働く障がいのある方
を応援しませんか！
道内では、約４９万人の障がいの
ある方が地域で暮らしています。
障がいがあっても、作業を工夫したり、職場内の配慮など
により、企業で継続的に働く方が増えてきていますが、
まだ多くの方が就職を待ち望んでいます。
障がい者の就労支援ロゴマーク
障がい者を花に、受け入れる側を葉に例えています。葉がなくては花は咲き
ません。障がい者は、周りの支援があってこそ笑顔で働くことができます。
北海道 障がい ロゴ
※ロゴマークはご利用いただけます、詳しくは
検索

なぜみんなで応援することが必要なのでしょうか？
社会全体として

企業として

障がいのある方が、安心して地域で
暮らせる地域は、誰にとっても暮ら
しやすい地域です。いつ自分が支援
される立場になるかも分かりません。
身近な問題として、障がいのある
方のことを考えましょう。

障がいのある方の雇用は企業の社会的責任と
なっています。
雇用にあたっては、トライ
アル雇用や障害者雇用納付金
制度に基づく助成金などの
各種制度を活用することが
できます。

多くの方が働くことを希望しています

生活の糧として

平成２４年度の就職率が４６％と、未だ半数
以上の方が求職活動を行っています。

企業で働くほか、授産事業所で製品づくりや軽
作業といった生産活動を行っていますが、全道の
１ヵ月平均の賃金は１万９千円程度と低く、
社会保障給付と併せても、
経済的に自立した生活を
送る水準に達していない
状況です。
授産製品の購入や作業の
発注により、障がいのある
方を支えることにつながり
ます。
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裏面は更に詳しく！

H24

北海道 保健福祉部 福祉局 障がい者保健福祉課
℡：011-231-4111 （内線25-7３１）
北海道 障がい

検索

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/index.htm

消費者の皆さまへ
民間企業とのタイアップ事業
企業の皆さまのご協力をいただいて授産製品の販路を拡大中です。このほかにも販売イベントは随時開催しておりますので
道ホームページをチェックし、ぜひ、お買い求めください。
◆(株)イトーヨーカ堂 様
イトーヨーカ堂アリオ札幌店において、毎月２日間授産製品フェアを開催しています。
◆イオン北海道(株) 様
イオン釧路昭和店で、毎月２日間、授産製品を販売する「福祉の店ぴゅあめいどまーけっと」
を開催するほか、イオン苫小牧店・帯広店でも毎月２日間、「福祉の店チャレンジドショップ」
を開催しています。
◆(株)セイコーマート 様
セイコーマートのクラブカードポイントカタログに授産製品専用ページを設け、交換景品として
お取り扱いいただいています。

企業の皆さまへ

障がいのある皆さまへ

障がい者雇用に関する支援

◆各種相談について

◆ハローワーク（公共職業安定所）

お近くの相談支援事業所にご相談ください。
相談支援事業所は、市町村福祉窓口へお問い合わせく
ださい。

雇用管理上の助言、専門機関の紹介、各種助成金の
案内など。詳しくは、最寄りのハローワーク
またはこちら ⇒ https://www.hellowork.go.jp/

◆ハローワーク（公共職業安定所）

◆北海道障害者職業センター

就職の相談、職業紹介等を行っています。
詳しくは、最寄りのハローワーク
またはコチラ ⇒ https://www.hellowork.go.jp /

職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する相談など。
詳しくはコチラ ⇒ http://www.jeed.or.jp/
( （TEL：011-747-8231）

◆北海道障害者職業センター

◆北海道高齢・障害者雇用支援センター
新たな雇い入れや継続雇用のための助成金の相談
など。詳しくはコチラ ⇒ http://www.jeed.or.jp/
( （TEL：011-200-6685）

◆障害者就業・生活支援センター

社会貢献のＰＲ
◆障がい者就労支援企業認証制度
働く障がい者の応援に取り組む企業等
を、一定の基準により評価･認証する
制度です。
《認証企業のメリット概要》
・入札上の優遇 ・随意契約上の配慮
・道の低利融資制度の貸付対象 等
詳しくは

(

就職の相談、職業準備支援、職場適応援助者(ジョブ
コーチ)に関する相談など。
詳しくはコチラ ⇒ http://www.jeed.or.jp/
（TEL：011-747-8231）

北海道 障がい 企業

就職や在職中の問題を抱え支援を必要とする方に、
雇用や福祉の関係機関と連携し、就業面や生活面の一体
的な支援を行っています。
センター名

北海道 アクション

検索

授産事業所で働く障がい者の応援
企業から道内の授産事業所への仕事
の発注をマッチングする専用ページです。
専任スタッフが企業のニーズに応じた
仕事が可能な事業所の紹介も行います。
詳しくは

ナイスハートネット

検索

お問い合わせ先：北海道障がい者就労支援センター

TEL：011-241-3982

札幌市 西 1 丁目 1-18
丸増ビル 301 号室
小樽市花園 2 丁目
6番7号
プラムビル 3F

ＴＥＬ
ＦＡＸ

開所日時

011-728-2000
011-802-6152

月～金 9:00～17:00

0134-31-3636
0134-24-2455

月～金 8:30～17:30
土
9:00～12:00

後志

すてっぷ

渡島
檜山

函館市石川町
41 番 3 号

0138-34-7177

ぷれん

釧路
根室

釧路市双葉町
17 番 18 号

0154-65-6500
0154-65-6470

月～金 8:30～17:30

だいち

十勝

帯広市西 6 条
南 6 丁目 3
ソネビル 2F

0155-24-8989
0155-24-8989

月～金 8:45～17:30

ひびき

空知

美唄市東 6 条
南 1 丁目 5 番 1 号

0126-66-1077
0126-66-1072

月～金 8:15～17:00

北見市大通り西

0157-69-0088
0157-69-0087

月～金 8:30～17:10

0133-76-6767
0133-76-6781

月～金 9:00～17:00

あおぞら

のいける

◆ナイスハートネット北海道

所

ひろば

◆障がい者就労支援プログラム「アクション」

詳しくは

住

札幌市北区北 7 条

たすく

検索

働く障がい者の応援に取り組む
企業･団体等を「企業サポーター」
として登録し、道のホームページ
等でPRします。

支援を行う
主な圏域

きたのまち
いきぬき
すて～じ

オホーツク 2 丁目 1 番地
まちきた大通ビル 5F
石狩 石狩市花畔 2 条
(札幌市 1 丁目 9-1 北ガス
プラザ石狩 2F
除く)
旭川市宮前通東
上川中部
4155 番地 30
富良野 おぴった 1F
名寄市西 1 条
上川北部
南 7 丁目
留萌宗谷 角舘商会ビル 3F
伊達市舟岡町
胆振
334 番地 9
日高 あい・ぷらざ

0138-34-5545

0166-38-1001
0166-38-1002

月～土 9:00～18:00

火～土 9:00～17:00

01654-2-6168
01654-2-6168

月～金 9:00～17:00

0142-82-3930
0142-82-3933

月～金 8:30～21:30
土・日 8:30～17:30

