
ウェルビー株式会社

5 月 13 日 　　13: 00~17: 00（12: 30 開場）金

第 3 回九州就労フォーラム
『hand in hand 地域 × 企業 × 医療・福祉　私たちが出来る事』

メイン会場：天神チクモクビル 8Ｆ　大ホール
サテライト会場： ウェルビー事業所（全 15 会場）
オンライン開催（ウェブ会議システム「ZOOM」でのオンライン視聴）

一般社団法人
福岡 SDGs 協会 様株式会社トライアルベネフィット 様学校法人　福岡大学病院 様

HALECARE 訪問看護福岡 様 有限会社中村製作所 様

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会  後援



ウェルビーのセンター情報・就職実績

就労移行支援事業所　ウェルビーとは
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。企業での一般就労などの
就職を希望する原則 18 歳以上 65 歳未満の障害や難病のある方を対象に、原則 24 カ月の期間、利用すること
が可能です。働くために必要な知識と能力向上のための職業訓練や適性に合った求職活動、就職後長く勤めら
れるよう職場への定着支援まで、一貫した支援を行います。

ウェルビーは、業界トップクラスの就職実績・定着率と、全国各地で蓄積したノウハウを活かしたオリジナルの
支援と、地域の社会資源・企業の方と連携した支援を提供しております。

About

全国

センター

2020 年度実績
780 名就職

（80 センター）※2021 年 12 月現在

4,763 ※

93
累計就職者

半年定着率

89.3 ％

※2022 年 3 月仮開所含む

※

Schedule 当日のタイムテーブル

12：30
13：00

13：10

13：40

14：30

14：40

15：30

15：50

開場
開演・弊社挨拶

休憩（10 分）

「精神発達障がい者しごとサポーター養成講座について」（20 分）
ハローワーク福岡中央   精神障がい者雇用トータルサポーター　日下部　弘和氏

休憩（10 分）

テーマ『企業を支える医療と福祉の取り組み』（約 40 分 / 質疑応答 10 分）
HALECARE 訪問看護福岡　精神保健福祉士　坪井　健二氏
有限会社中村製作所　代表取締役社長　中村　泰武氏

基調講演『精神疾患を持つ方の多様な働き方を考える～精神科医の視点～』
（約 40 分 / 質疑応答 10 分）福岡大学医学部精神医学教室　助教　飯田　仁志氏

16：00

挨拶　アンケート記入のお願い16：50

17：00 閉会

テーマ『SDGs とは、誰ひとり取り残さない世界へ』（約 30 分）
一般社団法人　福岡 SDGs 協会　代表理事　高木正太郎氏

テーマ『障がい者雇用で職場や組織の活性化』～社会が変わる～
（約 40 分 / 質疑応答 10 分）

株式会社トライアルベネフィット　管理部長兼務営業部長　佐藤　弘氏



新型コロナウイルス対応
・新型コロナウイルス対策としまして、各会場収容人数の制限を実施いたします。そのため、オンライン視聴の

他、サテライトで各センターに映像を繋いで開催いたします。
・各会場入場時に検温、アルコール消毒を実施いたします。

37.5 度以上の発熱が見られる方にはご入場をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。
・各会場に来訪される皆様におかれましては、マスクやフェイスガードの着用をお願いいたします。
・来場者全員の所属先・連絡先を控えさせていただきます。

企業紹介

Attention

就労フォーラムが貴社の障がい者雇用促進やお悩みの解消の一助となれば幸いです。
就労移行や定着支援で数々の企業と障がいのある方の橋渡しを行ってきた成功事例を活用し、
様々なお悩みやご要望に対応する企業向けのサポートの紹介も予定しております。お気軽にお問い合わせください。

ぜひ皆様のご参加をお待ちしております

学校法人 福岡大学病院様 一般社団法人 福岡 SDGs 協会様
SDGsは世界すべての国や地域の共通の目標であり、達成するべき行動計画です。
よって我々一人ひとりが取り組むことが大切です。
持続可能な活動のために、小さな一歩から一緒にはじめましょう。
主な活動は、ＳＤＧｓの啓蒙活動と社会的弱者への支援です。
その他、SDGsについての情報発信の場、会員同士のビジネスマッチングの場の提
供、SDGs導入時の支援など実施します。

『誰ひとり取り残さないまち福岡』への実現に向けて取り組んでおります。

福岡大学病院精神神経科は、入院、外来、デイケア部門において、生物
－心理－社会モデルの観点から、地域に根ざした、患者さん中心の精
神医療を行っています。医師、看護師、薬剤師、精神保健福祉士、作業療
法士、臨床心理士、体育療法士など全てのスタッフが、常時患者さんと
かかわりを持ち、治療的な雰囲気を大切にしながら、個人への薬物療
法や精神療法、相談活動、さまざまな集団治療活動を行なっています。
デイケアは、大学病院精神科で最初に開設したという歴史があります
が、若い年齢層の患者さんを中心に、集団でのスポーツ療法、作業療法
、認知行動療法を中心とした治療活動を行なっています。個々の患者さ
んの状態に応じた綿密な治療プログラムを作り、担当スタッフとの定期
的な振り返りや話し合いの場を持ちながら、それぞれの社会復帰とリ
カバリーを目指しています。

株式会社 トライアルベネフィット様
テーマは「障害者雇用で職場や組織の活性化 」  ～会社が変わる～

「ITの力で流通を変える」を目標に掲げ、小売×テクノロジーをキーワード
に流通業界のデジタルトランスフォーメーションに取り組み生産や物流の
ムダを省き、AIテクノロジーを導入するなど実証分析をベースにしたお客
様本位の店づくりに努めています。トライアルグループは“流通情報革命”
を示していきます。

HALECARE 訪問看護福岡様
有限会社 中村製作所様
訪問看護事業を展開しておりますHALECARE訪問看護福岡とダクト製造及
び施工事業を展開しております有限会社　中村製作所による新たな取組み
としての福祉医療複合型支援サービスの取組みをお話しさせて頂きます。企
業間での契約、従業員満足を図る福利厚生の確立、そして地域課題と地域連
携をテーマにしたいと思います。

中村製作所様HALECARE 訪問看護福岡様



ご
確
認
事
項

サテライト会場について
各センターの定員は 15名です。定員になり次第、申し込みを終了させていただきますので
ご了承下さい。

＊サテライト会場（全1 5か所）では、センターの見学や、お集まりいただいた方やウェルビー
スタッフとの情報交換が直接できます。

オンライン視聴（ウェブ会議システム「ZOOM」 ）

5/6（金）申し込み締切

問
い
合
わ
せ

ウェルビー鹿児島中央センター
☎ 099-230-7601（9 時～ 18 時 日除く）

FAX 099-230-7602

鹿児島県

ウェルビー長崎駅前センター
☎ 095-801-1165（9 時～ 18 時 日除く）

長崎県

FAX 095-801-1166

ウェルビー西鉄久留米駅前センター
☎ 0942-64-9166（9 時～ 18 時 日除く）

ウェルビー広島駅前第 2 センター
☎ 082-569-8585（9 時～ 18 時 日除く）

広島県

ウェルビー岡山駅前第 2 センター
☎ 086-201-5135（9 時～ 18 時 日除く）

岡山県

ウェルビー広島駅前センター
☎ 082-555-8828（9 時～ 18 時 日除く）

熊本県

ウェルビー熊本駅前センター
☎ 0120-655-773（9 時～ 18 時 ）

（フリーダイヤル） 開所予定

ウェルビー小倉駅前センター
☎ 093-953-8899（9 時～ 18 時 日除く）

福岡県

FAX 093-953-8920

問い合わせ先
第３回九州就労フォーラム運営センター

・博多センター
☎092-292-8660

・福岡天神北センター
☎092-753-7780

□本イベントの対象者は、九州・四国・中国地方の企業様・関
係機関関係者様に限らせて頂きます。

□事前に申し込みをお願い致します。

※イベントの録音・録画・写真の撮影などはご遠慮ください。

※オンライン視聴に係る通信費は自己負担となります。

※Wi-Fi 環境やできる限り有線 LAN 環境をご利用ください。

※フォ ーラムの様子をウェルビーのブログ、Facebook など広
報活動に使用させていただく場合がございます。

＜お申込み方法＞
別添のお申込み用紙に必要事項をご記入の上、メール (info@welbe.co.jp) 

または、下記いずれかのサテライト会場へ FAX でお申し込み下さい。

＊当日会場にお越しいただけない場合は、オンラインでの視聴も可能です。

ウェルビー熊本水道町センター
☎ 096-273-6437（9 時～ 18 時 日除く）

熊本県

ウェルビー熊本水前寺センター
☎ 096-273-8280（9 時～ 18 時 日除く）

FAX 096-273-8281FAX 096-273-6447
福岡県

ウェルビー黒崎駅前センター
☎ 093-482-5155（9 時～ 18 時 日除く）

ウェルビーチャレンジ小倉センター
☎ 093-482-3731（9 時～ 18 時 日除く）
FAX 093-482-3732 FAX 0942-64-9167FAX 093-482-5156
香川県

ウェルビー高松センター
☎ 087-813-1148（9 時～ 18 時 日除く）
FAX 087-813-1149

ウェルビー岡山駅前センター
☎ 086-201-4004（9 時～ 18 時 日除く）

岡山県

FAX 086-201-4005

ウェルビー松山センター
☎ 089-909-9952（9 時～ 18 時 日除く）

愛媛県

FAX 089-909-9953

FAX 082-555-8829 FAX 082-569-8586FAX 086-201-5136



ウェルビーの支
援

■

①

②

※

☎

☎
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