
高岡市 就労移行支援 
 
事業所名 

あしつきふれあいの郷就労支援事業所        平成 19 年 4 月 1 日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0935 

高岡市博労本町 4 番 1 号 
電話 0766-29-3335 
FAX 0766-29-3336 
E-mail asituki@skyblue.ocn.ne.jp 
HP http://ashitsuki.sakura.ne.jp/ 
交通 高岡駅古城公園口(北口)から 

徒歩１５分 
運営主体 社会福祉法人あしつき 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
就労移行支援（定員 10 人） 
就労継続支援Ｂ型（定員 25 人） 
就労定着支援 
4,対象者   主に精神障がい者 
5,作業内容 
下請け作業：ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ組立、箱折り、ｱﾙﾐ部品のｼｰﾙ貼り、

木材の研磨、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の組立・検品、
ｹｰﾌﾞﾙ巻き 製品の袋詰め など 

自 主 製 品：クッキー、シフォンケーキ、カップケーキなどの焼
き菓子や、手作りパンの製造販売 
小物（ヘアゴム・ハーバリウムボールペン等） 
の製作販売 
 

施設外作業：ところてんの袋詰めなど 

6,支援内容 
・履歴書記入・面接場面での対応の指導 
・公共職業安定所や企業への同行 
・職場定着のための訪問支援 
・ジョブコーチ支援の実施 
・就労相談、生活全般の相談 
・地域活動支援センターとの連携による生活支援 
・高岡公共職業安定所、富山障害者職業センター、 
高岡就業・生活支援センター等の他機関と連携  など 
 
7,就職実績 
 平成 28 年度：9 名 
  食品加工、おしぼりリース、事務、清掃・介護補助 
  調理補助、サービス業、製薬関係、A 型事業所 
 平成 29 年度：５名 
  食品加工、製造業、サービス業、A 型事業所 
 平成 30 年度：２名  

食品加工、製造業、おしぼりリース 
 令和１年度：３名  サービス業、製造業 
 令和２年度：３名  建設業、製造業 
 令和３年度：２名  製造業 
 
８,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～15:00 
休業日:土日祝、年末年始、お盆 
車通勤 可 
送迎 なし 
食事 お弁当の注文可（一部施設負担） 

バリアフリー 
対応の状況 

玄関前にスロープ 
身体障害者用トイレ 

 
９,加入保険等 
傷害保険、レクリエーション保険加 

 
事業所紹介 
毎年必ず数名一般就労へ繋がっており職場に定着されています。一般就労への道筋がはっきりとしており、就労を目指
す方が多いため施設内の雰囲気も賑やかです。一般就労を目指している方の力になれると思います。 

←【Instagram QR ｺｰﾄﾞ】 
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高岡市 就労移行支援 
 
事業所名 

高岡就労支援センター                  平成３０年３月８日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0031 

高岡市中川町１－１４ 
電話 0766-54-0824 
FAX 0766-54-0834 
E-mail info@q-nes.co.jp 
HP http://www.q-nes.co.jp/ 
交通 高岡駅徒歩１０分 
運営主体 クーネス株式会社 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
就労移行支援（10 人） 
4,対象者 
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 
5,作業内容 
・アルミ建材部品の組立、シール貼り等の軽作業他 

  
 

6,支援内容 
・作業を通した OJT 訓練 
・各種ビジネスマナー訓練 
・パソコン基礎訓練（Word,Ecxel,Powerpoint） 
・コミュニケーション訓練 
・自己理解と自己管理訓練 
・セルフケアプランの作成 
・体力作り 
・履歴書、職務経歴書、自己紹介書の書き方 
・面接訓練  
・就職後の定着支援  
・職場見学、職場実習 
・個別の集中訓練 
・余暇活動 他 
７,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～17:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 可 

送迎 
有 
※送迎場所は応相談 

食事 有（1 食 100 円） 
バリアフリー
対応の状況 

 対応無し 

８,加入保険等 
・傷害保険・レクリエーション保険 

事業所紹介 

 
 
 
 
 
 
作業訓練はもちろんのこと、各種ビジネスマナー、コミュニケーション、ストレスコントロール等の自己理解・自己管理の訓
練等にも力を入れた訓練を行っています。就職後も面談や会社との交渉も随時行っています。その方の状況に応じた段
階を踏んだ支援を行っています。 
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高岡市 就労移行支援 
 
事業所名 

大町就労支援センター                  令和元年 6 月 1 日 指定  

 
1,基本情報 
所在地 933-0916 

高岡市大町 8-20 
電話 0766-73-6008 
FAX 0766-30-2616 
E-mail oomati@azusakai.com 
HP https://www.kawada-byouin.com 

/rehabilitation/oomachi-syuurou 
交通 電車（万葉線） 

急患医療センター前にて下車 
運営主体 医療法人社団あずさ会 
 
2,施設全景 

 
 
3,サービスの種類・定員 
・就労移行支援（定員 6 人） 
・就労継続支援 B 型（定員 24 人） 
・生活訓練（定員 9 人） 
 
4,対象者 
精神障がい者 
 

 
5,作業内容 
・関連病院の清掃・駐車場の誘導等委託業務 
・内職作業(紙製品組立、部品袋詰め、シール貼り等) 
・手工芸品製作 
・カフェ運営(準備、接客、調理、片づけ等) 
・施設外就労支援(軽作業等)  等 
 
6,支援内容 
・一般事業所での実習の実施 
・ハローワークや企業面接の同行 
・適性に合った職場の開拓 
・各種支援機関との連絡調整 
・職場定着のための支援と調整  等 
 
７,就職実績 
令和 2 年度 １名 
令和 3 年度 3 名 
 
8,就業の条件、設備等 
営業日:月曜～金曜(土曜は不定期) 9:00～17:00 
休業日:日祝、年末年始、お盆など 
車通勤 可 
送迎 無 
食事 カフェ大町の利用可 
バリアフリー 
対応の状況 

対応していない 

 
9,加入保険等 
 利用者は傷害保険の加入が必要

事業所紹介 

大町就労支援センターは、平成 19 年 7 月に就労継続支援 B 型、自立訓練(生活訓練)の多機能型事業所とし
て開所しました。就労訓練は当初清掃業務を主としておりましたが、内職作業やカフェといった業務拡大を図り、今日で
は多岐にわたる就労訓練が可能です。令和元年 6 月より就労移行支援が加わり、生活訓練を併せて利用可能です。 
生活面の充実を含め、総合的な支援にあたっております。 
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高岡市 就労定着支援 
 
事業所名 

あしつきふれあいの郷就労支援事業所        令和元年５月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0935 

高岡市博労本町 4 番 1 号 
電話 0766-29-3335 
FAX 0766-29-3336 
E-mail asituki@skyblue.ne.jp 
HP http://ashitsuki.sakura.ne.jp/ 
交通 高岡駅古城公園口(北口)から 

徒歩１５分 

運営主体 社会福祉法人あしつき 
 
2,施設全景 
 

 

 
3,サービスの種類・定員 

 
4,対象者 
就労移行支援・就労継続支援を利用して一般就労へ
移行した障害者で、雇用 6 ヵ月以上 3 年半未満の者。 
職場定着にむけて支援やサポートを必要とする者。 
 
 
5,支援内容  
障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するととも
に企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決
に向けて必要となる支援を実施。 
※利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月 1 回
以上は障害者との対面支援を行う。加えて月 1 回以上
は企業訪問を行うよう努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・就労定着支援                            
・就労継続支援Ｂ型（定員 25 人）               
・就労移行支援（定員 10 人）                 

 

事業所紹介 

職場のストレスが多く眠れない、就労によって生活リズムが変化してしまい服薬を忘れがち、夜寝つけずに午後になって眠
くなって仕事にならない、職場での人間関係がうまくいかず出社することが憂鬱、疲れて仕事のミスが多い、といった悩み
や困りごとを相談することができ、指導や助言が得られます。 
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