
北ひろしま福祉会

障がい者支援事業所要覧
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わたしたちはすべての人の幸福のために地域福祉を推進する役割を担います

北ひろしま福祉会機構図（2020年4月1日現在）

法人理念

法人理念に込められたメッセージ

法人事務局

障がい者支援事業

介護保険事業

理　事　会

監　事

評議員会

施設入所支援・生活介護・短期入所

施設入所支援・生活介護・短期入所

グループホーム21か所

居宅介護・行動援護・日中一時支援・移動支援

就労移行支援・就労継続支援・パンケーキ・弁当製造販売・レストラン運営

生活介護・みつろうキャンドル、缶バッチ製造販売

就労移行支援・一般就労に向けた訓練等、就労継続支援・自立訓練

北広島市委託相談事業・障がい者就労支援・
指定特定一般相談支援事業所

指定特定相談支援事業所・計画相談支援・障がい児相談支援

会計業務・事業所及び法人全体の日常の出納等

法人予算の策定・法人事業の計画策定等

人事・労務・給与・福利厚生・広報・ICT
人材育成・研修計画

地域との対応・福祉ニーズの調査・地域貢献事業計画
ふれあいステーションほっと事務局

BCM対応（災害に強い法人づくり）・施設管理・リスク管理

利用受付・行政手続・相談業務

児童発達支援・放課後等デイサービス

障がい・介護保険（共通）
利用者に対する健康・身体機能維持改善

特別養養護老人施設・短期入所

介護に関する相談・援助、居宅介護サービス計画作成・介護保険サー
ビス計画作成・介護保険サービス提供事業所との連絡調整

通所介護施設（定員25名）

とみがおか

共　　栄

グリーンパーク北ひろ

フィットマン

就労センタージョブ

北広島デイセンター

北広島セルプ

めーでる

相談室ここに

経　理　部

地域貢献推進部

機能訓練センター

ケアプランセンター
東部緑の苑

東部緑の苑

デイサービスセンターヴェール

つなぐ

利用相談センター

人　事　部
能力開発室

施設危機管理部

10月1日富ヶ岡学園開設（知的障害児施設・定員65名）
北広島デイセンター開設
（知的障害者通所更正施設定員30名　国庫補助事業）
法人名
社会福祉法人北ひろしま福祉会に変更
支援費制度による事業開始
障害者自立支援法施行により、一部を新事業体系へ移行
北広島市地域生活支援事業「日中一時支援」「移動支援」
サービスを開始
法人内事業所全てを新事業体系へ移行
相談支援事業所「めーでる」を市内美沢に開設

昭和24年（1949年）10月
平成 4年（1992年） 4月

平成15年（2003年） 4月

平成18年（2006年）10月

平成20年（2008年） 4月

私たちと関わるすべての人です。全世界の人 と々いうニュアンスではなく、私たちが手を広げて届く範囲で関わるすべての人を
イメージしています。その中で対象者を限定して関わることなく、“排除する人をつくらない”というメッセージが込められています。

幸福と書いてしあわせと読みます。幸福とは、長期にわたって続く幸福感。しあわせとは、ふっとした瞬間に感じるもの。
まずは、“ささやかなしあわせ”を感じられるような取り組みから、はじめていこうと考えています。

制度によるサービスを利用するだけではなく、地域の人と人のつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたりする関係や
その仕組みをつくっていきます。

全部自分たちだけがやるのではなく、地域が主体となって活動できるように働きかけていきます。
そして、そのチームの一員として力を発揮したい。

就労センタージョブ（多機能型事業所）を市内共栄に開設
北広島デイセンター（多機能型事業所）を市内共栄に開設
地域支援センター「グリーンパーク北ひろ」を開設
居宅介護等事業所フィットマン　開設
ふれあいステーションほっと（共生型事業）を開設し
運営委員会が管理運営を始める
ケアプランセンター東部緑の苑　開設
東部緑の苑　開設
デイサービスセンターヴェール　開設
児童発達・放課後等デイサービスつなぐ　開設
創立70周年を迎える

平成20年（2008年） 4月

平成23年（2011年） 4月
平成25年（2013年） 4月

平成25年（2013年） 8月
平成26年（2014年） 5月
平成26年（2014年） 7月
平成31年（2019年） 4月
令和元年（2019年）10月

北ひろしま福祉会沿革

しあわせ

すべての人

幸福（しあわせ）

地域福祉の推進

役割を担う
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ホームの特徴

居住支援
指定共同生活援助事

業所

（介護サービス包括
型）

ホームによって支援の介入度に“差”を設けており、ご本人の“できる”“したい”と
いう想いを尊重し、実現に向けて支援しています。
（ご本人のステップに合わせた住環境と支援体制の提供）
各ホームごとに町内会へ加入し、地域の方々との“つながり”を築いていくこと
を重視して支援しています。

このような支援をしています

必要に応じて各種申請のお手伝いを行います。
・障がい福祉サービス・療育手帳
・障害基礎年金関係・成年後見制度等の手続き

“短期入所”・“体験利用”サービスについて
グリーンパーク北ひろでは“短期入所”・“体験利用”という福祉サービスをご利用
いただけます。
グループホームの居住環境の体験や、ご家族の支援負担の軽減等の役割も担っ
ています。
将来の生活の場の1つの選択肢としてご利用下さい。
ホームのご見学は随時、承っております。

行政手続き健康管理について

就労の支援当事者活動

各ホームでの交流
通院等に、職員が付き添いを行います。
・薬の管理、塗布等
・所見の確認、入退院の手続き
・地域訪問医療との連携

月に一回程度、各ホームの利用者さん同士でイ
ベントを企画し、ホームパーティーや外食等を
実施しています。
・鍋パーティー・カラオケ・温泉外出等

一般企業等で就労をされている利用者さんと
契約に基づき就労定着支援を行います。
・定期的な企業訪問・個別面談・企業交渉等

北ひろしま福祉会のグループホームを利用さ
れている方々が組織する“北広島みんなの会”と
いう当事者会活動があります。
運営について、必要に応じて職員がサポートを
しています。

グリーンパーク北ひろ
障がいのある方が、
自立した日常生活を営むことができるように
基幹的な事業所として、専任のスタッフが
生活支援及び就労支援等を行っています。

共同生活援助115名　短期入所（男性1名、女性1名）、体験利用（男性1名）利用定員

ほんの一例ですが、このように利用者さんがご本人らしく社会生活を送ることができるよう支援をしています。
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居住支援
指定障害者支援施設

（施設入所・生活介護
・短期入所・日中一時

）

食事風景

日常風景

食堂は１Fと２Fに設けてあり、好きな場所で召し上がっていただいています。テレビや音楽
を楽しんだり、年に何度か皆で鍋をつついたり、寿司企画を行ったりしています。

利用者さんの個々に合わせ場所や時間帯・食器を変え、
よりおいしく安全な食事を心掛けています。

共　栄

施設入所・生活介護77名、短期入所（男性2名、女性2名）利用定員

生活している利用者さんの平均年齢が55歳を超える、
高齢の方が多い施設です。
加齢とともに起こる身体状況の変化に、栄養面、機能面と
様々な専門的視点で対応し、住み慣れた環境で
いつまでも楽しく生活して頂けるように、一人ひとりに尊厳ある生活を
提供することを目指しています。

施設内外で、より多くの
楽しみや生きがいに

つなげていく取りくみとして
利用者さんの要望を聞きとりながら
様々な行事や外出を企画しています。

職員もサポートしながら
一緒によろこびを分ちあい
良い思い出作りと
なっています。

行事 外出

カラ
 オケ

余暇
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居住支援
指定障害者支援施設

（施設入所・生活介護
・短期入所・日中一時

）

短期入所サービスについて
家庭で介護にあたる方が病気やその他急用等の場合に、夜
間を含む短期間の施設利用で食事・排泄・入浴等の介護、個
別の目的に応じた生活支援を提供します。

日中一時支援サービスについて
家庭で介護にあたる方が病気やその他急用等の場合に、介
護や支援を必要とする方へ日中活動の場を提供します。

被服購入支援の様子。 お誕生日など利用者さんからのリクエストメ
ニューやバイキング形式の食事も提供しています。

それぞれに合わせた時間の過ごし方を
支援します。

散歩を行ったり身体を動かす活動も行います。 歌を歌ったり、踊りを踊ったり
個々の楽しみがあります。

施設の除雪作業の様子。

とみがおか

施設入所・生活介護80名、短期入所（男性2名、女性2名）利用定員

自閉症や行動障がいの方が多く生活しています。
利用者さん一人ひとりの個性を大切に、
その人のライフステージに応じた個別支援計画を作成し、
支援しています。
どのような重い障がいがあっても安心・安全な生活が送れるよう
生活・医療・栄養・機能訓練の専門スタッフと連携して支援を提供します。

衣 食 住

健康 楽しむ はたらく

利用者さんやご家族からの信頼獲得を最大の目標としています。
利用者さんが心身ともに生き生きとした生活を送れるように、質の高い安心・安全な支援を基本とし、
食事や入浴、健康管理や睡眠等の支援を提供しています。

このような支援をしています

一人ひとりの生きがいと目標の達成が実現出来るように、より専門的で効果的な日中活動プログラムを提供しています。

生活介護サービスについて
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日中活動
多機能型事業所

（就労継続支援Ｂ型
・就労移行自律訓練

）

このような支援をしています

北広島セルプ

就労継続支援B型44名、就労移行支援6名、自立訓練（生活訓練）10名利用定員

北広島市内の江別恵庭線（道道46号線）沿いに位置した
3階建ての就労支援事業所です。
「明日も行きたくなる職場」を事業所の運営方針に掲げ、
ここに通うすべての皆さんが、生き甲斐とやり甲斐を
得られるよう、例え時間を要してもその人らしく作業に取り組み、
少しずつでも前進できるよう支援していきます。

2年間の支援プログラムの中で、働く
ことに必要な講習や作業訓練、及び企
業見学や実習等により、一般就労に向
けた準備支援を行います。また、就職
後のフォローアップも行い、安定した
生活が送れるよう支援します。

就労移行支援 ガンバ

20社以上の企業と提携を結び、多種多様な作業により、利用者さんの就労ニーズに応じた作業種の提供を行います。作業を
する事での達成感、充実感、満足感を育み、活気ある生活スタイルを目指します。

就労継続支援B型

ペットボトルキャップ選別、紙器加工作業 エプロンたたみの作業 レクリエーションを実施し親交を深めます

介護施設（グループホーム）での介護実習 企業見学

体力維持・向上に主眼を置き、スポー
ツや運動を通じてコミュニケーショ
ン力や基本的習慣の獲得を主とした
支援を展開します。併せて、作業機会
の提供や生活スキルの向上をもって
地域就労や地域生活を目指し、スポー
ツと働くことの両立を支援する事業
を有期限で提供します。

自立訓練事業

スポーツ練習を通したコミュニケーション力獲得 マラソン大会の参加
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日中活動
多機能型事業所

（就労継続支援B型
・就労移行支援）

このような支援をしています

一般就労に向けての支援
Ｂ型と同じく販売・製造の作業を行いながら、マナー講習やパソコン講習など、週に１回～全体講習や個別に選べる講習を
行っています。就労定着支援も手厚く行っています。

就労センタージョブ

就労継続支援Ｂ型34名、就労移行支援6名利用定員

就労継続支援Ｂ型・就労移行支援の
多機能型事業所として展開しています。
働く意欲がありながら就労する事が困難な方へ
安定的な作業環境と一定の所得を補償し
スキルアップを図ります。また、一般就労に近い方はマナー講習などを行ったり
個別にプログラムを組み就職・自立に向けて支援する事業所です。

施設の中にある厨房やレストラングリーンパークで、作
業をしながら就労を目指します。主な仕事の内容は、法人
内の利用者さんへの昼食提供、グループホームなど地域
生活者への食材提供、一般の方への弁当販売、食器洗浄、
レストランの接客を行います。

施設の中にある製パン室および個包室で、作業をしなが
ら就労を目指します。主な仕事内容は製パン作業、及び市
内小・中学校、福祉施設、保育園、法人内入所施設等へ提供
するパンの焼成・配送などを行っています。また、ホクレ
ンくるるの杜・輪厚パーキングエリアの売店などでも販
売しています。

就労継続支援Ｂ型　まんぞく屋 就労継続支援Ｂ型　ヒロパン

パンの販売や喫茶などを行いながら、就労を目指します。
仕事先は喫茶シンフォニー（大曲夢プラザ内）、福祉ショッ
プ　ふゅーる（JR北広島駅構内）、図書館販売所（芸術文化
ホール内）で、利用者さんと共に外部販売も行っています。

就労継続支援Ｂ型　あぐり
新卒の方や一般就労に近い方を対象に、講習会（マナー、
パソコン等）を行い、社会のルールや挨拶、身だしなみ、履
歴書の書き方や、面接までの講習を行っています。

就労移行支援　ステップ
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日中活動
多機能型事業所
（生活介護）

「北広島デイセンター」の紹介

北広島デイセンター

生活介護60名利用定員

豊かな日中活動・作業を提供し、利用者さんの人生を
豊かにすることが事業所の役割だと考えています。
「明日も来たいデイセンター」を事業所目標とし、
目的を持って生きていくことの素晴らしさを
『はたらく』というテーマから感じていただけるような支援をしていきます。

自閉症や強度行動障害などで多くの支援を必要とする方へ日中の食事や排せつ支援を行うと共に、利用者さん一人一人が
目的を持って自分の持つ能力を発揮し、自己肯定感を育み、それをやりがいや生きがいとして社会参加できるような日中
活動や個別のプログラムを提供します。

「いんくる」の紹介
就労意欲がありながら、一般就労が難しい方へ作業を行う機会や生産活動の場を提供し、「はたらく」を意識して、成功体験
を積み重ね、達成感や充実感を生き甲斐に変えて、豊かな生活を目指します。「働く生活介護」。

古紙回収リズム体操 音楽活動創作活動

除草作業農園作業 羊毛作業チラシ折り込み

「チアフル」の紹介
重症心身障害等の利用者さんに対し、その方の特性が最大限に発揮できるプログラムを提供しています。職員は利用者さんの伴
走者として、日々の楽しみや作業、役割などを頑張ることで得る達成感や数年先の身体状況を見据えた身体づくりを支援します。
また、多職種との連携を密にし、専門的な知識と技術の向上に努め、医療と介護によるその人らしい豊かな人生を支援します。

屋外散策調理活動 リフト移乗外出
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在宅支援
行動援護、身体介護

、家事援助、

通院介助、日中一時
支援、移動支援

サービスの内容について 

月に一度、日中一時支援事業の一環として、“地域交流活動☆すまいる”というイベントを企画しています。調理活動や創作
活動を行い、幅広い年齢の方と交流もできる内容となっています。

フィットマン
地域にお住まいの障がいを持つ方々を対象に、
安心して暮らすことができるようお手伝いします。
また、放課後や勤務後に活動プログラムを提供することで、
余暇の充実を図るとともに、ご家族の就労の機会や
一時的な休息を支援するという側面も併せ持っております。

居宅介護等事業

身体介護

家事援助

行動援護

通院介助

家庭に訪問し、入浴介助（清拭・洗髪）、排せつ介助、食事介助、衣服の着脱の介助等を行います。

家庭に訪問し、調理・洗濯・掃除・買い物などの必要な家事等の援助をします。

専門の研修を受けた職員がご本人の障がい特性に応じて外出の計画から実行まで対応します。

定期的な通院等のため、受診等の手続きや病院内の移動等の介助を行います。

利用受付：フィットマン　TEL（011）370-1727　FAX（011）373-5598

利用受付：利用相談センター　TEL（011）373-7108　FAX（011）373-8673

利用受付：フィットマン　TEL（011）370-1727　FAX（011）373-5598

移動支援 余暇外出や買い物、市役所等へ付き添います。

北広島市地域生活支援事業

日中一時支援

日中一時支援(入浴介助)

障がいのある方の余暇活動をする場の提供や支援を行います。

市内に在住される、障がいをお持ちの方を対象に入浴支援を提供します。

プールや温泉、映画鑑賞やカラオケ、スポーツ観戦等、ご希望の外出を支援しています。 

フィットレッド

フィットマン公式キャラクター

フィットピンク フィットブルーフィットイエローフィットグリーン
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全体療育
小集団で様々な年齢の子ども達が一緒
に活動しています。子ども同士がかか
わりを持てたり、様々な想いを共感で
きるような環境や場面の設定をしなが
ら活動しています。

個別療育

療育内容
障がいのある子どもたちが自尊感
情を育てながらのびのび安心して
過ごすことのできる居場所づくり
をすすめています。子ども期にし
か味わえない、もしくは子ども期
にこそ必要な遊びや社会体験、地
域との交流を積極的に組み入れ、
地域で豊かに生きていく力を育く
む活動を行っています。平日は小
集団の活動と一人ひとりに合わせ
た活動を行い、長期休みや土曜日
にはご家族を招いてイベントを企
画したり、プール外出などを行っ
ています。

障がい児通所支援
児童発達支援・

放課後等デイサービ
ス

つなぐという事業所名の由来は、子ども一人ひとりの将来へ向けて
たくさんの人や社会がつながり、子どもにとって希望に満ち溢れた
将来へつながるようにとの想いを込めました。たくさんの人を
つなげられるような活動を療育の柱にしながら、
毎日子ども達の笑顔があふれる事業所です。

つなぐ

児童発達支援・放課後デイサービス 多機能型事業10名利用定員

一人ひとりに合わせて【コ
ミュニケーション、対人関係、
身の回りのこと、学習、運動、
あそび】の６つの力を育てて
いきます。療育の内容はお子
さまに合わせた内容を作成・
提供します。
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相談支援
指定特定・一般相談

支援事業所

北広島市地域生活支
援強化事業

こんなお悩みありませんか？

障がい者就労支援センター めーでる
主に就労へ向けて、精神保健福祉士やジョブコーチの
資格を持った相談員がご相談をお受けします。
住居を探すお手伝いもします。
また、福祉サービスを利用する際は計画を作成します。

相談支援
指定特定一般相談支

援事業所

指定障がい児相談支
援事業所

相談室ここに
社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を持つ
相談支援専門員が障がい児・者やそのご家族からの
ご相談をお受けするほか、障がい福祉サービスについての
情報提供や助言をさせていただきます。

サービス等利用計画
相談支援専門員が、障がい福祉サービスの利用に必要な
「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリ
ング（評価・見直し）を行います。

相談について
まずはお話をお伺いし、今年の目標やご希望に合わせて
サービスの利用に必要な調整や申請手続きをお手伝いし
ます。相談については費用の負担はありません。

・職場の対人関係で悩んでいる・・・。
・転職を考えているのでサポートして欲しい・・・。
・履歴書の書き方が分からない・・・。

・住む家を探しているがどうしたら良いのかな？
・福祉サービスを利用する時はどんな手続きが必要なの？
・障がいがある方を雇用しているが、どのように関わったら良いの？

仕事を探すためのお手伝いをします。面
接の練習や履歴書を書く練習をはじめ、
ハローワークへ行くお手伝いをしてい
ます。

就労準備、求職活動

アパートやグループホームを探している方への入居
に必要な調整・家主等への相談・助言も含める支援を
行います。

住まいに関して

北広島市にお住まいで、障がいのある方。
（知的障がい、精神障がい、身体障がい、発達障が
い等）
※手帳がなくても構いません。
ご家族の方、事業主、関係機関の方からのご相談
も承ります。まずはお気軽にご相談ください。

対象の方

障がい福祉サービス等の利用を希望する方のプランを作成します。また、
施設や病院に長期入所等していた方が地域での生活に移行するお手伝い
をします。

サービス等利用計画、地域生活への移行、定着相談

関係機関との連絡調整 職場定着支援
市役所、ハローワーク、職業センター、事
業主、福祉施設等と連携してアドバイス
や情報提供を行います。

職場内での困りごとがあれば相談して
ください。職場への訪問もします。ご本
人だけでなく、事業主の方からの相談に
も応じます。






