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（１）就労のための相談等
●障害者就業・生活支援センター
国と県からの委託により、仕事に就きたい方や仕事をしている方の様々な相談・支援を、いろいろな機関と連携
して行っています。
名
称
障害者就業・生活支援センター
ポラリス
障害者就業・生活支援センター
ゆうあい
高知障害者就業・生活支援センター
シャイン
障害者就業・生活支援センター
こうばん
障害者就業・生活支援センター
ラポール

所 在 地
〒784-0027
安芸市宝永町464-1
〒783-0005
南国市大埇乙2305
〒780-8031
高知市大原町76－2 コーポ筆山1F北号室
〒785-0059
須崎市桐間西46番地
〒787-0013
四万十市右山天神町201

電話・ＦＡＸ番号
TEL:0887-34-3739
FAX:0887-34-3712
TEL:088-854-9111
FAX:088-854-9112
TEL:088-802-6185
FAX:088-802-6186
TEL:0889-40-3988
FAX:0889-40-3977
TEL:0880-34-6673
FAX:0880-34-8070

●公共職業安定所（ハローワーク）
障害のある方の就労について、相談・職業紹介などを行っています。
名

称

所

在

地

窓口

電話番号

安

芸

公共職業安定所

〒784-0001

安芸市矢ノ丸4-4-4

0887-34-2111

高

知

公共職業安定所

〒781-8560

高知市大津乙2536-6

088-878-5323

〒782-0033

香美市土佐山田町旭町1-4-10

〃

香美出張所

障害者
担当

0887-53-4171

い

の

公共職業安定所

〒781-2120

吾川郡いの町枝川1943-1

須

崎

公共職業安定所

〒785-0012

須崎市西糺町4-3

088-893-1225
0889-42-2566

四万十

公共職業安定所

〒787-0012

四万十市右山五月町3-12 中村地方合同庁舎

0880-34-1155

●障害者職業能力開発校
県外各地で障害者職業能力開発校が設置されています。障害者の就職を容易にし、社会的自立を促進するため、
能力に応じた職業能力開発を実施しています。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部
法定雇用率を満たしていない事業主（常用労働者100人越の事業主）から納付金を徴収する一方、障害者を多く
雇用している事業主に対して、調整金、報奨金や、各種の助成金を支給しています。
名

称

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部

所
〒781-8010

在

地

高知市桟橋通四丁目15-68

電話番号
088-837-1160

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知障害者職業センター
就職を希望する障害のある方（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など）に対して、ハローワークが行
う職業紹介の業務と連携しながら、就職のための相談や職業準備支援、ジョブコーチ支援等を行い、障害のある
方が職場に定着できるよう支援を実施しています。
また、事業主に対して、ハローワーク等と連携しながら、障害のある方の雇い入れに関する相談や職場に適応
するための支援をしています。
① 職業準備支援
発達障害や精神障害のある方などで就職を目指す方に対して個別のニーズに応じた個別カリキュラムを作成し、
センター内に設けた作業室での作業や、企業での実習等を通じて、働くための基礎となる労働習慣、職場で必要
となる基本的なコミュニケーションやストレス対処の方法等を身につけるための支援を行います。
（支援期間：２～12週間）
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② ジョブコーチ支援
障害のある方の就職や職場定着のためにジョブコーチが雇用先に出向いて、障害特性に応じた支援を行います。
支援の開始時期は、①雇用前の職場実習から ②雇用と同時 ③雇用後の３つのパターンがあります。
支援期間は、個別に必要な期間（標準２～３か月）を設定します。
③ リワーク支援
うつ病等で休職中の方を対象に職場復帰支援（リワーク）を行っています。
職場復帰のために必要なウォーミングアップなどの支援をセンターにて実施します。また、必要に応じ復帰先
企業でのリハビリ出勤等も活用しながら、円滑に復職できるよう支援を実施します（標準12～16週間）。
名

称

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
高知支部 高知障害者職業センター

所
〒781-5102

在

地

高知市大津甲770-3

電話番号
088-866-2111

（２）雇用促進のための助成制度
制度名

内
容
金 額 等
一般障害者向け職業訓練コース。
訓練手当（訓練生に支給）
公共職業安定所長の受講指示または受講推 月額100,000～120,000円程度
薦を受けた障害者を対象に、就職に必要な知
識・技能等の習得を図る訓練を、民間事業所 （受講指示を受けた者のみ）
障害者委託訓練 等に委託し行う。
委託費（事業主に支給）
（実践能力習得
訓練期間
２～３か月
１人につき中小企業
訓練コース）
（障害の程度により最長６か月）
月額90,000円（税抜き）以内
１人につき大企業
月額60,000円（税抜き）以内
特別支援学校生向け職業訓練コース。
訓練手当
公共職業安定所長の受講推薦を受けた特別
障害者委託訓練
訓練生への支給は無し
（特別支援学校 支援学校生を対象に、就職に必要な知識・技
委託費（事業主に支給）
早期訓練コー 能等の習得を図る訓練を、民間事業所等に委
託して行う。
１人につき企業規模問わず
ス）
訓練期間 １か月以内
月額60,000円（税抜き）以内
トライアル雇用
助成金（障害者
トライアルコー
ス・障害者短時
間トライアル
コース）

公共職業安定所等の紹介により、事業主が
障害者を試行的に短期間雇用（原則３か月
間。短時間トライアル雇用は３か月～12か月
間）する場合に、事業主に対して支給され
る。業務遂行に当たっての適性や能力などを
見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとすることを目的とする。

特定求職者雇用
開発助成金（特
定就職困難者
コース）

公共職業安定所等の紹介により障害者を雇 事業主に対する助成金額に
用した事業主に対して、その雇用した障害者 ついては、公共職業安定所に
に支払った賃金に相当する額の一部を（障害 お問い合わせください。
の程度、事業所の規模、労働時間により１～
３年）助成する。

特定求職者雇用
開発助成金（発達
障害者・難治性疾
患患者雇用開発
コース）

公共職業安定所等の紹介により発達障害
者・難治性疾患患者を継続して雇用する労働
者として雇用した事業主に対して、その雇用
した発達障害者・難治性疾患患者に支払った
賃金に相当する額の一部を（事業所の規模、
労働時間により１年～２年）助成する。

問い合わせ先

高知県障害保健支援課
TEL:088-823-9560

各公共職業安定所
（97ページ参照）

１２

仕事について

（３）職場実習生の受入企業等について
障害福祉サービス事業所（就労移行支援事業所、就労継続支援事業所）等で就労支援を受けている障害者が、一般の
民間企業等での就労に向けた職場実習を行うにあたって、次の障害者職場実習受入企業等を利用することができます。
また、特別支援学校生が職場実習として利用することもできます。

●障害者職場実習受入企業等
企業名

所在地

連絡先

実習内容

実習受入人数

株式会社 あらいぐま

高知市神田1408-7

088-831-0052 私物の洗濯、乾燥、たたみ作業 年間７名程度

有限会社
太陽舎クリーニング

高知市高見町192-10

088-832-8888

カラーとカウスのプレス作業、
年間５名程度
機械による包装作業など

088-850-7612

プラスティックの圧縮梱包作
業、たたみ裁断作業など

ヤツデ･ファクトリー株式会社 高知市朝倉己1152-99

年間10名程度
（同時期最大５
名まで）

菊水酒造株式会社

安芸市栃ノ木354-1
[栃ノ木工場]

0887-35-3501 小型設備での酒類瓶詰め作業、
年間５名程度
[本社]
商品検品作業など

有限会社 甲商事

南国市篠原1724-2

088-863-7688 お弁当の製造作業

株式会社 仁淀デンツウ

吾川郡いの町枝川
1128

年間最大15名
088-892-6144 工場内のテレビ部品等の組立、
（年度により変
[本社]
手芸資材等の梱包など
動あり）

有限会社 今倉商店

幡多郡黒潮町下田ノ口
千両栽培施設内での除草や苗木
0880-43-2426
年間３名程度
604-1
の手入れなど

中村ソーイング株式会社

四万十市右山元町
1-10-10

0880-34-2634

機械によるボタン付け、プレス
年間３名程度
機によるプレスなど

有限会社 高知パレスホテル

高知市廿代町1-18

088-825-0100

客室内の清掃、厨房内での調理
年間５名程度
作業

株式会社 四国ライフケア

高知市長浜1440-1

088-837-9330 老人ホームでの補助的作業

株式会社 サニーマート

南国市久礼田2-1
[総合物流センター]

088-802-7030

ミンチ製造・加工や牛脂詰め等
年間３名程度
作業

株式会社 国見開発工業

高知市朝倉己1152-9
[リサイクル工場]

088-832-0923

資源物の選別、ビニール袋等の
年間10名程度
圧縮梱包処理前作業

高知食鶏加工株式会社

高知市大津乙1910-10

088-866-6832

鶏肉加工品の整形、袋詰め、レ
年間３名程度
トルト加工、箱詰め等

株式会社 青柳

高知市大津乙1741

088-866-2389

コンテナ洗浄、ゼリー製造、洋
年間４名程度
菓子製造用工具の洗浄等

株式会社 永野

南国市双葉台5-1
[高知営業所]

088-804-8301 緩衝材加工の各工程等

土佐園芸青果株式会社

土佐市中島9-2

088-852-2175

株式会社 須崎青果

須崎市妙見町10-20

0889-42-0665 青果の袋詰め、箱詰め作業等

有限会社 泉利昆布海産

宿毛市平田町戸内
3661-40
[宿毛工場]

088-833-0572 昆布裁断作業、製品の袋詰め作
年間２名程度
[本社]
業等

有限会社 ビオス

幡多郡黒潮町浮鞭
953-1

0880-43-3113

饅頭の製造作業、店頭販売、配
年間３名程度
達作業等

株式会社 田原工業

土佐市高岡町乙2215-1 088-852-3357

プラスティックの分別、圧縮梱
年間３名程度
包作業等

土佐くろしお農業協同組合

須崎市大間本町17-1

年間３名程度

年間５名程度

年間３名程度

生姜のカッティング、洗浄、塩
年間10名程度
漬作業

0889-42-8007
ミョウガのパック詰め作業等
[営農課]

年間10名程度

年間８名程度
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所在地

連絡先

実習内容

実習受入人数

株式会社 トーリ

高知市一宮西町3-2-1

088-845-2202 タオル等のクリーニング作業

年間５名程度

有限会社 安芸スバル自動車

安芸市港町2-642-1

0887-35-5443

ハッピーファーム有限会社

安芸市井ノ口乙479

0887-34-1220 ジュースの製造実習等

年間４名程度

西村商店

高知市葛島2-7-20

088-855-8794 お惣菜の製造実習等

年間４名程度

株式会社 マシュール

宿毛市小深浦714番地2 0880-65-8127

株式会社 スウィーツ

南国市物部272番地1

088-878-6276 菓子の製造補助・包装作業等

株式会社 エムエフシー

高知市はりまや町
2-4-15

088-882-3530 餃子の製造・パック詰め作業等 年間５名程度

自動車整備の補助、車内清掃、
年間５名程度
事務補助等

繊維製品の縫製・アイロン・印
年間５名程度
字作成・運搬作業等
年間５名程度

◇◇◇職場実習にあたって◇◇◇
障害者職場実習受入企業等での職場実習を希望される場合は、下記までご一報をお願いします。
職場実習実施にあたっての留意事項や手順等をご説明させていただきます。なお、その際は、できる
だけ利用している障害福祉サービス事業者や特別支援学校を通じてご連絡ください。
【連絡先】
高知県障害保健支援課

就労支援担当

TEL：088-823-9560

（４）就労促進のための職場体験について
●就労体験拠点
県内の３地区（東部、中部、西部）に「就労体験拠点施設」を設置し、就労等の機会と疎遠であった障害者に対して
「経験」と「働ける自信」を持たせ一般就労や福祉的就労への支援を行っています。
事業者・名称
社会福祉法人高知県知的障害者育成会

所

香美市土佐山田町1689-1
地域活動支援センター「香美」
社会福祉法人さんかく広場
地域生活支援センター

ワークセンターすくも

地

電話・ＦＡＸ番号
TEL：0887-53-7077
FAX：0887-52-8088

高知市桟橋通2-7-3
広場そよかぜ

社会福祉法人高知西南福祉会

在

TEL：088-837-1080
FAX：088-837-1088
宿毛市貝塚19-21

TEL：0880-63-5650
FAX：0880-63-5653

●就労訓練事業
障害者施設利用者等を対象に、清掃業務指導担当者のもとに、高知県立ふくし交流プラザにおいて、実践を通じて
清掃に関する知識と技能を持った人材育成の支援を行っています。

