No.

指定事業所番号 1811200052

福井銀行

365

ファミリー
マート

日野川

南越前町 関ヶ鼻 13-11-1
TEL 0778-47-3335

前進主義 武生事業所（A 型・B 型）

.

.

体験利用者募集中！

赤い郵便ポストが目印！

FAX 0778-47-3353

.

南条サービスエリア

〒919-0211 福井県 南条郡

Date.

南越前町役場

南条駅

前進主義 南条事業所（A 型）

デザイン ・ ものづくり ・ バックオフィス

至福井

指定事業所番号 1811200052
〒915-0816 福井県 越前市

吉野家
ファミリー
マート

小松２丁目 15 -10
TEL 0778-43-5586

シピィ

FAX 0778-47-3353

旧８号線

前進主義ふくい（A 型）

サークルK

明里橋通り

指定事業所番号 1810102416

アスピカホール

みつわ
福井アカデミア
ホテル

〒910-0034 福井県 福井市

ゲンキー
松本通り

菅谷 1 丁目 5-21

みづこし
こども園

福井工大

TEL 0776-26-3335

さくら通り

バロー
岩本屋

FAX 0776-26-3334

前進主義ふくい 移行支援
みつわ

福井アカデミア
ホテル

〒910-0034 福井県 福井市
菅谷 1 丁目 5-16
TEL 0776-97-9003
FAX 0776-97-9013

サークルK

あなたにできることがきっと見つかる

明里橋通り

指定事業所番号 1810102531

アスピカホール

昨日より今日 今日より明日
１歩でも半歩でも前に進もう

ゲンキー
松本通り

みづこし
こども園

福井工大
さくら通り

バロー
岩本屋

利用案内

Support plan 個別支援計画
個別支援計画とは
個別支援計画とは、あなたが就労を通して実現したい夢や目標を計画書としてまとめた
ものです。前進主義の職員は個別支援計画を元に、利用者さんが目標を達成できるように
全力で支援していきます。そして利用者さんは目標を達成するために、前進主義に通所
して頂きます。
前進主義では、特にこの個別支援計画を大切にしており、利用者の皆さんが毎日希望を

ようこそ
前進主義へ
前進主義では、日々多くの仲間たちがお仕事や訓練に
励んでいます。
あなたも前進主義の仲間となって、共に前進のための
記念すべき第一歩を踏み出しましょう！

持って通所できるような、あたたかい事業所づくりを心がけています。

P D CA による支援

Check 自分の実力を知ろう。

Act 目標を決めよう。

スタッフによる、アセスメントやモニタリング(評価)

次にその結果を分析し、スタッフと面談をして目標

で自分の実力や課題を客観的に把握します。

を決めたら、計画の改善点を探そう。

とある A さんの課題

とある A さんの目標

□ 体調を崩して休みがち
□ 恥ずかしくて挨拶が出来ない
□ パソコンの操作が苦手

□ 毎日通所できるようになる
□ 元気に挨拶が出来るようになる
□ パソコンの基本操作の習得

Do 事業所に通おう

Plan 計画を立てよう
そして、スタッフと目標を達成するための個別支

あとは、計画に沿って、事業所に通って、訓練しま

援計画をつくろう。計画はいつでも見れる所に貼

しょう。

り付けておこう。

とある A さんの 1 日

とある A さんの個別支援計画

9:00 出社 （元気に挨拶！）
9:15 パソコンを使った訓練
基本操作について学ぶ
12:00 昼休憩
13:00 ブラインドタッチの練習
14:00 帰宅

□ 毎日通所できるようになる
→早めに就寝して体調を整えましょう
□ 元気に挨拶が出来るようになる
→まずは会釈から始めましょう
□ パソコンの基本操作の習得
→地道にテキストをこなしましょう

就職活動

□ 自分のやり たい職種を スタッフに

ここからは本格的に就職活動をしていきます。

相談してみよう！

スタッフも履歴書の添削や面接訓練、面接同行

前進主義はいろんな会社 と取引

などで全面的に支援しますので、ご安心下さい！

しているから 、 あなたが就きたい

前進主義は、３種の事業所を運営
ッタリのサービスがきっと見つかりま
ピ
に
す！
た
あな

会社を紹介できるかも！？
一般企業と変わらない環境で

□ 自分のやりたい仕事を探そう！

A型事業所

A 型事業所や一般企業で

□ ハローワークの
障害者専用求人に登録しよう！

お仕事をしたい方

働くための訓練をしたい方
一般企業で働くための
訓練をしたい方

B 型事業所

実習

就労体験

実際にその企業に行って何日か

実際にその企業と 3〜6 ヶ月の

働いてみます。弊社のスタッフ

有期雇用契約を結び、弊社が支

が同行するのでご安心下さい。

援をしながら働く事ができます。

就労移行支援
事業所

前進主義では、A 型・B 型・就労移行支援の３種の事業所を運営しています。
それぞれの事業所において、あなたに合った就労や訓練を提供しています。
また各事業所と連携し、キャリアアップの支援も手厚く行なっています。

！

ター

ヤッ

できるように支援が続きます。

自立

終わりではなく、今後は職場に定着

定期面談

晴れて就職に結びついたら、これで

定着支援
初回面談

就職

各事業所の特徴

事前にヒアリングを行い、 仕事上の日々の悩みなどの

徐々に介入を減らしていき

面談を行います。

解消のため、企業と就労者

自立を促します。

定着支援の方向性や、支援

の間に入ってアドバイスを

内容の確認、頻度などを検

行います。

討します。

B 型事業所

A 型事業所

就労移行支援事業所

■ お仕事は主に軽作業

■ 一般企業と変わらない環境

■ 就労訓練がメイン

■ 就労訓練も行います

■ 雇用契約の締結

■ 就職活動の支援

■ 雇用契約は非締結

■ 最低賃金の保証

■ 雇用契約は非締結

■ 給与は工賃として支給

■ 各種保険の加入

■ 給与は工賃として支給

前進主義
ZENSHIN
チャート

START!

目標を決めよう！
「やりたい事」、「将来こうなりたい！」
あなたの夢をスタッフと話し合って、

毎日来れなくても大丈夫！

目標を設定しましょう！

まずは、あなたのペースで進もう！
ZENSHIN くん

越前市

の方は

B 型事業所で訓練をしよう！

自宅ま

で送迎

します

。

前進主義 武生事業所（B 型）

通所が困難な方に

B 型事業所では主に働くための訓練を行います。

テレワーク
障害の事由により、毎日通所できない人の

ZENSHIN ちゃん

パソコンの基本操作を学んだり、軽作業などを
通して、就労に必要な集中力を養います。

ために、インターネット会議システムを
活用したテレワーク（在宅勤務）を実施

そして毎日通所できるよう、勤怠の安定を目指

しています。

します。

A 型事業所で働こう！

就労移行支援事業所で

働きながらスキルを

勤怠が安定し、自信がついたら A 型事業所にチャレンジしましょう！

一般就労を目指そう！

身につけよう！

前進主義ふくい 移行支援

A 型事業所は福祉事業所ではありますが、一般企業と変わらない環境

A 型事業所で十分なスキルが身についたら

の中でお仕事を行います。

一般就労にチャレンジしましょう！

雇用契約も締結するので最低賃金が保証され生活の安定も見込めます。

就労移行支援事業所では一般就労に特化し
た訓練や、模擬面接や履歴書の書き方の指

前進主義 南条事業所

前進主義 武生事業所

前進主義ふくい

南条事業所では、オフィス事務や

武生事業所では、パソコンを使い

ワード、エクセルなどのソフトを

デザイン、軽作業まで様々なお仕

チラシやパンフレットをデザイン

使って書類作成などオフィス事務

事を行なっています。

したり、様々な工作機械を使って

全般を行ないます。

請負業務を中心に仕事の一連の流

ノベルティ製造などのものづくり

実際の業務を通じて、事務補助の

れを学びます。

を業務をしています。

基礎となる技術を取得します。

導など、就職活動の支援を行なっています。

ガンバレ

ー！

施設外就労
事業所でチームを組んで、県内の実際の企業様の所に行き、
請負業務を通して、一般就労への雰囲気を学んでもらうと
総合型事業所

デザイン＆ものづくり系事業所

オフィス系事業所

同時に、個々の課題点を明らかにします。

いざ！
就職活動！！
次のページへ

