障害福祉サービスを利用される方々の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、
総合的かつ効率的に福祉サービスが提供されるように配慮して、サービス等利用計画を作
成いたします。
利用される方の思いを基に、関係機関との連携や社会資源の活用等を行い、地域の中で安
心して暮らしていけるお手伝いをさせていただきます。
営 業 日 月曜日から土曜日（第１・第３）

障害のある方を
応援しています

特定相談支援事業

ただし、国民の祝日・お盆休み・年末年始を除く
営業時間 午前９時から午後５時まで
事業内容 ①サービス等利用計画の作成及び、継続的なモニタリング
②地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供や
日常生活全般に関する相談。

社会福祉法人

お問い合わせ先

北九州市戸畑区千防１丁目 1-16（北九州市立戸畑障害者地域活動センター内）

TEL.093-861-1077

FAX.093-861-1066

ご 案 内
若戸大橋
渡船のりば
とりはた玄海園

就労センター
法人本部

玄海牧山
就労センター

大橋公園横

明治町郵便局

とりはた玄海園
生活支援センター

アプローズマンション

JR戸畑駅
戸畑警察署

イオン戸畑

至牧山

至小倉

ウェルとばた
汐井町公園横

戸畑警察署前

ベスト電器 うどんウエスト

戸畑図書館
戸畑郵便局
戸畑区役所横

戸畑区役所

戸畑障害者
地域活動センター

至小倉

社会福祉法人

北九州身体障害者福祉事業協会
［法人本部］
北九州市戸畑区北鳥旗町 2-22 TEL.093-871-0841 FAX.093-871-0852
Ｅメール：info@torihata.or.jp ホームページ：http://www.torihata.or.jp
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社会福祉法人

４つのセンターで 障害のある方を支援しています

北九州身体障害者福祉事業協会

理念・基本方針

（身体障害、知的障害、精神障害）

Step up

社会福祉法人 北九州身体障害者福祉事業協会は、

利用者の成長

昭和43年に身体障害者の自立更生を目指すため

私たちは、
誰でも、
いつからでも

昭和50年に現在の北九州市戸畑区北鳥旗町に
本部事務所を移し、現在までに障害者支援施設を
含め四つの施設を経営しております。

将来への夢を持って、
社会参加と自立の推進を

Endeavor

Mate

めざします。

職員資質の向上

地域社会との共存・共栄

私たちは、
豊かな人間性を養い、
互いに信頼しあえる人間関係を築き、
絶えず自身の知識と技術の向上に

法人の理 念

とりはた玄海園就労センター

とりはた玄海園生活支援センター

「障害があっても働きたい」
「自分の力を伸ばし

施 設 入 所支援は日中活動の生 活 介護や支援、

成長する可能性を信じ、

身体障害者授産施設を開設しました。

努め、
適切なサービスを
めざします。

SMILE
笑顔にむかって

5つの

沿

交流を深め、
地域に根づく開かれた施設を

基本方針

Life

私たちは、利用者自身がこころから満足していただき、
笑顔を見せたときに、最も幸せを感じ、
私たちの笑顔にもつながります。
施設内に笑顔があふれるよう、ご満足いただける
サービスの提供をめざします。

私たちは、
地域の一員として

めざします。

Idea

人権の尊重

施設経営の透明性

私たちは、
一人ひとりを大切にする

私たちは、
互いに意見を出し合い、

温かいまなざしを持って、

常に創意工夫に努め、

その人らしさに重点を置き、

計画性と透明性のある

差別のない環境づくりを

施設づくりを

めざします。

めざします。

たい」
「経済的自立をめざしたい」といった目標

相談援助等を行います。

をもつ仲間が集まり、共同作業

生活介護事業は日常生活の支援の一環として、

をしています。日々の訓練や作

創作レクリエーション活動、
生産活動を行います。

業経験をいかし、一般就労を目

短期入所は様々な事情により一時的に介護を受け

指している仲間たちもいます。

られない時に短期間ご利用いただけます。

事業内容 障害福祉サービス事業所
多機能型（定員 40 名）

事業内容 障害者支援施設

事業種類 就労継続支援事業Ｂ型（定員 34 名）
就労移行支援事業
（定員 6 名）

事業種類 施設入所支援（定員 40 名）
生活介護事業（定員 54 名）
短期入所
（定員 2 名）

生産活動 印刷作業、簡易作業、
おやつ製造・販売、清掃作業など
お問い合わせ先

お問い合わせ先

北九州市戸畑区北鳥旗町 2-22

北九州市戸畑区北鳥旗町 2-22

TEL.093-871-0841

TEL.093-871-0842

FAX.093-871-0852

FAX.093-883-6802

革

1968（昭和43年） 3月 社会福祉法人「北九州身体障害者福祉事業協会」設立

玄海牧山就労センター

北九州市立 戸畑障害者地域活動センター

障害のある方に作業を通し社会参画する場を提

障害のある方が昼間に活動する場所がない状況

供し、働く喜びと大切さを実感できるようにす

を見直し、障害のある方の

ると共に、作 業 を 通し社

活動の場所を提供・確保した

1996（平成 ８年） 4月 身体障害者通所授産施設「玄海通所センター」開設

会性と集中力、協調性等

り、保護者などの負担軽減

1996（平成 ８年） 4月 身体障害者「玄海デイサービスセンター」開設（市の委託事業）
身体障害者ショートステイ事業開始

を身につけることが 出 来

を目指しています。

1968（昭和43年） 4月 身体障害者授産施設「玄海授産場」開設
1975（昭和50年） 4月 重度身体障害者授産施設「玄海重度職業更生センター」開設
1977（昭和52年） 4月 社会事業授産施設「玄海障害福祉共同作業所」開設

るよう支援をします。
事業内容 障害福祉サービス事業所多機能型（定員 76 名）

2001（平成13年） 4月 身体障害者通所授産施設「玄海牧山通所センター」開設（定員 20 名）
（社会事業授産施設「玄海障害福祉共同作業所」を事業変更）
事業内容 障害福祉サービス事業所

2007（平成19年） 4月 北九州市立戸畑障害者地域活動センターの運営の指定管理
2008（平成20年） 4月 とりはた玄海園就労センターの開設（定員 40 名）
（身体障害者通所授産施設「玄海通所センター」を事業変更）
とりはた玄海園生活支援センターの開設（定員 54 名）
（身体障害者授産施設「玄海授産場」及び重度身体障害者授産施設「玄海重度職業更生センター」
を併合し、事業変更）

事業種類 就労継続支援事業Ｂ型（定員 20 名）
生産活動 鋳物研磨作業、簡易作業など

お問い合わせ先

事業種類 就労移行支援事業
（定員 15 名）
就労継続支援事業Ｂ型 （定員 30 名）
自立訓練（生活訓練）
事業（定員 6 名）
生活介護事業
（定員 25 名）
生産活動 洗濯作業、清掃作業、パン製造・販売、
部品組み立て作業など
お問い合わせ先

北九州市戸畑区牧山海岸 3-6

北九州市戸畑区千防１丁目 1-16

TEL.093-881-1321

TEL.093-861-1077

FAX.093-883-8440

FAX.093-861-1066

2011（平成23年） 8月 とりはた玄海園生活支援センター建替えにより、施設入所支援での完全個室の整備
（施設入所支援 40 名、生活介護 54 名、短期入所 2 名）
2012（平成24年） 4月 玄海牧山就労センターの開設（定員 20 名）
（身体障害者通所授産施設「玄海牧山通所センター」を事業変更）
2013（平成25年）12月 北九州市立戸畑障害者地域活動センター「特定相談支援事業」の開始

私たちは、障害のある方一人ひとりの人権を尊重し、個性を大切にします。
その方の能力や特性を活かせるようなサービスの提供をめざし、
自立と社会参加を促すべく、職員一丸となって支援を行います。

