループワーク・ビジネスマナー・
模擬会社での訓練・一般企業における体験
実習など

工　　賃　なし　　昼　　食　あり（無料）
就労実績　H30年度（２月末時点）6名
定着支援事業　なし

2017 年７月に開所☆
Youtube 動画本数！
日本第 3位（当社調べ）の
就労移行支援事業所です。
今すぐチェック♪

ひとことメッセージ

3 ハンズ明石
●団体概要

●活動内容など

運営団体　一般社団法人ハンズ
　　　　　〒673ー0898
　　　　　明石市樽屋町8ー32　甲南アセット明石第一ビル5F
　　　　　t078ー911ー6900　f078ー911ー6900
　　　　　  akashi@hands.hyogo.jp
　　　　　  http：//hands.hyogo.jp

活　動　日　月～土　　活動時間　10：00～15：00　
利用定員　20名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達・難病
主な活動内容　��就労に向けたプログラム（PC、軽作業、

ビジネスマナー、秘書検定、ペン字・コミュ
ニケーション、SST、セルフケアなど）・就職
活動の支援、職場定着の支援

工　　賃　0円
昼　　食　提供しておりません。各自でご用意ください。
就労実績　H29年度14名／H30年度（2月末時点）8名　　
定着支援事業　なし　　併設事業　なし

「働きたい」という希望を
実現できるようにさまざま
な就労プログラムを提供し、
個別に合わせた目標を一緒
に考えて支援しています。

ひとことメッセージ
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5 ハッピークラフト
●団体概要

●活動内容など

運営団体　社会福祉法人　ゆほびか
　　　　　〒674ー0068
　　　　　明石市大久保町ゆりのき通1丁目5番地27
　　　　　t078ー934ー1201　f078ー934ー1211
　　　　　  yuhobikaseisin�@yahoo.co.jp
　　　　　  http://www.yuhobika.jp/

活　動　日　月～土
活動時間　9：00～16：00
利用定員　６名
主たるサービス利用者　知的・身体・精神・発達
主な活動内容　��一般就労に向けたプログラムとして現場体験・

企業実習、イベント販売参加など。企業から
の受託作業。

工　　賃　H29年度　8,000～12,000円（月額）
昼　　食　あり（栄養士が献立した日替わりメニュー）
就労実績　H29年度１名／H30年度（2月末時点）１名
定着支援事業　なし
併設事業　なし

働くことを通じて社会参加する
「共生」を目標としています。
社会生活に近い作業訓練環境
を作り、自立に向け基礎的な
指導訓練及び最終的な社会生活
援助支援を行っていきます。
働くことは、生きがいと楽しさ
を感じる場として労働習慣が
身に付くように繰り返しの作業
訓練を大切にしています。

ひとことメッセージ

6 サポートセンター曙　こねくと
●団体概要

●活動内容など

運営団体　社会福祉法人　明桜会
　　　　　〒674ー0054
　　　　　明石市大久保町西脇726
　　　　　t078ー935ー0004　f078ー935ー0004
　　　　　  info-akebono@meioukai.com
　　　　　  http：//www.meioukai.com

活　動　日　月～金　土曜日開所も有り
活動時間　9：00～16：30　　利用定員　15名
主たるサービス利用者　知的・発達・精神
主な活動内容　��軽作業での生産体験、施設外での作業体験、

地域企業での　職場実習、毎日の座学での
SST・グループワーク実施。その他レクレー
ション・OB会・心理士による個別面談実施。

工　　賃　H29年度平均　3,600円（月額）
昼　　食　なし（お弁当の注文可）
就労実績　�H29年度6名（内A型事業所1名）
　　　　　H30年度（2月末時点）8名（内A型事業所1名）
定着支援事業　あり　　併設事業　就労継続支援Ｂ型、定着支援

2002 年より就労に特化した通過
型施設として活動を続けています。
以来、約 140 名の方が社会で活躍
されています。作業・学習・実習・
職場見学をとおして一般就労に
必要なスキルの向上や意識の向上を
図ります。職場実習では働くことを
イメージできる経験をし、働ける
自信をつけていただきます。また
就労後の定着支援においても企業や
ご家族とも連携し、職業生活全般の
支援をしています。

ひとことメッセージ
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8 波の家職業訓練センター
●団体概要

●活動内容など

運営団体　一般社団法人　波の家福祉会
　　　　　〒674ー0084
　　　　　明石市魚住町西岡字戌ノ方谷2176ー15ー2F
　　　　　t078ー946ー7692　f078ー946ー7694
　　　　　  ホームページよりお問い合わせください
　　　　　  https：//naminoie.com/

活　動　日　月～金
活動時間　9：30～15：30
利用定員　6名
主たるサービス利用者　知的・精神・発達
主な活動内容　��マナー講座、資格取得サポート、面接対策

企業実習、内職作業
工　　賃　H30年度（2月末時点）　平均7,383円（月額）
昼　　食　あり（実質無料）
就労実績　�H29年度3名（内、A型事業所1名）
　　　　　H30年度（2月末時点）3名（内、A型事業所2名）
定着支援事業　なし　　併設事業　就労継続支援Ｂ型

一般就労を目指し、ビジネス
マナー講座、パソコンや簿記
など資格取得をサポートする
カリキュラムや企業での実習
体験、内職作業を行ってい
ます。

ひとことメッセージ

7 ステップあっぷ西江井島
●団体概要

●活動内容など

運営団体　特定非営利活動法人　かがやき
　　　　　〒674ー0065
　　　　　明石市大久保町西島742番3号
　　　　　t078ー995ー8292　f078ー939ー4929
　　　　　  tanaka@step-up-kagayaki.org
　　　　　  http：//www.liens-group.com/
　　　　　　��news/kagayaki/1116.html

活　動　日　月～金　土日も開所すること有
活動時間　9：30～15：30　　利用定員　6名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達
主な活動内容　��半田・基板などの工業系内職、文具系内職、野菜の皮

加工、エコクラフトなどの自主製品の製作、販売、
農作業施設外就労先でのアンテナ部品組立て作業などの
ライン作業、春・秋の遠足、忘年会等のレクリエーション

工　　賃　H29年度　平均16,500円（月額）
昼　　食　お弁当の注文　50円／1食
就労実績　H29年度7名／H30年度（2月末時点）3名
定着支援事業　なし　　併設事業　就労継続支援Ｂ型

工業系内職、文具系内職、
野菜の皮加工などの室内作業の
ほか、屋外ではデイサービスの
清掃や病院外清掃、農作業など、
多岐にわたっての作業を提供し、
一般就労に向けての準備・訓練
をしております。
就労支援においてはハローワーク
等の社会資源と連携し、ご本人、
ご家族のニーズにこたえる支援
を行っております。

ひとことメッセージ
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10 アゲインファーム
●団体概要

●活動内容など

運営団体　特定非営利活動法人　アゲイン
　　　　　〒651ー2267
　　　　　神戸市西区平野町西戸田594－11
　　　　　t078ー983ー7276　f078ー983ー7276
　　　　　  info@again-kobe.com
　　　　　  http：//again-kobe.com

活　動　日　月～金　土曜も開所する日あり
活動時間　9：00～17：00
利用定員　6名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達
主な活動内容　��農場での農作業、近隣農家への施設外作業、

野菜の袋詰め・出荷作業、パンの製造・出荷
作業

工　　賃　H29年度　平均22,000円（月額）
昼　　食　なし（お弁当の注文）
就労実績　H29年度1名（内、A型事業所1名）／H30年度なし
定着支援事業　なし　　併設事業　就労継続支援Ｂ型

生産作業・出荷作業を行い
ながら一般就労への移行
に向けた訓練を行っていき
ます。
また、作業を行う事で工賃
も発生します。

ひとことメッセージ

9 あけぼのの家
●団体概要

●活動内容など

運営団体　社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団
　　　　　〒651ー2181
　　　　　神戸市西区曙町1070
　　　　　t078ー927ー2727　f078ー925ー9228
　　　　　  info-akebono@hwc.or.jp
　　　　　  http：//www.hwc.or.jp/akebono/

活　動　日　月～金（月1回土曜あり　希望のみ）
活動時間　9：00～16：00　　利用定員　10名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達
主な活動内容　��作業訓練（パン販売・自動販売機管理等）、�

就労準備訓練（座学、個別学習、グループワーク）、
一般企業でのしごと体験、求職活動

工　　賃　H29年度　平均19,177円（月額）
昼　　食　あり（310円で提供）
就労実績　�H29年度10名（内、A型事業所4名）
　　　　　H30年度（2月末時点）6名
定着支援事業　あり　　併設事業　就労継続支援Ｂ型

基礎訓練では、施設内での
作業を通して労働習慣や
マナーなどを身につけ、実践
訓練では、実際の企業で様々
な仕事を体験し、最終的に
適職での就労に繋げます。
さらに、就職後の定着も支援
します。

ひとことメッセージ
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11 LITALICO ワークス神戸
●団体概要

●活動内容など

運営団体　株式会社LITALICO
　　　　　〒650ー0027
　　　　　神戸市中央区中町通2ー3ー2　三共神戸ツインビル2F
　　　　　t078ー366ー6205　f078ー366ー6208
　　　　　  ml_kobe_wk@litalico.co.jp
　　　　　  https：//works.litalico.jp/
　　　　　　��center/hyogo/kobe/

活　動　日　平日・土祝・月1回の日曜
活動時間　8：30～17：30
利用定員　20名
主たるサービス利用者　身体・知的・精神・発達・難病など
主な活動内容　��就労に必要な知識やスキル向上のための

プログラムなど
工　　賃　なし　　昼　　食　なし
就労実績　H29年度20名／H30年度（2月末時点）20名　　
定着支援事業　あり
併設事業　定着支援

私たちは「そのひとり」の
希望する未来を共につくる
ことを大切に就労支援して
います。
まずはお気軽にお問い合わせ
ください★

ひとことメッセージ

12 P&C 人財センター
●団体概要

●活動内容など

運営団体　特定非営利活動法人　P&C人財センター
　　　　　〒６７５－１１２３
　　　　　加古郡稲美町国安１１２３
　　　　　t079ー492ー6764　f079ー492ー6836
　　　　　  ホームページよりお問い合わせください
　　　　　  http：//www.npo-pc.com/

活　動　日　月曜日から金曜日
活動時間　9：00～16：00　　
利用定員　10名
主たるサービス利用者　知的・発達
主な活動内容　��社会性向上の為の講習・研修・面談、様々な

作業を通じた能力アップ、一般企業における
体験実習

工　　賃　H29年度　平均23,000円（月額）
昼　　食　なし（お弁当の注文）
就労実績　H29年度4名　H30年度（2月末時点）4名
定着支援事業　なし　　併設事業　就労継続支援Ｂ型

働きたい！ 働き続けたい！
私 た ち は 知 的 障 害 者 の
皆さんのそんな思いを応援
する NPO 法人です。就職
支援とその後の定着にむけて
全力でサポートいたします。

ひとことメッセージ
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●明石市内指定特定相談支援事業所　※平成31年2月末現在

事業所名
対象者

所在地 電話（上段）
ＦＡＸ（下段）身

体
知
的
精
神

1 ネオライフ共済 ○ ○ ○ 〒673ー0032
明石市立石2ー1ー46�

078ー585ー7840
078ー585ー7840

2 相談支援事業所
ひだまり ○ ○ ○ 〒673ー0041

明石市西明石南町1ー12ー20　ヴィラ寿ハイツ301号
078ー924ー0506
078ー924ー0507

3 特定相談支援事業所
リーフ ○ ○ ○ 〒674ー0069

明石市大久保町わかば10ー28
078ー962ー4403
078ー962ー4406

4 うみのほしウエスト
相談支援事業所 ○ ○ ○ 〒674ー0083

明石市魚住町住吉2ー26ー4　ベネフィス魚住Ⅰ202号
078ー915ー7408
078ー915ー7403

5 ホームヘルプステーション
ふくふく ○ ○ ○ 〒673ー0041

明石市西明石南町2ー7ー13　錦江ビル102
078ー921ー2550
078ー921ー2550

6 ファミリーケア
友愛 ○ ○ ○ 〒673ー0003

明石市鳥羽1746
078ー920ー1350
078ー920ー1351

7 誠 ○ ○ ○ 〒673ー0023
明石市西新町1ー22ー16　幸陽マンション1F

078ー921ー0510
078ー921ー0511

8 特定相談支援事業所
みち ○ ○ ○ 〒673ー0044

明石市藤江1651ー64
078ー948ー2988
078ー948ー3033

9 Ｍ’Ｓケアサービス ○ ○ ○ 〒674ー0067
明石市大久保町大久保町963ー11

078ー945ー5555
078ー945ー5555

10 相談支援ふらふ ○ ○ ○ 〒673ー0046
明石市藤が丘1ー28ー15

078ー926ー1226
078ー926ー1227

11 障害者地域生活支援センター
ほほえみ ○ ○ ○ 〒674ー0068

明石市大久保町ゆりのき通1ー5ー27
078ー934ー1201
078ー934ー1211

12 博由園 ○ 〒674ー0051
明石市大久保町大窪2573ー16

078ー936ー7335
078ー934ー2885

13 相談支援事業所オアシス ○ 〒673ー0886
明石市東仲ノ町3ー25�アスピア明石東館207

078ー915ー0622
078ー915ー0623

14 明石市社会福祉協議会 ○ ○ 〒674ー0092
明石市二見町東二見842ー3

078ー949ー3330
078ー949ー3331

15 ＳＯＲＡ ○ ○ ○ 〒673ー0870
明石市朝霧南町2ー233ー6

078ー220ー7687
078ー220ー7687

16 相談支援事業所ピコタン ○ ○ ○ 〒674ー0067
明石市大久保町大久保町888ー1　エートルウールー103号

078ー995ー9982
078ー995ー9982

17 相談支援事業所まどか ○ ○ ○ 〒673ー0018
明石市西明石北町1ー16ー23　ハイツセラ103号

078ー925ー6011
078ー929ー5633

18 相談支援事業所居場所 ○ 〒673ー0005
明石市小久保2ー1ー1�YSビル4F

078ー920ー8124
078ー920ー8794

19 明石波の家相談支援事業所 ○ ○ ○ 〒674ー0081
明石市魚住町錦が丘１－19－８－202

078ー946ー7692
078ー946ー7692

20 明石第２波の家相談支援事業所 ○ ○ ○ 〒674ー0081
明石市魚住町錦が丘１－19－８－201

078ー946ー7692
078ー946ー7692

21 アスター相談支援センター ○ ○ ○ 〒673ー0008
明石市沢野2ー6ー15

078ー921ー2481
078ー921ー2482

22 相談支援事業所はぁとふり～ ○ ○ ○ 〒674ー0058
明石市大久保町駅前1丁目3ー4　ローダンセ大久保101号

078ー936ー1600
078ー936ー1620

23 ｏｆｆｉｃｅ　Ｇｒｅｅｎ ○ ○ ○ 〒673ー0011
明石市西明石町2ー5ー8

078ー924ー8812
078ー924ー1133
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Q＆Aコーナー
Q１　就労移行支援を利用するにはどうしたらいいですか？
A １　��このサポートブックの事業所一覧を参考にしていただき、直接事業所に電話をしてください。見学や、

体験をしていただくと、事業所の特色を知ることができ、自分に合っているかどうかがわかります。
その後の利用までの流れはP２「サービス利用までの流れ」を参考にしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※その他の事業所についてはインターネット「WAM　NET」を検索してください。

Q２　利用するために必要な要件を教えてください。
A ２　年齢は、原則18歳以上65歳未満の一般就労を目指す方です。
　・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者。
　・自立支援医療を利用している方。
　・難病の診断を受けておられる方。
　・��精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療を利用していなくても、医師の診断書などでサービスを利用
できる場合があります。詳しくは明石市障害福祉課（078-918-1344）にお問い合わせください。

Q３　利用すると利用料はかかりますか？
A ３　��利用料は1割を自己負担、9割を自治体が負担します。さらに自己負担額の上限は前年度の収入に

よって違います。
収入状況 負担上限月額

生活保護を受給されている方 0円
市民税が非課税の方 0円
前年度に収入があり、市民税の所得割額が 16万円未満の方 9,300 円
前年度に収入があり、市民税の所得割額が 16万円以上の方 37,200 円

　（注）配偶者がおられる場合はお二人の収入で自己負担額が決まります。
　（注）��入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム利用者は市民税課税の場合、所得割の金額に

かかわらず、負担上限月額は37,200円です。

Q４　就労移行支援は2年しか利用できないと聞きました。再利用や延長はできないのでしょうか？
A     4　��2年間就労移行支援事業所に通所し、就職後、何らかの理由で退職、再度就労移行支援が必要になる

ことがあります。その場合は、再度利用可能です。また、2年通所したが、就職に至らず、もう少しで
就職ができる状態など利用の延長が必要な場合があります。その場合は、利用延長の申請をしていた
だき、審査会（学識者や医師、保健師、福祉の専門職で構成されています）の意見を聴き、利用延長
可否の判断をさせていただきます。最大1年の延長が可能な場合があります。

Q５　事業所へ通所するときの交通費の助成について教えてください。
A  ５　��半年分(4月～9月、10月～3月)ごとに事業所を通して通所日を把握し、支給額が指定した口座に

振り込まれます。振込時期は前半11月ごろ、後半5月ごろです。
　※定期券代と通常運賃を比べて低い額を助成します。
　※通所開始日が月の途中からの場合は、翌月からの支給となりますのでご注意ください。

Q６　就労定着支援について教えてください。
A  ６　��障害をお持ちの方が働き続けることができるよう支援をしています。就労に伴う環境の変化により、

生活面・就業面の課題が生じている場合に利用ができます。利用のための申請を市役所障害福祉課に
提出してください。

　��支援の内容は、月に1回以上の職場訪問、対面による相談などです。その他、事業所によって特色が
あります。P5～１0の事業所一覧で就労定着支援を提供している事業所を確認し、問い合わせをして
ください。就労移行支援など通所施設を利用後に就職した人が6か月経過後から3年間利用できます。

Q７　就労移行支援終了後、6か月間は就労定着支援のようなサポートはないのでしょうか。
A   7　��6か月間は職場に定着するための支援が、通所していた就労移行支援事業所によって行われます。

支援内容については各事業所にお問い合わせください。

　��その他、ご不明な点がありましたら、明石市役所　福祉局　生活支援室　障害福祉課(TEL０７８－
９１８－１３４４　ファクシミリ　078－918－5244)までお問い合わせください。
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就労移行を利用した就職事例

【プロフィール】20代女性、発達障害、専門学校卒、就労経験なし

困りごと・ニーズ
・学生時代に引きこもり、対人面の苦手さや不安がある。
・就職したいが、何から始めて良いかわからない。
・社会経験がなく、働くことが不安。適職を一緒に考えて欲しい。
・理解が遅いのがコンプレックス。指示理解ができているか不安。

本人の話
●�訓練を通じてコミュニケーションの楽しさがわかるようになり、ストレスの発散方法や
心のケアができるようになりました。
●�担当の職員の方には辛い時に支えてもらい、現在も支援体制があり安心して働くことが
できています。
●�これからも学んだビジネスマナーなどを実践し、真面目に仕事に取り組んでいきたいです。

企業の方のコメント
●��発達障害の方の雇用が初めてなので、最初は不安でしたが、支援機関やご本人から必要な
配慮を聞いて業務量の調節や指示の方法を工夫しています。
●��現在では、必要なサポート方法がわかり、安心して仕事を任せています。

訓練での支援内容
■�指示の受け方や報告・連絡・相談の
訓練

■�職場を想定したコミュニケーション
の練習

■�自分の特性や職業適性を知る
■�ストレス対処の方法を持つようにする

就 職 後
■職種：事務補助
＜支援内容＞
■�本人から職場の方に質問や相談が
できる関係を築けるよう橋渡しを行う

■�企業に本人が理解しやすい指示の
方法をお伝えする

職場実習
■�職場実習を通じて適性や働きやすい
環境を確認
■�指示を理解して正確に作業するポイント
を確認し、実践できるようにする

就職活動
■希望条件を整理し、求人を検討
■応募書類の作成指導
　および添削
■面接練習
■面接同行
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明石市地域自立支援協議会の役割
　「地域自立支援協議会」は、障害者総合支援法に基づき、障害のある人が暮らしやすい地域づくりを
目標にして、障害者・児福祉に関わる関係者があつまり協議をおこなう場です。
　「明石市地域自立支援協議会」は、平成22年２月に発足し、活動してきました。

　障害のある人のさまざまなニーズに対応していくためには、保健・医療・福祉・教育・就労等の多くの
分野・多職種により、多様な支援が連携して、一体的かつ継続的におこなわなければなりません。

　障害があっても、なくても、誰もがしあわせに暮らすことのできる「明
しゃ
石
かい
」となるために、明石市地域

自立支援協議会・専門部会（くらし部会・しごと部会・こども部会）は、知恵を出し合い、しっかりと考え、
発信を続けていきます。

　みんなで�明日�の「�明
しゃ
石
かい
�」を�つくりましょう�！！

全体会

全体会委員

運営会議

運営会議委員

しごと部会 本会議

しごと部会委員・オブザーバー

チャレンジ！！
チャレンジウィーク
就労に関わる事業者
支援者など

就労継続支援B型
事業所職員

B型事業所
ネットワーク

就労している方
就労を目指している方など

はたらくなかまの
つどい

一般就労に関わる事業者
支援者

（就労移行支援事業所、
ハローワーク、
特別支援学校など）

明石就労支援
ネットワーク

しごと部会活動方針
・�<しごと部会>は、明石市地域自立支援協議会の専門部会として、平成26年度の専門部会
の改編により発足しました。
・�<しごと部会>は、障害種別にかかわらず、「めざせ就労！」をスローガンに、「明石市
第５次障害者計画」における主な課題の解決に向け、顔のみえるネットワークづくりを通
して議論をしています。
・�<しごと部会>は、障害のある方達の「しごと」「はたらくこと」に関するテーマを幅
広く取り扱い、現状を把握し、課題の解決に取り組むことを目的とします。
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あかし就労支援
サポートブック

障害のある方のための

明石市地域自立支援協議会 しごと部会
■事　務　局　明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター （愛称「ほっと」）
■住　　所　〒673ー0037 兵庫県明石市貴崎１丁目５番13号（明石市立総合福祉センター１階）
■電話番号　078ー924ー9155　　■ファクシミリ　078ー924ー9134

◎ 明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター は、平成24年10月１日から明石市より委託を受けた相談支援機関です。
　 運営は、社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 がおこなっています。

平成31年３月発行

明石市地域自立支援協議会ホームページ http://www.akashi-jiritsushien.jp/明石　自立支援協議会 検索

「企業で働きたい !」
でも…不安な事がある。
という方々が利用できる

就労移行支援事業所のガイドブックです。

「企業で働きたい !」
でも…不安な事がある。
という方々が利用できる

就労移行支援事業所のガイドブックです。

「企業で働きたい !」
でも…不安な事がある。
という方々が利用できる

就労移行支援事業所のガイドブックです。

「企業で働きたい !」
でも…不安な事がある。
という方々が利用できる

就労移行支援事業所のガイドブックです。
平成31年３月

明石市地域自立支援協議会 しごと部会

あかし就労支援サポートブックの発行にあたって

　あかし就労支援サポートブックは、”障害があっても社会で働きたい！”

　”働く準備をするための「 就労移行支援事業所 」ってどこにあるんだろう？”
　”どんなことをするんだろう？”
　”就職した後も応援してくれるんだろうか？”

　そんな声にお応えして、必要な情報を分かり易くまとめました。

　将来、就職を考えている方、就労移行支援事業所の利用を考えている方や関係機関の方々に広
くご活用いただければ幸いです。

明石市地域自立支援協議会　しごと部会
「 あかし就労支援サポートブック 」プロジェクト


