ジョブカレッジとくしま（介護・各種講座のことなら）
平成28年度の介護福祉士試験は受験資格として

どんな相談でも専門のアドバイザーが無料でお答えします。
暮らし
仕事

家庭

お問い合わせ

実務者研修の修了が必須となっています!

ライフサポートセンター
仕事や家庭、暮らしの悩みはありませんか？
●徳島中央ライフサポートセンター

〒770-0942 徳島県徳島市昭和町3丁目35-1 わーくぴあ徳島 5F

電話番号

088-623-4105

FAX番号 088-678-4177
メールアドレス chuou-life@utopia.ocn.ne.jp

●徳島西部ライフサポートセンター
〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ 2212-2

電話番号

0883-72-8611

FAX番号 0883-72-8622
メールアドレス seibu-life@wish.ocn.ne.jp

●徳島南部ライフサポートセンター
ネットでのトラブル、職場でのハラスメントなど
多くの相談が寄せられています。一人悩まないで
お気軽にご相談ください。
プライバシーは守られます。

ジョブとくしま無料職業紹介所

仕事なんでも相談室

〒774-0030 徳島県阿南市富岡町玉塚21 里美ビル1F

電話番号

沿革

・

パーソナル･サポート･センターとくしま開所（5/16）
内閣府委託事業

徳島県労働者福祉協議会設立（5/13）

1986（S61）年

社団法人認定（3/27）

2001（H13）年

福祉なんでも相談ダイヤル開設（5/19）

2002（H14）年

障がい者の就労支援ための自動車運転免許取得特別講座開講（5/14）

徳島県若者サポートステーションを
とくしま地域若者サポートステーションに改称（4/1）

とくしま就業支援センター開設（6/17）

あわ地域若者サポートステーション開設（5/8）
厚労省委託事業

2003（H15）年

なのはな居宅介護支援センター事業開始（8/1）

2004（H16）年

労福協ジョブとくしま無料職業紹介所開設（10/1）

2005（H17）年 とくしま次世代育成支援センター開設（4/1） 徳島県委託事業
2006（H18）年

8

2011（H23）年

1975（S50）年

仕事なんでも相談室開設（12/2） 徳島県委託事業

受付時間

0884-24-9501

FAX番号 0884-24-9503
メールアドレス nanbu-life@vanilla.ocn.ne.jp

2007（H19）年

徳島県若者サポートステーション開設（9/4） 厚労省委託事業
徳島西部ライフサポートセンター設立（1/20）

徳島南部ライフサポートセンター設立（6/11）
2012（H24）年

2013（H25）年

公益社団法人認定（3/26）
次世代認定マーク
「くるみん」取得（3/29）

2014（H26）年

定住外国人の就労・社会参加事業実施（5/1）徳島県委託事業

2015（H27）年

パーソナルサポートセンターとくしま開所（4/1）
徳島県委託事業（就労準備支援）
パーソナルサポートセンターとくしま開所（4/1）
徳島市委託事業（学習支援、就労準備支援）
パーソナルサポートセンターとくしま
【学びサポート塾】開所（5/25） 徳島市委託事業（学習支援）

2009（H21）年

県内在住外国人の就労支援のための日本語講座開始（8/17）

2010（H22）年

徳島中央ライフサポートセンター設立（3/28）

こまつしま生活自立支援センター開所（4/1）
小松島市委託事業（自立相談支援）

就業援助相談室開設（4/1） 徳島県委託事業
若者支援ジョブスタとくしま開設（5/21）

とくしま地域
若者サポート
ステーション

あわ地域
若者サポート
ステーション

ジョブカレッジとくしま開所（5/31）

労福協なのはなヘルパーステーション開所（1/27）

。

パーソナル
サポートセンター

鳴門市生活自立相談支援センター
「よりそい」開所（4/1）鳴門市委託事業
（自立相談支援）
あなんパーソナル･サポート･センター開所（4/1）
阿南市委託事業（自立相談支援、就労準備支援）

仕事なんでも
相談室

ジョブとくしま
無料職業紹介所

ジョブカレッジ
とくしま

徳島中央
ライフサポート
センター

徳島西部
ライフサポート
センター

徳島南部
ライフサポート
センター

公益社団法人 徳島県労働者福祉協議会
わーくぴあ徳島
www.

県道120号

（一般社団法人 徳島県労働福祉会館）

とくしま次世代育成支援センター

あなたの悩みに寄り添って支援いたします
生活困窮者自立支援制度（平成２７年４月施行）
は、個々に寄り添い、状況に合わせた継続的な支援を実施する制度です。
徳島県労働者福祉協議会では、県内自治体より各事業を受託し支援事業を実施しています。

委託自治体
○徳島県委託：就労準備支援事業

若者の「働く」をお手伝いします！

○徳島市委託：就労準備支援事業

パーソナルサポートセンターとくしま
〒770-0942

まずは面談であなたの状況をお聞かせください。
これからのことを一緒に考えます。※要予約

徳島市昭和町３丁目35-1 わーくぴあ徳島2階

電話●088-679-7754
相談日：月曜～金曜 9時～17時
※定休日：土日・祝日・夏季
（8/12～8/15）
年末年始
（12/29～1/3）

女性活躍推進に関する取り組み

とくしま地域若者サポートステーション
あわ地域若者サポートステーション

個別面談・
心理カウンセリング

○徳島市委託：子どもの学習支援事業

パーソナルサポートセンターとくしま【学びサポート塾】

女性活躍推進法に
基づく認定マーク

※保護者からのご相談にも応じています。

電話●0800-200-3145
相談日：月曜～金曜 9時～17時
※定休日：土日・祝日・夏季
（8/12～8/15）
・年末年始
（12/29～1/3）

「えるぼし」

ヘルパー
ステーション

在宅生活を支えるための
有償サービス

至JR鳴門駅↑

徳島市昭和町３丁目35-1 わーくぴあ徳島２階

電話●フリーダイヤル 0120-783-141 相談日：月曜～金曜 ９時～１７時
※定休日：土日・祝日・夏季
（8/12～8/15）
・年末年始
（12/29～1/3）

●パソコン講座 ●コミュニケーション講座
●面接対策
●ビジネスマナー講座

鳴門市生活自立相談支援センター「よりそい」
鳴門市撫養町南浜字東浜170

鳴門市立
第一中学校

〒774-0030

阿南市富岡町玉塚21

里美ビル1階

地方裁判所
阿南支部

休

自立相談支援機関・
自治体・地域支援団体等

生活困窮状態
からの脱却

＜支援調整会議＞

就労準備支援事業

学び

●川内公民館
●方上公民館
●一宮コミュニティセンター

交流

●加茂コミュニティセンター

教育委員会・学校・地域他機関との連携

居場所

貧困の連鎖の
防止

●青少年センター

学力向上・進学

あい♥あい
ファミサポフェスティバル

各教室に入校

ふれあいファミリーデー

受付

みかん収穫体験祭り＆
ウォーキング

TEL:088-637-7553
開所時間／10：00～18：00（月～金）
10：00～17：00（第1・第3土）
休
日／第 1・第 3 を除く土、日、祝、
夏季休日、年末年始

あわ地域若者サポートステーション

障がい者のための自動車運転免許取得特別講座
障がいを持たれている方の就労・職域拡大のために、
自動車の運転免許取得の
学科講座、
「 障がい者のための自動車運転免許取得特別講座」
を県内4か所
（徳島市・吉野川市・阿南市・松茂町）
で開講しています。

外国人対象

【学びサポート塾】
学習希望者

自然とふれあう健康ウォークIN美波

労働者福祉メーデー

（旧笠井福祉センター）

課題と背景要因のまとめ
および支援の方向性の検討

他機関・地域事業所との連携

県民と働く者のとくしま
フェスタ開会式典＆
わーくぴあフェスタ

日／日、祝、夏季休日、年末年始

とくしま地域若者サポートステーション

技能習得・職場見学・
就労体験等

学習支援事業

TEL:088-602-0553
開所時間／10：00～18：00（月～金）
10：00～17：00（土）

※アセスメント

支援決定

プラン
（案）作成

※
アセスメント

すべての県民が生活にゆとりを持ち、充実した自由な時間と潤いのある生活を送ることができる人間性
豊かな社会の実現を目指し
「県民と働く者のとくしまフェスタ」
を開催しています。

徳島県南部
総合県民局

自立相談支援事業
相談受付

相談者

県民と働く者のとくしまフェスタ

国道55号線

相談の流れ

自立相談支援事業・
就労準備支援事業

富岡東高校

NTT

電話●フリーダイヤル 0120-928-764
相談日：月曜～金曜 8時30分～17時15分
※定休日：土日・祝日・年末年始
（12/29～1/3）

登録ヘルパー
募集中

阿南市役所
ろうきん

〒771-1402
阿波市吉野町西条字大内 18-1
吉野中央公民館 2 階

〒770-0831
徳島市寺島本町西 1-7-1
日通朝日徳島ビル１階

JR阿南駅

あなんパーソナル・サポート・センター

厚生労働省事業

とくしま地域若者サポートステーション あわ地域若者サポートステーション

撫養川

あなんパーソナル・
サポート・センター

※実習では給与等の報酬は発生しません。
厚生労働省事業

桑野川

○阿南市委託：自立相談支援事業・就労準備支援事業

職場実習

撫養街道

鳴門市文化会館

鳴門警察署

鳴門市役所１階

電話●フリーダイヤル 0120-928-734
相談日：月曜～金曜 8時30分～17時15分
※定休日：土日・祝日・年末年始
（12/29～1/3）

介護保険・障害者総合支援法により、
居宅を訪問しサービスを行います。
同行
援護も利用可能です。

鳴門市消防署
鳴門地域地場
産業振興センター

鳴門市役所1階

○鳴門市委託：自立相談支援事業

〒772-0003

088-679-7064

28

号線

居宅介護
支援センター

国道

こまつしま生活自立支援センター

相談は無料です
秘密は厳守いたします

お仕事が
決まった後も
サポートします

就労支援講座

○小松島市委託：自立相談支援事業

〒770-0942

対象：15歳～39歳の若者

就労支援日本語講座・技能習得講座・資格取得講座
日本で就職するために必要な日本語やマナーの習得のための講座、
パソコン等の技能習得講座、
自動車運転免許取得支援講座、
介護の資格取得講座等を実施します。

お問い合わせ

TEL 088-625-8387 FAX 088-625-5113

