
各事業紹介



生活介護
創作的活動や生産活動の機会の提供
身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
入浴、排せつ、食事等の身体介助
調理、洗濯、掃除等の家事援助
生活等に関する相談や助言、その他日常生活上の支援

対象者

身体障害・知的障害・精神障害・難病患者等
次のそれぞれに該当する方が利用できます。

５０歳未満 障害支援区分３
（施設入所支援を併せて利用する方は区分４）
５０歳以上 障害支援区分２
（施設入所支援を併せて利用する方は区分３）



ウィルってどんなところ？？

・場所：阪堺電車 あびこ道駅 すぐそこ！
２つの商店街のちょうど中間にある！

・大切にしていること③
地域の皆さんとのつながり

・大切にしていること①
「できないから無理」という視点ではなく
「こうすればできるんちゃう？」を考えていく

・大切にしていること②
「ありがとう」につながる活動づくり



ウィルの活動の様子



ひよこ作業所の様子①



ひよこ作業所の様子②



地域活動支援センター
（活動支援Ａ型・Ｂ型）
障がいのある人々が通い、創作的活動また
は生産活動の機会の提供等を行うことで、
自立した日常生活や社会生活を営むことが
できるよう支援しています。

対象者
Ａ型
・市内にお住まいの15歳以上の障がい者
（難病を有する人を含む）
Ｂ型
・市内にお住まいの18歳以上の障がい者
（難病を有する人を含む）



野菊の会



リカバリハウスいちご長居
アルコール・薬物・ギャンブル・ネット等の依存症や、摂食障害
等からの回復と自立を目指している方々のための施設です。

通所者でない方からの、相談にも応じています！



大阪市地域活動支援センター
（生活支援型）

精神障がいのある人に対して、精神保健福祉士等の
専門相談員や指導員による福祉サービスの利用援助
や、ピアカウンセリング等の相談支援事業を実施す
ることにより、自立した日常生活または社会生活を
営むことができるよう地域生活を支援します。また、
通所により、創作的活動等の機会の提供や社会との
交流の促進等の支援を行ないます。

→こころの相談ネット ふうが



就労移行支援

一般企業に就職を目指す障害をお持ちの方に
対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的
とした訓練や準備、就職活動支援及び就職後
の職場定着支援を行います。

→企業で働きたい方を対象に働く為に必要な
知識・能力を身につけられる場所



フォレスター☆
事業所紹介



訓練風景
・事務訓練

※ 美文字、簿記など

・マナー訓練

※ 敬語、挨拶、

ビジネスマナーなど



訓練風景

・ＰＣ訓練

※ ワード、エクセル、

パワーポイント、

フォトショップ、

イラストレーター



ホビープログラム
★ものづくり★



外部講師プログラム

・感染予防、歯科衛生

・語学学習

・耳つぼマッサージ

・相談支援について など



施設外プログラム

・外出プログラム（海遊館 など）

・防災センター（年2回）

・ハローワーク（月一回）



就労訓練

履歴書作成 面接練習 企業実習



企業見学
いろんな業種の企業様に

見学に行きます。

（特例子会社、病院、飲食、

軽作業、入力作業 など）



企業実習
（清掃現場の一例）



就労実績

年齢・性別 障がい等級 入社 業種

20 代 男 性 精神 3級 2018 年 2 月 某 病院 院内洗浄業務

20 代 男 性 精神 2級 2018 年 3 月 某 通信会社 事務補助（特例子会社）

30 代 男 性 身体 3級 2018 年 5 月 某 通信会社 事務補助（特例子会社）

40 代 男 性 精神 2級 2018 年 9 月 某 病院 院内滅菌業務

40 代 男 性 療育 B1 2018 年 9 月 某 病院 院内滅菌業務

２0 代 女 性 精神 3級 2018 年 9 月 軽作業

20 代 男 性 精神 3級 2018 年 11 月 化粧品会社

現在 7名



就労継続支援Ａ型
障がいにより企業で働くことが困難な方であって、雇用契約に基づき、
継続的に就業が可能な65歳未満（利用開始時）の下記の対象者に対し、
生産活動、その他の活動の
機会の提供、その他の就職に必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練・支援を行います。

→現時点で企業で働くことが不安だったり困難である方が
働く事が出来る場所です。

対象者
企業等に就労が困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労
することが可能な65歳未満の者（利用開始時65歳未満の者）。
具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結び
つかなかった者



南海ライフ
リレーション



就労継続支援Ｂ型・生活介護

社会福祉法人 あさか会

はぁとらんど浅香

HEART
LAND
ASAKA



就労機会と生産活動を通じて
次のステップを目指すためのサービス

 生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な支援な
どを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、
就労移行・就労継続支援（Ａ型）・一般就労への移行を目指します。

就労継続支援Ｂ型って何？？



食品加工科

パンの製造・販売

毎週水曜日、木曜日

住吉区役所にて販売

近隣高齢者施設等での販売も
行っております



洗車技術の習得・除草作業まちの洗車屋
にじ



清掃業務

館内清掃と外部清掃(各種法人内施設)



事務ビジネス科 dot.

ポストカード、メモ帳
名刺、年賀状
ちらし、冊子など

軽作業

文字入力練習

イラスト作成

仕事内容



他にも
いろいろな内職を
しています。

Ｂ型の主な軽作業(内職)

・デニムシーツ袋入れ

・ビニール折り作業

・スマホカバー袋入れ



体験、施設見学、相談等の受付
常時おこなっております。



これからのこと相談したい！
☆福祉サービスのことを知りたい

住吉区障がい者基幹相談支援センター
（自立生活センター・まいど）
TEL：06-6609-3133 FAX：06-6609-3210

☆精神の専門的な相談をしたい・サービスの利用援助の相談

地域活動支援センター（生活支援型）
（こころの相談ネット ふうが）
TEL：06-6678-9205 FAX：06-6678-7573

住吉区保健福祉センター
TEL：06-6694-9857 FAX：06-6694-9696

住吉区地域自立支援協議会
障がい福祉サービスハンドブックより



これからのこと相談したい！

☆企業で働きたいけど、何から始めたらよいのか悩んでいる方
☆働いているけど一人で悩んでいる方
☆仕事を続ける自信を無くした方、転職を考えている方

南西部地域障がい者就業・生活支援センター
TEL：06-4702-5757 FAX：06-6685-8064

住吉区地域自立支援協議会
障がい福祉サービスハンドブックより

南西部地域障がい者就業・生活支援センター
ってどんなところ？？



就業・生活支援センターとは

・働くことの意味や必要性について、一緒に考えます。
働くために必要なこと、準備することについて、共に
考えます。
・暮らすことを続けるために必要なことについて、
一緒に考えます。
・暮らすための地域の利用資源について、共に考えます。
・あなたの希望に添って働く・暮らすための目標を設定
して、支援します。 （個人支援プログラム）



<<はたらくことへのお手伝い>> 

○就業に関する相談支援
・就職に向けた準備支援

(基礎体力の向上や集中力の向上の習得のための職業準備訓練、職場実習のあっせん）
・就職活動の支援（ハローワークへの同行など）
・働き続けるためのお手伝い（企業の方との協力、関係機関との連絡調整）

○障がいのある方それぞれの障がい特性をふまえた雇用管理
についての事業所に対する助言

○関係機関との連絡調整







身体障害のある方または難病を患っている
方などに対して、障害者支援施設、障害福祉
サービス事業所または障害のある方の居宅
において、理学療法、作業療法その他の必要
なリハビリテーション、生活等に関する相談お
よび助言などの支援を行います。

利用期間：（原則18ヶ月)



知的障害または精神障害のある方に対して、
障害者支援施設、障害福祉サービス事業所ま
たは障害のある方の居宅において、入浴、排
せつ、食事等に関する自立した日常生活を営
むために必要な訓練、生活等に関する相談お
よび助言などの支援を行います。

利用期間：（原則24ヶ月)













カリキュラム
月 火 水 木 金 土

9:45 ミーティング

土曜日活動

軽作業 軽作業

軽作業

軽作業 軽作業
10:55

11:10

余暇報告 日常マナー
郊外学習
振り返り

学習(算数)

12:00

13:00

療育ゲーム
脳力活動
(脳活)

郊外学習

学習(国語)
グループ
ワーク

13:55

14:10

表現・発表 学習(算数) 療育ゲーム 健康管理

15:00

15:00
掃除

15:20

15:30 ミーティング













他者を思いやり、相手の
気持ちに立って考える
ことのできる力を
育成します！


