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就労継続支援Ｂ型事業所 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 Ｌｉｆｅ ｃａｒｅ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 ライフソリューション 

事業所所在地 〒816-0801春日市春日原東町 3-4 吉崎ビル 2Ｆ 

ＴＥＬ 092-981-6801 

ＦＡＸ 092-981-6805 

Ｅ-ＭＡＩＬ lifecare@lifesolution.jp 

ＨＰアドレス http://www.lifesolution.jp 

窓口担当者 管理者 川口 智恵 

指定年月日 令和元年 7月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  難病等 

サービス提供区域 福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、大宰府市 

利用定員 20人 

営業日 月～土曜日（祝日を除く） 

営業時間 9時～18時 

駐車場の有無 無し 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  2 1 5 6 3  

女性  2 3 6    
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  4 3 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  4 1 

女性  2 1 
 

mailto:lifecare@lifesolution.jp
http://www.lifesolution.jp/
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活動内容 

事業所内作業 

軽作業（箱折り、組立、チラシ等の封入等） 

施設外作業 

工場内での塗装、清掃 

倉庫内でに検品、箱詰め 

ビル・マンションの清掃 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 通所、朝礼 

10：10 作業（途中 10分休憩） 

12：00 昼休み 

12：40 作業（途中 10分休憩） 

14：50 掃除 

15：00 作業終了 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：行き 100円、帰り 100円 

食 費：1食 100円（利用者負担額） 

平均工賃 11000円（令和元年度） 

医療的ケアの実施状況 実地していない 

協力医療機関 医療法人雅岳会 天神西通りクリニック 

アピールポイント 

・障がいのある方々が、地域で豊かな生活を営めるよう、一人ひとりの

障がい特性等を理解し、それにあった活動を実施しています。 

・季節行事も多く、花見やクリスマス会、初詣、バーべキュー等 

利用者から好評を得ています。 
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令和 2年１１月 1日現在 

事業所名 
一般社団法人 きずな 

ワークサポートセンター ひなた 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人 きずな 

事業所所在地 〒816-0803 福岡県春日市春日原南町 4丁目 11 

ＴＥＬ 092-517-1637 

ＦＡＸ 092-775-3407 

Ｅ-ＭＡＩＬ wsc-hinata@hotmail.co.jp 

ＨＰアドレス http://www.sha-kizuna.com/ 

窓口担当者 施設長 古賀 明子 

指定年月日 平成 25年 9月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、福岡市、那珂川市 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（12月 29 日～1月 4日を除く） 

営業時間 9時～18時 

駐車場の有無 無 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 １ 3 2 1 2   

女性  1  1    
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  １ ２ 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 1 2 ２ 
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活動内容 

【作 業】 

・チラシ封入作業         ・蝶番袋詰め作業 

・サンプル作成          ・施設外就労 

・ボールペン組立て、解体       缶つぶし 

・ＰＣ入力訓練            チラシ封入 

・メダル色分け訓練          公民館清掃 

・出荷作業訓練 

・物流作業訓練 

1 日のタイムスケジュール 

9：00 開所 

9：30 朝礼 

9：35 作業開始（途中 10分休憩） 

12：00 昼休み 

12：50 作業開始 

14：30 終礼 

送迎の有無（送迎場所） 無 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：障害福祉サービスの自己負担額は所得に応じて設定されてい

す。お住いの市町村にてご確認下さい。 

平均工賃 21,215円（令和元年度実績） 

医療的ケアの実施状況 年 1回健康診断 

協力医療機関 徳洲会病院 

アピールポイント 

・ゆっくり、じっくり生活のリズムを整えながら訓練が出来ます。 

・社会に出て働くことが出来るように基礎的な力を身に付けることが出

来ます。 

・個々の希望や必要性に応じた訓練内容を選択出来ます。 

・SST でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの取り方等を学び社会人としてのルールやマナーを

身に付けることが出来ます。 

・実際に企業から頂いた請負作業を行い、仕事を通して目標意識を付け

ることが出来ます。（時給 200円～500円） 

・企業内で働くことを実感し（施設外就労）必要なマナーを身に付ける

ことが出来ます。 

・就労に向けてハローワーク・実習の同行し、就職後も定着支援を行い

ます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障害者就労支援センター ゆり工房 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 春日市小倉 3丁目 242 番地 1 

ＴＥＬ 092-575-2223 

ＦＡＸ 092-575-2224 

Ｅ-ＭＡＩＬ yurikobo@almond.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 管理者 中村 勝利 

指定年月日 平成 21年 4月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神   

受入実績（障がい別） 身体  知的  

サービス提供区域 春日市を中心とする近隣市 

利用定員 主たる事業所（ゆり工房）18名  従たる事業所（はるひ）10名 

営業日 月 火 水 木 金（8/13～15、12/29～1/3を除く） 

営業時間 9：30～16：00 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  3 2 1 5   

女性  2 2 7 4 1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 4 5 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性  6 2 
 

mailto:yurikobo@almond.ocn.ne.jp
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活動内容 

・作業 

 （食品製造）・・・菓子パン、食パン、クッキー菓子 

 （木工加工）・・・玩具、マグネット小物等 

 （手  芸）・・・さをり織物、ビーズアクセサリー 

・その他・・・行事（日帰り旅行・季節行事）、健康管理 

 

1 日のタイムスケジュール 

 9：30 通所 朝の会 

9：40 作業 

（休憩 10分） 

12：00 食事 昼休み 

13：00 作業 

（休憩 10分） 

15：50 作業終了 

16：00 退勤（送迎） 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：片道 140円 往復 280円 

食 費：530円（食材費 280円） 

その他：行事等参加費は実費徴収 

平均工賃 8,785円 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 いなば診療クリニック、野北外科胃腸科、岩崎外科胃腸科医院 

アピールポイント 

・春日市の中央部に位置し、利用しやすく、一般市民や近隣の小学校と

の交流も盛んで、社会参加、活動ができる環境にあります。 

・人気のあるパン洋菓子や木工商品、ビーズアクセサリー、さをり織り

商品などの生産活動をしながら、納品や、販売の取り組みをしていま

す。 

・春日市役所売店（はるひ）を運営しています。 

・福祉ぱれっと館（喫茶オルゴール）を運営しています。 

・小学校との交流や行事参加を楽しんでいます。 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ブルークローバー 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 合同会社 blueclovercorp 

事業所所在地 春日市紅葉丘西 2丁目 7番地 

ＴＥＬ 092-586-7797 

ＦＡＸ 092-586-7798 

Ｅ-ＭＡＩＬ miyatam556@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 宮田美和 

指定年月日 2015年 6月 1日 

対象とする障がい  身体  知的  精神   

受入実績（障がい別）  身体  知的  精神   

サービス提供区域 筑紫野市・大野城市・春日市・福岡市博多区・南区 

利用定員 令和 3年 2月 1日より 20名 

営業日 月曜日～土曜日：休日（日曜日・5/3.4.5 8/13.14.15 12/30.1/1.2.3.） 

営業時間 8：30～17：30 利用時間（10：00～15：00） 

駐車場の有無 あり 6台 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 0 0 3 0 2 2 0 

女性 0 3 2 2 1 3 0 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 1.5 3 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 0 1 2 

女性 0 2 1 
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活動内容 

作業内容 

・軽作業：箱折り 段ボール・ギフト用箱 大 中 小  

巾着紐通し・珈琲詰め合わせ・洋菓子詰め合わせ・海苔詰め合わせ・タオルギフト 

・自動車部品組み立て：ゴム栓通し 配線組み立て ロック 

・青果作業：計量 袋詰め テープ止め 

・手作り：編み物・雑貨品・アクセサリー作り 

・施設外：納品・納入作業 洗車 雑草除去作業 清掃作業 

・その他 季節行事：豆まき・ひな祭り・花見・七夕・ハロウィーン・クリスマス 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～ 通所（送迎） 

10：00～ 作業   （途中 10 分休み） 

12：00～ 昼休み 

13：00～ 作業   （途中 10 分休み） 

15：00～ 作業終了 日報・掃除 

15：30～ 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（基本的には、ドア toドア） 

食事提供の有無 あり：お弁当 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める各額 

送迎料：無料 

食費 ：400 円以上の端数料金を自己負担 

その他：旅行等へ参加する場合は、実費を徴収 

平均工賃 
時給 50円～能力給（施設外就労・手作り製品作業の時給は別途支給）） 

月支給額 3000円～20000円 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 かわらだ呼吸器科クリニック 

アピールポイント 

・障がいのある方が、地域のなかで、安心で安全な暮らしが出来るよう一

人ひとりを理解し寄り添い 個性を生かせる活動を心がけています。 

・私たちは、作業に対し、一切のノルマを無くし ゆっくりと丁寧にをモ

ットーに時間をかけて確実に作業出来るよう指導しています。 

・コミュニケーション能力を、重視し 誰にでも気軽に声掛け出来るよう

フレンドリーな 居場所にしています。 

・地域社会と連携し、地域密着型の事業展開を図っています。 

・季節行事等が多いので 参加は、任意参加にしています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 就労継続支援Ｂ型・フルール 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 蒼恵 

事業所所在地 春日市紅葉ヶ丘東 9丁目 73-1 

ＴＥＬ 092-558-2357 

ＦＡＸ 092-558-2358 

Ｅ-ＭＡＩＬ fleur.kasuga@gmail.com 

ＨＰアドレス http://fleurkasuga.wixsite.com/homepage 

窓口担当者 サービス管理責任者 

指定年月日 平成 31年 1月 1日 

対象とする障がい 知的  精神 

受入実績（障がい別） 知的  精神 

サービス提供区域 春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市(南区) 

利用定員 ２０名 

営業日 月～土曜日(8/13～8/15、12/29～1/3を除く) 

営業時間 9:00～18:00 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  1  1    

女性  1  1    
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 1 2 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 1 

女性 1   
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活動内容 

○作業内容 

 軽作業(コーヒー袋詰め、箱折り、袋作り、パンフレット折り等) 

 手芸（刺し子、刺繍、ビーズアクセサリー、編み物、裂き織り、機織

り等） 

 

○ジョブスキルトレーニング（月１回） 

 就労に必要な様々なスキル（挨拶・言葉遣い・身だしなみ等）を身に

付けるトレーニングを行います。 

 

○その他 

 陶芸教室、ボーリング、カラオケ、音楽療法等(不定期) 

1 日のタイムスケジュール 

10:00 通所、朝礼 

10:05 作業(途中 15 分休憩) 

12:00 昼休み 

13:00 作業(途中 10 分休憩) 

14:30 掃除 

15:00 作業終了、終礼 

送迎の有無（送迎場所） 有り(基本的にドア to ドア) 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食費：1食 160円(1食 360円弁当を提供) 

その他：行事等への参加費 

平均工賃 11,000円／月 

医療的ケアの実施状況 検温、手指消毒(室内も)、マスク等 

協力医療機関 榊原医院 

アピールポイント 

・一人ひとりの障がい特性を理解し、それにあった活動を実施している。 

･ゆったりとした空間の中、その方にあった作業をできるだけ提供し、 

 日常生活活動も含めたスキルアップにつなげていく。 

･コーヒー袋詰めはオーガニックの豆をミルで挽き、ドリップコーヒ 

ーとして販売しており人気商品です。又、刺し子やマスク等も製作 

 しています。 

･地域社会と連携し、地域密着型の事業展開を図っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 はるかぜ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人はるかぜ福祉会 

事業所所在地 春日市星見ヶ丘 1丁目 8番地 

ＴＥＬ 092-595-3179 

ＦＡＸ 092-595-3174 

Ｅ-ＭＡＩＬ harukaze@swc-harukaze.or.jp 

ＨＰアドレス http://swc-harukaze.or.jp 

窓口担当者 吉田 智美 

指定年月日 平成 26年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 知的  

サービス提供区域 福岡市博多区・南区・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市 

利用定員 20人 

営業日 月～土（12月 29日～1月 3日休み） 

営業時間 10時～16時 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  6 1     

女性  4 3  1   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  1 2 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性  2 2 
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活動内容 

作業訓練（菓子製造・地区便・アルミ缶プレス等） 

３Ｂ体操 

社会体験（レクレーション） 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～10:30 朝の準備・朝礼 

10:30～12:30 作業訓練等 

12:30～13:30 昼食・休憩 

13:30～15:30 作業訓練等 

15:30～16:00 帰りの準備・終礼 

 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

食事 1回 250円 

送迎 1回 150円 

 

 

平均工賃 11,419円（27年度実績） 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 こうせい内科クリニック 

アピールポイント 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 就労支援センターうららか 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 庄島 

事業所所在地 主）春日市星見ヶ丘 5-31  従）春日市天神山 3-30 

ＴＥＬ 092-984-5222 

ＦＡＸ 092-984-6222 

Ｅ-ＭＡＩＬ uraraka@vel.bbiq.jp 

ＨＰアドレス https://hositsuki.com/ 

窓口担当者  

指定年月日  

対象とする障がい 身体  知的  精神   難病等 

受入実績（障がい別）     知的  精神   

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、福岡市、大宰府市、筑紫野市 

利用定員 20名 

営業日 月～金 

営業時間 時 30分～17時 30分 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  1  1 1   

女性  1  3  1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  2 3 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 2 

女性  2 1 
 

mailto:uraraka@vel.bbiq.jp


293 

 

活動内容 

軽作業（封入、袋詰め etc） 

アクセサリー作り（サンゴランプ、マスクチャーム、ストラップ、 

         ブレスレット etc） 

季節行事（BBQ、お花見、もちつき、クリスマス会、お誕生日会 etc） 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00送迎       11：50片付け    15：30掃除 

9:30バイタルチェック 12：00昼食     15：40終礼 

    朝礼、作業準備 13:00作業開始   15：45送迎 

9:40作業開始     14：00休憩 

10:40休憩       14：10作業開始 

10:50作業開始     15：10休憩 

送迎の有無（送迎場所） あり（ご自宅まで） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食費：無料 

買い物支援員：1Km30 円（社用車使用する場合） 

 

平均工賃  

医療的ケアの実施状況 実地していない 

協力医療機関 ばばトータルケアクリニック、リチャード歯科 

アピールポイント 

障がいのある方が地域で楽しく生活ができるよう、それにあった活動を 

実施します。 

それぞれの障がいの特性をしっかり理解し、なに事にもチャレンジして

いただきます。 

季節行事も多いので、皆さんで楽しく生活します。 
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令和 3年 1月 6日現在 

事業所名 ニイホーム NEO PLACE 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社ニイホーム NEOPLACE 

事業所所在地 春日市昇町 3－18 

ＴＥＬ 092－589－4020 

ＦＡＸ 092－589－4040 

Ｅ-ＭＡＩＬ c.niiho@2146.jp 

ＨＰアドレス http://www.2146.jp/ 

窓口担当者 新甫 サービス管理責任者 

指定年月日 平成 29年８月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・難病等 

受入実績（障がい別） 精神 9割、身体 1割 

サービス提供区域 
福岡市南区、福岡市博多区、春日市、福岡市、大野城市、那珂川市、太
宰府市、筑紫野市 

利用定員 20人 

営業日 月～金曜日 （祝日、12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 10時～15時 30分 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  9 6 3 6 1  

女性  1 3 3 1 1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 2 2 

目標工賃達成指導員   1  

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   2 

女性  3 1 
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活動内容 

・パソコンの学習（初級～上級レベルまでをご用意しています。） 
基本操作を始め、インターネット・メール、の初歩的なところから専門の
ソフトを使った実践的なところまでを学習できます。 
【 取得できるスキル 】 
★基本操作（Windows＆Mac） 
★インターネット・メール 
★Word・Excel 
★イラストレーター（チラシ、パンフレット、名刺などの制作） 
★フォトショップ（画像加工、バナー制作） 
★ドリームウィーバー（ホームページ制作） 
★Adobeプレミア＆FainalCutPro（動画制作） 
最終的には、これらを学びスキルアップすることでインターネットビジネ
スに参加できる能力が身につきます。 
・インターネットビジネスへの参加 
・インターネットマーケティング（書籍＆プログラム） 
・ネットショップ運営（商品開発から販売・アフターフォロー） 
・心の勉強 
・アウトドア体験、デイキャンプ 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 朝礼 
10：30 作業 or学習 (10 分休憩あり) 
12：00 昼休み 
13：00 作業 or学習 （10分休憩あり） 
14：50 掃除 
15：30 終了 

送迎の有無（送迎場

所） 
あり  

食事提供の有無 あり 

費用（利用料、送迎費、

食費等） 
その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 3,000円 ＋ 能力給 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 池田脳神経外科、那珂川病院 

アピールポイント 

ニイホーム NEOPLACEでは一人ひとりのご要望に沿って、共に将来を歩んでいけたら
と考えております。 
今はまだ、ゆっくりと生活習慣をつくって行きたい方もいれば、社会に参加し存在
意義を高めたい、自立して自ら社会活動を行いたい・・・。 
などそれぞれの今の状況によって様々です。 
 
ご要望をしっかりとお聞きした上でこれから一緒にどのように過ごすのかを考えて
いきますのでご安心ください。 
 
＜ゆっくりと過ごす＞ 
心、技、体の 3 つの点からアプローチし、心も身体も健康的な人へと育成します。
落ち着く空間、安心できる仲間、ほめて励ます育成プログラム、成長に見合う作業
内容を提供します。スタッフがしっかりとサポートし、基礎から教えます。作業所
ではなく、「実際に働く会社」のようなイメージで経済的な自立も見込めます。 
 
＜社会参加を目指す＞ 
真面目に取り組めば、実践で役に立つ PCスキルやインターネットスキルを身につけ
ることができます。 
自社オリジナルの「B+（ビープラス）」＝昇進制度を導入しています。一定のスキル
に到達することで実践に参加し給与を頂ける制度です。 
これまで既に 3 名の方がこの制度を活用し、インターネットの世界でビジネスを運
営しています。 
 
ネットショップを運営することで健常者に負けない経済活動を実現しています。 
 
パソコンスキルを上げショップを運営する方、商品の製作から梱包、出荷までを行
う方、それらを支えるスタッフ。みんなが一丸となって取り組むことでしっかりと
した体制を築いています。 
 
どこを目指すにもあなたに寄り添い、共に成長していければ幸いです。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 クラブハート 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 Glove Support 

事業所所在地 筑紫野市吉木 2459-1 

ＴＥＬ 092-555-6022 

ＦＡＸ 092-555-6082 

Ｅ-ＭＡＩＬ gs.gloveheart@gmail.com 

ＨＰアドレス https://gs-gloveheart.com/ 

窓口担当者 久保 

指定年月日 H31.1.1 

対象とする障がい 身体  知的  精神  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  難病等 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、筑前町 

利用定員 30人 

営業日 月～金 土曜日不定 

営業時間 10時～15時 

駐車場の有無 無 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 3 4 1 5 8 5  

女性 0 1 2 3 3 2  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 7 2 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  4  

女性  4 2 
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活動内容 

○作業  ・ビーズアクセサリー、アイロンビーズ作成 

     ・米の選別作業 

     ・解体作業 

     ・銅線の被覆剥き作業 

     ・施設外就労 

○季節行事 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 通所、朝礼、体操、掃除 

10：30 作業（途中 10分休憩） 

12：00 昼休み 

13：00 作業（途中 10分休憩） 

14：50 終礼 

15：00 終了 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：一部地域を除き無料 

食費：1食 250円 

 

平均工賃 20,400円 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 安元耳鼻咽喉科 

アピールポイント 

・当施設は 2019年 1 月に開設した事業所です。 

・作業内容は米選別作業、銅線（被覆剥き）、ビーズなどの物作り、基

盤解体と様々な作業から選択していただけます。（※状況により変更す

る場合があります。） 

・お米は“夢ほのか”として施設へ納品、一般売りをしており、手作り

品はバザーなどで販売します。自分の携わった作業が結果として反映さ

れるので、やりがいを実感できます。 

・月に一回程度、食事レクリエーションを行っています。利用者さんか

らも大好評です。 

グラブハートでは、利用者さんの障がい特性や個々の状態をしっかりと

理解し、それぞれに合った支援を行います。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 社会福祉法人さるびあ会 さるびあ作業所 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 さるびあ会 

事業所所在地 福岡県筑紫野市岡田３丁目１１番地１ほほえみタウンＢ棟１階 

ＴＥＬ ０９２－９２７－１７３５ 

ＦＡＸ ０９２－９２７－１７５５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@sarubiakai.com 

ＨＰアドレス http://www.sarubiakai.com/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 岩本美智子 

指定年月日 平成２０年２月１日 

対象とする障がい 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 指定なし 

利用定員 ２４名 

営業日 月～日曜日 行事等により変更あり。 

営業時間 ８時３０分～１７時１５分 

駐車場の有無 相談に応じる 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 2 4 1 7 4 2 0 

女性 0 2 5 4 2 1 0 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  2 4 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  3 1 

女性  1 1 
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活動内容 

☆仕事内容 

 ①袋加工②紫芋の栽培③裂き織④ＤＭ加工⑤ポスティング事業 

 ⑥ヤマトのメール便⑦看板作成事業⑧新聞バッグ作り⑨麻ひもを 

 使った編み物⑩座布団カバークリーニング⑪公園清掃⑫各種イベ 

 ントでの焼きそば販売⑬リサイクル資源の収集販売⑭屋久杉やハ 

 －ブを使った雑貨作成⑮お弁当配達販売⑯結納品の加工⑰ＳＮＳ 

 代行事業⑱Ｙショップ販売⑲CURRY＆CAFEYOHIRA 店での調理・接客 

 ⑳施設外就労（洗車）㉑点字名刺の作成㉒その他 

☆レクリエーション 

 ①桜花見②観梅③スポーツレク④バスハイク⑤菖蒲見学⑥海水浴 

 ⑦バーベキュー大会⑧一泊及び日帰り研修旅行⑨各種イベントへ 

 の参加⑩カラオケ大会⑪芋ほり⑫収穫祭⑬クリスマス会⑭餅つき 

 大会⑮ボウリング大会⑯果物狩り⑰その他 

1 日のタイムスケジュール 

9:30 通所、朝礼 

10:00 朝礼・体操・作業（途中 10分休憩） 

11:40 昼休み 散歩 

13:00 作業（途中 10 分休憩） 

15:00 掃除 

15:30 作業終了 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎日：なし 

食 費：320円／1食 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 10,200円／月（平成 31年度） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 よこみぞ医院 

アピールポイント 

☆さるびあ作業所とは 

 まずはじめに、今「何に困っているのか」、または将来「どのように過ごしたいの

か」「何がしたいのか」「どこに住みたいのか」「休みの時には何がしたいのか」など

を話していきます。 

 その後、今、何をするべきなのかを一緒に考えながら、計画をたてましょう。 

『できることだけでなく、やりたいこと「夢」にチャレンジできる』場所です。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障がい福祉サービス事業所はーと＆はーと 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人はーと＆はーと 

事業所所在地 筑紫野市岡田三丁目 11番地 1 ほほえみタウンＡ棟 

ＴＥＬ 092-926-0613 

ＦＡＸ 092-403-0663 

Ｅ-ＭＡＩＬ jigyodan15@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 田中 美喜子 

指定年月日 平成 24年 4月 1日 

対象とする障がい   知的   

受入実績（障がい別）   知的   

サービス提供区域 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、小郡市、那珂川市、朝倉郡筑前町の全域 

利用定員 23人 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 午前 8時～午後 5時 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  2 1 1  2  

女性   3 1 2   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 4  

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  4 2 

女性  1  
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活動内容 

・作業内容 

 電子機器の解体 

 手作り豆腐製造及び販売 

 喫茶業務（介護老人保健施設カトレア内） 

 リネン交換（介護老人保健施設カトレア内） 

 クリーニング 

 アルミ缶・古紙回収 

 植栽 

・その他 

 ボウリング、カラオケ、ＤＶＤ鑑賞等のレクリエーション 

 季節行事、誕生会等 

1 日のタイムスケジュール 

9:00 通所 朝の会 

9:10 散歩またはラジオ体操 

9:30 作業（途中 10 分休憩） 

12:00 昼食 昼休み 

13:00 作業（途中 5 分休憩） 

14:30 掃除 

15:00 作業終了 帰りの会 

送迎の有無（送迎場所） 有（要相談） 

食事提供の有無 有（有料） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

その他：お弁当注文の場合、350円または 400 円 

平均工賃 10,082円 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 むらかみクリニック 

アピールポイント 

「はーと＆はーと」は、卒業した障がい児・者が誰でも集まれる場所と

して開設されました。ここでは「障がい者と健常者がともに働きながら

生活する場所」として利用者の方々が仲間と交流しながら通所していま

す。 

 電子機器の解体をメインに様々な作業に取り組むとともに、利用者の

方々が主体となって企画する本人活動部会があり、手芸・パソコン・音

楽・写真の 4つのクラブ活動や季節行事や地域参加等も積極的に行って

います。 

 従たる事業所にて豆腐製造・販売を展開しております。 
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令和２年 11月 1日現在 

事業所名 フードラボ光明庵 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社Ｈ＆Ｈ 

事業所所在地 筑紫野市桜台１－８－２０ 

ＴＥＬ ０９２－４０８－７５８３ 

ＦＡＸ ０９２－４０８－７５８４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ komyoan@twatwa.ne.jp 

ＨＰアドレス http：//handh-fukuoka.com 

窓口担当者 管理者：久禮 真理 

指定年月日 平成２８年６月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 精神・知的 

サービス提供区域 筑紫野市・大宰府市・小郡市・基山町 

利用定員 ２０名 

営業日 月・火・水・木・金（祝日・12月 29日～１月４日休） 

営業時間 ８：３０～１７：１５ 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性    １    

女性  ２ ２ ２ ３   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生 活 支 援 員 

 １ １ ４ １ 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性  ２ ４ 
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活動内容 

・作業内容 

・軽作業（受諾作業、車部品組み立て、バインダー布はり） 

・ オリジナル商品作り（しおり・油とり紙・ギターピック・マスク等） 

・施設外就労（高齢者施設清掃・ＡＴＭ清掃） 

・行事（ゲーム・外食・１年の振り返り会等） 

1 日のタイムスケジュール 

9:00お迎え 

9:30 朝礼・健康状態確認 

10:00作業開始 （体調によって休憩時間調整） 

11:00 10分休憩 

12:30 昼食 

13:00清掃       

13:00-14:00 午後作業 

14:00 送迎   

16:00 終了 

 

送迎の有無（送迎場所） 自宅・最寄駅 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料（５キロまで） 

食 費：食材料費負担 ２００円 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

 

平均工賃 １６０００円（週１日～５日の全利用者平均） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 ちくし那珂川病院 

アピールポイント 

法人理念：幸せと希望の輪を広げよう 

コンセプト：出来る人が出来る時に出来ることを 

特徴：繰り返しできる軽作業とオリジナル商品作り 

自立支援の一環で作業にご参加頂きますが、その中で基礎的な活動に重

点をいています。（挨拶・返事・時間管理・自己決定・意思伝達）を通

じてコミュニケーションの大切さと仲間との協同の喜びを体験・繰り返

しながら自己判断・自己選択につなげます。光明庵では就労緒の時間以

上に対話・自己決定訓練に力を入れています。 

 

 

 



304 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名  就労支援センター天心園 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人美光瑞園会（しゃかいふくしほうじんびこうずいおんかい） 

事業所所在地 筑紫野市大字平等寺 1294番地の 1 

ＴＥＬ 092-924-0801 

ＦＡＸ 092-925-7286 

Ｅ-ＭＡＩＬ tenshinen@tenshinen.com 

ＨＰアドレス http://tenshinen.com/ 

窓口担当者 管理者 千代田憲吾 

指定年月日 平成 21年 10月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神   

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神   

サービス提供区域 筑紫野市、大野城、太宰府市、春日市、那珂川市、小郡市、他 

利用定員 40人 

営業日 月曜日から土曜日（イベント等により休日営業あり） 

営業時間 午前 6時から午後 5時まで（シフト制） 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 4 2 7 4 4 2 

女性  4  1 1 1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  13 1 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  3 2 

女性 1 6 3 
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活動内容 

（作業内容） 

パン製造販売（菓子パン、食パン、クッキー、ラスクなど） 

自転車リサイクル（磨き、分解、組立など） 

造園・菜園（剪定、消毒、草取り、 

野菜作り、椎茸栽培など） 

（その他） 

年一回一泊旅行、月一回レクリエーション 

活動、忘年会など 

1 日のタイムスケジュール 

（自転車・造園）        （パン製造・販売） 

9：00 通所、朝礼        6：00～17：00（シフト制） 

9：30 作業（休憩 30 分）    ※活動時間は相談に応じます 

12：00 昼食・休憩        

13：00 作業（休憩 30分） 

17：00 作業終了 

送迎の有無（送迎場所） あり（相談に応じます） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

その他： 

平均工賃 23,139円（令和 1年度実績） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 ひやまクリニック呼吸器内科 

アピールポイント 

・利用者の方に働く場や生産活動の機会を提供することにより、一人ひ 

とりの方が生きがいや働きがいを感じ、さらには人とのつながりを大 

切にしたコミュニティ作りの場となるように努めています。 

（活動内容） 

造園・菜園／主に筑紫野市内の公共施設や一般住宅の剪定や除草、消毒 

などを行っています。 

自転車リサイクル／筑紫野市より委託を受け、放置自転車の分解・磨き 

などを行い再生させています。 

パン製造販売／筑紫野市原田、小郡市祇園、基山町に「天心園パン工房 

panne（パンネ）」の名前で店舗を構え、店頭販売や各種イ 

ベント販売、注文販売などを行っています。 

・作業以外にも、年に一度の一泊旅行や月一回のレクリエーション活動 

も行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 カグラ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社カグラ 

事業所所在地 福岡県筑紫野市武蔵 3丁目 10-14 オフィスパレア 3号 2 

ＴＥＬ 092-928-2235 

ＦＡＸ  

Ｅ-ＭＡＩＬ Mama0909maru@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者  

指定年月日 平成 30年 2月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 精神 難病等 

受入実績（障がい別） 身体 知的 精神 難病等 

サービス提供区域 福岡県、佐賀県 

利用定員 20名 

営業日 月～金（隔週、土曜、祭日、作業あり） 

営業時間 10：00～15：00（土、祭日のみ昼まで作業） 

駐車場の有無  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   3 5 3 1  

女性  2    1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

     

目標工賃達成指導員 1  1 1 

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性  1 1 
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活動内容 

食品関係の作業が多くあり、衛生面等を気を付けて作業を行っている。 

また、クラフトバンドが得意な方、アクセサリー作りが得意な方、それ 

ぞれの得意分野を伸ばしている。 

その他、週一スポーツセンターに行き汗を流す。3カ月に 1回、皆で 

お食事会やクリスマス会等、レクリエーションを行う。 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 通所、朝礼 

10：10 作業（途中 5分休憩） 

12：05 お昼休み 

12：55 作業（途中 5分休憩） 

14：40 掃除 

15：00 終礼、送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり（JR天拝駅、JR 二日市駅、市営駐車場、その他相談による） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

送迎費 無料 

食事 自費 

 

 

平均工賃 5,000円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 医療法人岩崎外科胃腸科医院 

アピールポイント 

一人一人のいい所、得意な事を聞いて作品にできるものは商品化して 

いき、消費者の方に手に取って頂き、また売れていく事の楽しみもあり 

ます。親御さんや相談支援員と密に連絡を取りながら、状態悪化を防い

でいけるように、面談回数も多く、また長時間とっています。 
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平成 30年 11月 1日現在 

事業所名 就労継続支援Ｂ型 AISHIN 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 （株）まつしん 

事業所所在地 筑紫野市二日市北 4-18-21 

ＴＥＬ 092-408-7905 

ＦＡＸ  

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 藤井麻里子 

指定年月日 2016年 6月 1日 

対象とする障がい 知的・精神 

受入実績（障がい別） 知的・精神 

サービス提供区域 太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・福岡市一部 

利用定員 20 

営業日 月～金 

営業時間 10時～17時 

駐車場の有無 あり（1台） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   5 5 3   

女性   1  1   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 2 2 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 1 3 1 
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活動内容 

作業内容： 

 

ネギの調整作業を主に行っています。 

軽作業（掃除等） 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00 通所、朝礼 

9:10 作業（途中 10 分休憩） 

12:00 昼休み 

13:00 作業（途中 10 分休憩） 

15:50 掃除 

16:00 作業終了 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

 

 

 

 

平均工賃 1万円 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 別府病院 

アピールポイント 

 

障がいのある方々が、地域で豊かな生活を営めるように一人ひとりの障

がい特性等をしっかりと理解し、それにあった活動を実施しています。 

・季節行事も多く、利用者から好評を得ています。 

     

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ココスタ筑紫野 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人ココカラスタート 

事業所所在地 福岡県筑紫野市紫 1丁目 10-3 

ＴＥＬ 092-928-5501 

ＦＡＸ 092-928-5501 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@koko-sta.com 

ＨＰアドレス https://koko-sta.com 

窓口担当者 井上 満 

指定年月日 平成 31年 4月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 精神 障がい児 難病等 

受入実績（障がい別） 身体 知的 精神 障がい児 難病等 

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・福岡市・那珂川市 

利用定員 20人 

営業日 原則は月～金（一部土曜日） 

営業時間 9：00～18：00 

駐車場の有無 あり 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 1 3 6 5 4 0 

女性 1 1 4 6 6 0 1 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  １ １ 5 

目標工賃達成指導員     

１     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  １ 2 

女性  １ 1 
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活動内容 

食品製造（ポップコーン・ソフトクリーム） 

施設外就労（軽作業、箱折り） 

調理補助 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00通所・朝礼 

10:00～12:00作業、清掃（途中 20分休憩有） 

12:00～12:30昼食 

12:30～13:00昼休み 

13:00～13:15終礼 

13:15～14:00個別相談 

 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料→厚生大臣が定める額 

送迎費→無料 

食費→無料 

 

平均工賃 18,500円 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 クリニック仁 

アピールポイント 

一人一人の障害に合わせた個別相談を毎日実地 

 

かかりつけ病院への定期同行有 

 

温かい食事を提供（デザートあり） 

 

アットホームな雰囲気で昼食後の談話では毎日笑いが 

絶えません。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 オーガニックパパユニティ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人オーガニックパパユニティ 

事業所所在地 福岡県筑紫野市大字永岡 182番地 2 

ＴＥＬ 092 – 408 – 2024 

ＦＡＸ 092 – 408 – 2025 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@organicpapa.org 

ＨＰアドレス https://organicpapa.tokyo/ 

窓口担当者 大庭 

指定年月日 平成 27年 5月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・難病 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・難病 

サービス提供区域 筑紫野市、小郡市、太宰府市、大野城市、朝倉郡・筑前町 

利用定員 20人 

営業日 月曜日～日曜日（12 月 29日～1月 3日は休業） 

営業時間 8:00～23:00 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 2 6 3 1  1  

女性 1 2 3 2 1   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 3 3 

目標工賃達成指導員 調理員    

2 1    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 2 1 

女性 1 3 2 
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活動内容 

・作業内容 

 農作業（土づくり、種まき、育苗、水やり等） 

 出荷作業（収穫、選果、洗い、袋詰め） 

 お米の発送（計量、袋詰め、箱詰め） 

 食品加工（自社栽培の野菜を使って漬物作り等） 

・その他 

 レストランの運営(ホールスタッフ、調理補助) 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00 通所、朝礼 

10:10 作業（途中 15 分休憩） 

13:00 昼休み 

14:00 作業（途中 15 分休憩） 

17:30 作業終了 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り（基本的にはドア toドア） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：無料 

送迎費：片道 100円 

食費 ：1食 100円 

 

平均工賃 48,995円（令和元年度実績） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 樋口医院 

アピールポイント 

私たちは、生態系に負担をかけずに、すべての生き物と調和のとれた「農

業」を主体に活動しています。 

 

仕事を通じて色々な経験を積むことで、「社会の中で役に立っている」

という【やりがい】と、「仕事をしてよかった」という【生きがい】を

感じながら、自身の成長につながる大切な人生の時間を過ごしてほしい

と、強く願っています。そしてなにより、日々の暮らしを安定させ将来

も安心できる【経済的自立】のために、一人一人の個性を大切にした支

援を行っていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障がい者福祉サービス事業 ピアッツァ桜台 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 医療法人 牧和会 

事業所所在地 〒818-0064 筑紫野市大字常松 456番地の 2 

ＴＥＬ 092-919-2055 

ＦＡＸ 092-919-2135 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://www.maki.or.jp/ 

窓口担当者 随時 

指定年月日 平成 19年 3月 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 精神 

サービス提供区域  

利用定員 20名 

営業日 

月曜日～金曜日（8 月 13日～8月 15日、12月 29日～1月 3日、

及び土曜日、日曜日、祝日を除く） 

※事業所の都合により、臨時休業日を設ける事があります。そ

の場合には、電話等による連絡対応が取れる体制を整えていま

す。 

営業時間 9時 30分～17時 30 分 

駐車場の有無 なし 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性        

女性        
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職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 1 1 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
 

活動内容 

これから就労をめざす方のステップの1つとして、基本的な職業準

備性を高めたり、「一般就労は難しいけれど、何かしら役割を持っ

て作業に取り組みたい・・」そんな方々に作業訓練の場を提供して

います。                                               

ご本人の意向を確認のうえ、サービス管理責任者が作成する個別

支援計画に基づき作業訓練が実施されます。 

クリーニング作業、縫製、喫茶店、軽作業など 

1 日のタイムスケジュール 

利用者お一人お一人の個別支援計画に基づいて実施します。 

 

 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

・所定のサービス利用料の自己負担分 

・食材料費、その他企画による材料費、従業者が訪問に出向く

際にかかる交通費等、個人に要した費用は実費を別途お支払い

いただきます。 

平均工賃 厚労省が定める最低工賃基準の達成をめざしています。 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 牧病院 

アピールポイント 

交通の便が良く、西鉄桜台駅から近いところにあります。     

個別支援計画に基づき、利用者の皆さまの主体性を大切にしなが

ら支援していきます。 
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令和 2年 12月 1日現在 

事業所名 え の き 天 拝 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人 え の き 舎 

事業所所在地 筑紫野市大字石崎 264 番地 1号 

ＴＥＬ ０９２－９２５－３３３２ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－３３３２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ enokitenpai@csf.ne.jp  

ＨＰアドレス http://www.enokisha.com/ 

窓口担当者 管理者  川 原 洋 輔 

指定年月日 平成２６年 １２月 １日 

対象とする障がい 知的  精神 

受入実績（障がい別） 知的  精神 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、那珂川市、春日市、筑前町、朝倉市等 

利用定員 ２０名 

営業日 月曜日～土曜日（国民の祝日及び年末年始の間は休業） 

営業時間 ９：００ ～ １７：００ 

駐車場の有無 あり 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 2 5 8 7 4 4  

女性  3 4 5 6 2  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 

１ １  

職業指導員 生活支援員 目標工賃達成指導員 

３ ２ １ 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  １  

女性 ２ ２ ２ 
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活動内容 

〇作業 

 ・軽作業…箱折り作業・タオル折り作業など 

 ・タオル・食品の詰め作業 

 ・蓄光石作成作業 

 ・布地のクリーニング作業 

 ・配線組み立て作業 

〇その他 

 ・季節行事 

（花見・ＢＢＱ・秋のイベント・クリスマス会・餅つき・初詣等） 

 ・サークル活動（利用者主体の同好会） 

 ・地域のイベント参加 

1 日のタイムスケジュール 

 9:30～ 9:45  朝 礼     12:15～13:15  昼休み 

 9:45～10:45  作業①     13:15～14:15  作業③ 

10:45～11:00  休 憩     14:15～14:30  休 憩 

11:00～12:00  作業②     14:30～15:30  作業④ 

12:00～12:15  掃 除     15:30～15:45  終 礼 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額（受給者証をご覧ください） 

食 費：1食 350円（自己負担額 50円） 

その他：行事等へ参加される場合は実費を徴収 

平均工賃 ３，０００円／月 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 医療法人牧和会 牧病院 様 

アピールポイント 

・精神障がいのある方々が、地域で豊かな生活を営めるように一人ひと

りの障がい特性等をしっかりと理解し、それにあった活動を実施して

います。生活支援を中心に個別で面談を行いながら利用者様のご希望

に寄り添って支援していきます。 

・天候に応じ、昼休みに希望者を募り 20 分程度のウォーキングを行っ

ています。 

・精神保健福祉士等の資格を持ったスタッフが、利用者様の目標・ご希

望に合わせて支援を行っていきます。面談の実施、関係機関への同

行・会議などを通して実現に向け取り組んでいます。 

・一般就労される方も多く、専門的な視点を持ちながら利用者様と一緒

に取り組んでいます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 就労支援センター太陽 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人希望の里 

事業所所在地 筑紫野市二日市中央 2丁目 7-3 グロリアⅡ 2Ｆ 

ＴＥＬ 092-710-2299 

ＦＡＸ 0942-65-6709 

Ｅ-ＭＡＩＬ kibousatotaiyou@gmail.com 

ＨＰアドレス https://kibo-village.org/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 木下 恭輔 

指定年月日 訂正 30年 8月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神   

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神   

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・小郡市・他、要相談 

利用定員 20人 

営業日 月曜日～金曜日 （祝日 年末 30日～1月 3 日は休日） 

営業時間 9時～17時 利用者：10時～14時 

駐車場の有無 なし 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性    2 4 3  

女性  1 3   1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 2 1 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性  2  
 

mailto:kibousatotaiyou@gmail.com
https://kibo-village.org/
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活動内容 

・木工制作作業 

・アクセサリー制作作業 

・内職作業（箱折り、ナフキンのゴミ取り） 

・施設外就労 

年間行事 

・初詣、花見、博物館や工場見学、 

クリスマス会、ピザパーティー、その他 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9時 50分 通所 朝礼 

10時 午前作業開始（休憩はその都度） 

12時 昼休み（昼食） 

13時 午後作業開始（休憩はその都度） 

14時 作業終了 

14時 20分 清掃・振り返り・終礼・送迎  

送迎の有無（送迎場所） あり（送迎費無料） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

厚生大臣の定める額 

食事提供あり（負担金０） 

送迎費無料 

イベント等参加の場合一部ご負担頂く場合があります 

平均工賃 15,000円 

医療的ケアの実施状況 実施してない 

協力医療機関 医療法人社団 三善会 山津医院 

アピールポイント 

障害のある方に、働く場を提供して技術や知識を身に着けて頂き、社会

参加を促し自分に自信を持って頂けるように支援しています。 

地域社会密着型の事業所を目指しております。各関係機関との連携を図

り、利用者様が安心して働き輝ける場を提供しております。今後も利用

者様と一体となって事業所創りをしていきたく考えております。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 はまゆうワークセンター大野城 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 さつき会 

事業所所在地 大野城市大城５丁目２８－３ 

ＴＥＬ ０９２－５１３－０３３７ 

ＦＡＸ ０９２－５１３－０３３８ 

Ｅ-ＭＡＩＬ work-oonojyo@hamayuu.jp 

ＨＰアドレス www.doronco.net 

窓口担当者 サービス管理責任者 堀切 

事業開始年月 平成１９年５月 

対象とする障害 身体・知的・精神 

受入実績（障害別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町、福岡市 

利用定員 50人 

営業日 
月～金曜日（祝日、お盆期間、12月 29日～1月 3日を除く）、 

土曜日 変則的にサービス提供有り 

営業時間 ９時～１６時 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 6 9 9  4 2 2 1 

女性 1 9 2 3 1 1 1 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

 1 1 8 4 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 4 1 

女性  8  
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活動内容 

・作業内容 

 食品製造（豚まん、給食作り） 

 食品加工（チーズぎょうざ製造、砂糖・塩袋詰め等） 

 軽作業（箱折、袋詰め等） 

 施設外就労（タイヤホイール、オーディオ解体、部品製造） 

・その他 

余暇活動：グループ活動、外出など 

1 日のタイムスケジュール 

８：００～ 送迎開始 

９：００～ 作業（途中休憩あり） 

１２：００～ 昼休み 

１３：００～ 作業（途中休憩あり） 

１６：００～ 送迎開始 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費 ：１食３５０円 

送迎 ：無料 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 11704円（平成 30年度実績） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 井上内科医院 

アピールポイント 

・利用者ひとりひとりが生きる目当てと意欲をもって働けるよう、サポ

ートを行っています。 

・色々なことを自分で「考える、決める、実行する」ことができるよう

支援を行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ワークスタイルこすも 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 特定非営利活動法人ゆづるは 

事業所所在地 福岡県大野城市御笠川５丁目６番５号 

ＴＥＬ ０９２－５５８－４８２６ 

ＦＡＸ ０９２－５５８－４８２５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@workstyle-cosmo.com 

ＨＰアドレス http://www.workstyle-cosmo.com/ 

窓口担当者 山東／松尾 

指定年月日 平成 23年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・発達 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・発達 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市、糟屋郡(志免、宇美、粕屋)  

利用定員 ２０人 

営業日 月日数 ８日を除いた日数 

営業時間 ９：１５～１６：４５ 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  6 2      

女性  4 1  2   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専

従、兼務を問わず計

上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  2 2 

目標工賃達成指導員 作業指導員 栄養士   

1 2 1   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性 2  5 
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活動内容 

社会人として必要となる社会性の指導及び働く上で必要な知識、技術の

指導を行っている 

豊富な作業内容により、沢山の経験が積め、工賃が多いことが特徴とな

っている 

1 日のタイムスケジュール 

9：15     朝礼、ラジオ体操 

9：30～12：00 作業訓練 

12：00～13：00 昼休けい 

13：00～16：30 作業訓練 

16：30～16：45 清掃訓練 

 

送迎の有無 無し（オプショナル契約にて一部実施） 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、

食費等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

食事（１食）２９０円（食事提供加算該当） 

その他：健康診断 7,700円・インフルエンザ 3,780 円（R2年実績） 

送迎費（オプション）例：4ｋｍ以内、1回 100円 

平均工賃 42,312円（令和元年実績） 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 きよみず内科クリニック（大野城市筒井区） 

アピールポイント 

・作業工賃が 15,000円～90,000円と出来高により 

高収入が得られる 

・就労希望者への就労支援（就職）実施 

・年２回のお楽しみ会があり、利用者の希望により内容が決められてい

る (カラオケ・BBQ・ボーリング等、一泊旅行の企画も有り) 

・その他、バスハイクも実施（新人歓迎会）、旅行計画もあり 

・日常生活から社会性・学習までの指導が行われている 

 

 

【作業場】 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 B型事業所 かたつむり 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 未来 

事業所所在地 大野城市仲畑２丁目１０－３０ 

ＴＥＬ ０９２－５８６－８１９９ 

ＦＡＸ ０９２－５８６－８１９９ 

Ｅ-ＭＡＩＬ katatumuri@hyper.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://mikuru.co.jp/katatsumuri/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 多久 

指定年月日 平成２６年１月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 知的・精神・精神 

サービス提供区域 福岡市、大野城市、春日市、太宰府市、那珂川市 

利用定員 ２０人 

営業日 月～金（12月 29日～1月 3日、8月 13日～15日、国民の祝日を除く） 

営業時間 １０：００～１５：００ 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   1 1 3 1 1 

女性  1 2  3 2  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 1 1 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   1 

女性   2 
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活動内容 

・作業内容 

 贈答品等の箱詰め、袋詰め 

 厨房内の料理補助 

・その他 

 季節行事（花見、夏祭り、クリスマス会、遠足） 

 誕生会等 

1 日のタイムスケジュール 

～10：00出勤簿サイン、通所、送迎 

10：00～10：50作業 

10：50～11：00休憩 

11：00～12：00作業 

12：00～13：00昼食、後片付け、休憩 

13：00～14：50レクレーション 

（トランプ・ウノ・卓球など） 

14：50～15：00終了サイン、帰宅、送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり（自宅、最寄駅） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：無料 

食 費：１食２００円 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収する場合がある 

平均工賃 ３，０００円／月 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 市川クリニック 

アピールポイント 

・障がいのある方が地域で豊かな生活を営めるように、一人ひとりの障

がい特性等をしっかりと理解し、それにあった活動を実施しています。 

・精神科病棟で働いていた経験のある看護師が常時在籍しており、精神

状態の観察や病気に悩みのある方の相談を受付けています。 

（並設の訪問看護ステーションとの連携をとっています） 

・家庭的な雰囲気で親しみ易いです。 

・昼食は手作りの料理を提供しています。 
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平成 30年 11月 1日現在 

事業所名 ワークメイト 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 アイテムリンク 

事業所所在地 
大野城市山田１丁目１０番１号 

コンフォーレミカサ 

ＴＥＬ 092-588-0733 

ＦＡＸ 092-588-0734 

Ｅ-ＭＡＩＬ workmate0733@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス http://www.workmate.work/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 髙橋 

事業開始年月 平成 30年 11月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・難病等 

サービス提供区域 
大野城市、筑紫野市、春日市、太宰府市、福岡市南区、福岡市博多

区、糟屋郡宇美町、須恵町、志免町、粕屋町、篠栗町 

利用定員 １４人 

営業日 月曜日～金曜日（お盆（8月）・年末年始） 

営業時間 10時～15時 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 ０ ２ ５ ２ ３ ３ ０ 

女性 ０ ２ １ ２ １ ３ １ 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

１ １  ２ １ 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  ２  

女性  ３  
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活動内容 

・作業内容 

 軽作業（箱折り、カード作り、カレンダー封入等の内職作業） 

解体（オーディオの分解等を工具を使って解体） 

農作業（ケールや稲刈り等、農家より委託された農作業） 

施設外作業（清掃、老人ホームより依頼された物品の買出し） 

調理補助（昼食準備） 

・その他 

ボーリング、カラオケ、餅つき等、季節毎の余暇活動 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00 朝礼、ラジオ体操 

10:30 作業、訓練（途中 10分休憩） 

12:00 昼休み 

13:00 作業、訓練（途中 10分休憩） 

14:40 片づけ、清掃 

14:50 振り返り 

15：00作業、訓練終了  

 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：無料 

食費 ：５１６円（1食）食事提供加算該当２１６円 

ジュース、飲料：1本１００円 

平均工賃 15,000円～20,000円 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 たろうクリニック 

アピールポイント 

それぞれの障がいにあわせた作業、個々にあわせた作業を実施して

いきながら意欲向上を目指して行っています。 

又、身体が不自由な方も日中に就労の活動の場として利用できるよ

うに設備を整えています。 

余暇活動も利用者皆さん楽しみにされています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 福岡県障がい者就労支援ホームあけぼの園 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型        

運営法人 社会福祉法人福岡コロニー 

事業所所在地 大野城市曙町２丁目４番 1号 

ＴＥＬ ０９２－５０１－０３２４ 

ＦＡＸ ０９２－５０１－０３２５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ kenjyusan@fukuoka-colony.net 

ＨＰアドレス http://www.fukuoka-colony.net 

窓口担当者 サービス管理責任者 田中 

事業開始年月 １９５１年（昭和２６年） 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 福岡市、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、宇美町 

利用定員 ３８人 

営業日 月～金（土日祝日営業することも有り） 

営業時間 ８時３０分～１７時００分 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  3 1 2 4 8 5 

女性 1 3  4  3  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1（兼務） 2 3 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 1 2 

女性 1  1 
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活動内容 

・作業訓練 

 封筒印刷、名刺作成、検品、宛名シール貼り、封入、発送、箱作

り、タオル折り、袋とじ、袋入れ、縫製、清掃、除草作業等を通

じて、仕事におけるルールやマナーの習得を目指します。 

・その他活動（日帰り旅行や季節行事、スポーツ大会への参加等） 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00 朝礼 プログラム①  

10：40 プログラム② 

12：00 昼食  

13：10 プログラム③ 

14：40 プログラム④ 

16：00 終了 

 

送迎の有無 有（要相談） 

食事提供の有無 有（厨房設備完備） 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：入所 １，４００円／日 

通所昼食 ４５０円／日（食事提供体制加算該当 230円） 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 １１，９４７円（２０１９年度実績） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 福岡徳洲会病院、藤田歯科クリニック 

アピールポイント 

「社会人としての自立と働く喜び、そして可能性の追求」を大切に

して、様々な訓練（サービス）を提供しています。現在 50名近い利

用者のみなさんが、それぞれの目標に向かってがんばっています。

「働きたい（やりがい）」という気持ちを、私たちの施設で実現して

いきませんか？ 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 とまり木 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人 ひととき 

事業所所在地 大野城市錦町４丁目５番地１６ 

ＴＥＬ ０９２－５５８－１９２３ 

ＦＡＸ ０９２－５５８－１９２４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ tomarigi@estate.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス tomarigi-fukuoka.com/ 

窓口担当者 山本 麻希 

指定年月日 平成２７年２月１日 

対象とする障がい 知的・精神・発達 

受入実績（障がい別） 知的・精神・発達 

サービス提供区域 大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、福岡市 

利用定員 １４名 

営業日 月～土 

営業時間 ９：００～１８：００ 

駐車場の有無 無 

利用者の状況 

 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  4 2 1 1 2  

女性  2 2 3 3 2  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 2 2 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   1 

女性  4  
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活動内容 

・作業内容 

軽作業（箱折り・のり製品詰め・タオル折り・お菓子詰め） 

軽量作業（動物フード・油・粉類） 

シール貼作業 

裁縫（マスコット・バック・鍋敷等） 

編み物（マスコット・エコたわし等） 

施設外就労（洗車①、倉庫まわり清掃②） 

その他 

花見ウォーキング、工場見学、芋ほり、クリスマス会等 

 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００ 通所、朝礼、作業 

      個々に応じて休憩 

１２：００ 昼休み 

１３：００ 作業、基本５５分～６０分ごとに休憩 

１６：００ 個々に応じて振り返り 

 

送迎の有無 要相談 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

日用品：通所日数になり個数が変わります 

① トイレットペーパー 1コ 20円 

② ティッシュケース 1箱 40円 

平均工賃 7,500 円（3,000円～15,000 円）賞与 3 回 個人の通所日数による 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 かわらだクリニック 

アピールポイント 

・ひとりひとりの心と体の状況に合わせて、休憩や作業の提供を

行っています。 

また、アットホームな雰囲気の中でそれぞれが自分の気持ち、考

え等を発言できることを大切にし、対人関係やコミュニケーショ

ン力を育てられる場としています。 

・とまり木はリサイクルショップにもなっており、地域の方々と

接する場とし、地域の方々にも見守られながら運営しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 connect（コネクト） 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 合同会社 enisine（エニシン） 

事業所所在地 大野城市白木原１丁目９番４３ パレスＪＪ２０２号 

ＴＥＬ ０９２－５５８－０２７０ 

ＦＡＸ ０９２－５５８－０２７１ 

Ｅ-ＭＡＩＬ connect-with@outlook.com 

ＨＰアドレス http://enisineconnect.web.fc2.com 

窓口担当者 松尾 雄介 

指定年月日 平成２８年５月 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町及び近郊 

利用定員 １４名 

営業日 月～金（土曜開所することもあり） 

営業時間 ９：００～１７：００ 

駐車場の有無 無 

利用者の状況 

 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  ２ ３  ３  １  

女性  ２ １ ２    
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  １ ２ １ 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  １  

女性 １ ２  
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活動内容 

①受託業務内容 

 施設外就労（店舗清掃、介護施設清掃、畑） 

 商品加工、情報誌封入、ポスティング、ＰＣデータ入力等 

②就労学習会 

 就職に向けたルールやマナーの学習 

③個別プログラム 

 個人の課題にあわせた訓練 

1 日のタイムスケジュール 

９：３０ 開所 

１０：００ 朝礼・業務開始 

１２：１０ 昼休み 

１３：００ 昼礼・業務開始 

１５：１０ 終礼 

※上記①～③を組み合わせて作業、訓練を行います。 

送迎の有無 要相談（基本はなし） 

食事提供の有無 無（弁当注文可） 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

その他：行事などは費用負担が発生する場合あり 

平均工賃 １７，３９７円 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 あきよし外科胃腸科医院 

アピールポイント 

・西鉄白木原駅、ＪＲ大野城駅から徒歩３分の交通アクセスのよい

場所です。 

・働く能力に応じた工賃支給を行います。雇用契約を結んで働くこ

とも可能。できることをひとつずつ増やしていきましょう。 

一般就労を希望される方には、働く土台が安定した後、就労支援を

行います。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 みぎわ工房 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 福岡あけぼの会 

事業所所在地 大野城市白木原 4-1-5 

ＴＥＬ 092-592-3942 

ＦＡＸ 092-404-3680 

Ｅ-ＭＡＩＬ migiwa@f-akebonokai.jp 

ＨＰアドレス http://f-akebonokai.jp/  

窓口担当者 管理者・施設長・サービス管理責任者 野田 

指定年月日 平成 18年 10月 1日 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 大野城市・春日市・筑紫野市・太宰府市・福岡市・小郡市・久留米市 

利用定員 20名 

営業日 月・火・水・木・金（土日祝、お盆、年末年始を除く） 

営業時間 9：00 ～ 15：00 

駐車場の有無 無し 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   5 3 6 6 1 

女性   1 1 4  1 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 4 2 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性  2 5 
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活動内容 

・内職作業 

  建設部品の組み立て（ねじ回し・シール添付・袋詰め） 

  帳合作業 

・食堂作業 

  盛付・配達・洗い場・片付け・清掃 

・レクリエ―ション  

バスハイク・カラオケ・季節行事（花見など） 

1 日のタイムスケジュール 

9:30 朝礼 

9:50 作業（途中 10 分休憩） 

12:00 昼休み 

13:00 作業（途中 10 分休憩） 

14:40 掃除 

15:00 作業終了 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 有り（自己負担 200円） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：現在行っていません。 

食 費：1食 200円 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 14394円 

医療的ケアの実施状況 実施していない。 

協力医療機関 ゆう心と体のクリニック 

アピールポイント 

・みぎわ工房は平成５年１１月、筑紫地域精神障がい者家族会「五筑会」により、

精神障がい者の小規模作業所として発足しました。その後関係機関の支援を受けて

「五筑会」が運営を行い、長く筑紫地域において精神障がいのある方々の為の社会

復帰施設として機能してきました。平成１７年１０月、社会福祉法人福岡あけぼの

会に参入し、小規模通授産施設として法定化しました。平成１８年１０月、障がい

者自立支援法の施行に伴い、就労継続支援Ｂ型事業所へ移行し現在に至ります。 

・作業は、内職作業と食堂作業の 2 種類に分かれて活動しています。食堂作業には

別途手当が付きますので、平均工賃よりも多くの工賃収入が得られます。
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 カフェ ヒュッテ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 NPO法人 ヒュッテ 

事業所所在地 大野城市下大利１－１０－２１ 

ＴＥＬ 
０９２－５５８－０６３３（店舗） 

０８０－８５７２－６３４１（菓子工房） 

ＦＡＸ ０９２－５５８－０６３３ 

Ｅ-ＭＡＩＬ hutte@coast.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者  武田 聡 

指定年月日 ２０２０年１０月１日 

対象とする障がい 知的・精神 

受入実績（障がい別） 知的・精神 

サービス提供区域 大 野 城 市 、 春 日 市 、 筑 紫 野 市 、 太 宰 府 市  

利用定員 ２０名 

営業日 月～金 

営業時間 １０時～１４時 

駐車場の有無 無 

利用者の状況 

 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  1 2 2    

女性  3 2 7 1 1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 3 2 

目標工賃達成指導員     

2     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 1 

女性  2 3 
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活動内容 

 〇カフェの運営に関わる業務 

・菓子製造、仕上げ、販売 

 ・軽食とドリンクの製造、仕上げ、提供、片付け 

 ・接客、レジ会計 

 ・食材の買い出し、商品の配達 

 ・チラシのポスティング 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００ 開店準備、ミーティング 

１０：３０ 店開店、作業開始（個別計画により終了時間そうだん    

  ｜                         可） 

１４：００  

※作業の間に適宜休憩あり。昼食時間２交代で３０分休憩 

送迎の有無 無し 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等） 

・利用料は障がい福祉サービス受給者証により異なる 

・食事は希望による（２５０円/回） 

・行事の参加はその都度自費徴収 

平均工賃 月額１０，８７５円（自給換算２９３円） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 おおりん病院 

アピールポイント 

・下大利にある菓子店舗及びカフェという意識で運営・営業をして

います。この地区では珍しいカフェスタイルの事業所。 

個々の状況や体調にあわせて通所時間・通所日数を決め（個別支援

計画による）本人にあった通所ができます。 

交流や勉強を兼ねて、季節のレクレーションや食事会なども実施し

ています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 第三野の花学園 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 野の花学園 

事業所所在地 大野城市下大利 3丁目 9－1 

ＴＥＬ 092-573-9987 

ＦＡＸ 092-573-9987 

Ｅ-ＭＡＩＬ daisan-nonohana@nonohana.or.jp 

ＨＰアドレス http://www.nonohana.or.jp/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 吉永 

指定年月日 平成 28年 5月 1日 

対象とする障がい 知的・精神・身体 

受入実績（障がい別） 知的・精神・身体 

サービス提供区域 大野城市・筑紫野市・春日市・太宰府市・那珂川市・福岡市 

利用定員 25人 

営業日 月～金曜日（土曜日が開所の場合あり） 日曜・祝日：閉所 

営業時間 月～金：9時 30～16 時  土曜日：9時 30分～13時 

駐車場の有無 有（来客用） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 4 10 1 4 1 1 0 

女性 0 3 2 2 0 0 0 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 3 2 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 2 

女性 1 2 1 
 

 

※事業所の外観等 
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活動内容 

・作業内容 

（施設内） 

 ・パッキン作業 

 ・海苔の箱折り、詰め作業         軽作業 

 ・ねじ作業 

（施設外） 

 ・紙袋の底ボール入れ・清掃 

・その他 

 絵画教室・登山、調理実習、日帰り旅行、各季節行事、誕生会等など 

1 日のタイムスケジュール 

＜事業所内＞               ＜施設外就労＞ 

9:30 朝礼 ラジオ体操      9:30 朝礼 ラジオ体操 

10:00 午前の活動       10:00 企業へ移動（車にて送迎） 

12:00 昼食          10:30 作業開始 

13:00 午後の活動       12:30 昼食 

15:30 清掃          13:20 午後の作業 

15:50 終礼          15:15 企業から第三へ移動 

16:00 帰宅          15:50 終礼 

※1時間ごとに休憩があります  16:00 帰宅 

送迎の有無（送迎場所） あり（相談に応じます。） 

食事提供の有無 あり（希望者のみ弁当の注文可） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食 費：無料（食事提供加算該当者）  

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 6,172円（平成 31年 4月～令和 2年 3月） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 原病院 

アピールポイント 

・利用者一人ひとりの障害特性をしっかりと理解した上で、利用者 

 の意見に耳を傾け、前進できるように就労を視野に入れたプログラムを

行います。 

また、就労の難しい方へは、特性に合った活動を提供し豊かな生活のサ

ポートを行います。 

・利用者へアンケートをとって積極的に余暇活動も実施しています。 

 

 

 

【写真】 

※活動風景、事業所内

観等 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 セルプきのわ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人 希の輪 

事業所所在地 大野城市紫台 18-18 

ＴＥＬ 092-586-6671 

ＦＡＸ 092-586-6672 

Ｅ-ＭＡＩＬ selp.kinowa2018@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 池田 正実 

指定年月日 平成 30年 5月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 精神 

受入実績（障がい別） 身体 知的 精神 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市 

利用定員 20名 

営業日 月～金曜日（イベント行事等で休日開所の場合あり） 

営業時間 10時～16時 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  2 1 1 2   

女性  2 2 1 3   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 2 2 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   1 

女性 3 1 1 
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活動内容 

・お菓子、パンの製造、納品、販売 

（セルプ販売会、市役所、県庁、ゆめ畑等） 

・ギフトシール貼り、アクセサリー作り 

・農作業（近隣の田畑で作物栽培、草取り、収穫作業） 

・パネル洗浄（建材） 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～10:30 送迎 

10:30～12:00 各作業（休憩 15分） 

12:00～13:00 お昼休み 

13:00～14:50 各作業（休憩 15分） 

14:50～15:00 掃除 

※納品、販売作業参加の場合、お昼休み等変更になる場合あり 

送迎の有無（送迎場所） 有り（１００％） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：１００～２００円 

その他：買い物、レクレーション費 実費 

平均工賃 月額 9,000円～30,000円 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 ひぐち内科胃腸クリニック 

アピールポイント 

・一人ひとりの心や体調に合わせた作業を提供し、送迎時間も考慮いた 

します。 

・利用者様の意思、意見を最大限尊重し、販売等の社会参加をしていた

だけます。 

・パン・菓子については、試食を皆さんで行い、商品化しております。 

・集団が苦手な方も個別に作業対応いたします。 

（パン、菓子、ギフトのシール貼り等） 

・月に 1回、社会体験活動でバーベキュー、買い物、小旅行あります。 

 （自由参加） 

・経験豊かなスタッフが真心込めた支援を行います。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 大野城市障がい者支援センター まどか・ゆいぱる 

サービス種別 就労継続支援 B型 

運営法人 社会福祉法人野の花学園 

事業所所在地 福岡県大野城市上大利５－１８－８ 

ＴＥＬ ０９２－５８３－５５６０ 

ＦＡＸ ０９２－５９６－７４９５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ yuipal5560@song.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.nonohana.or.jp 

窓口担当者 サービス管理責任者  吉田 史朗 

指定年月日 平成２６年４月１日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 大野城市 

利用定員 １０人 

営業日 月～金 ※土曜開所の日あり （１２月２９日～１月３日を除く） 

営業時間 ９：３０～１６：００ 

駐車場の有無 あり 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 2 2  2   

女性  2 1  1   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問

わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  1 1 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 2 1 

女性 1 0 0 
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活動内容 

◯生産活動：軽作業（海苔袋詰め・箱折り・分別・ネジ組立て等） 

      革製品・パソコン作業（名刺・カレンダー等作成） 

      アルミ缶回収 

◯創作活動：絵画教室（月２回講師来所）・制作（季節行事） 

◯余暇活動：カラオケ・レクリエーション・ＤＶＤ鑑賞等 

◯そ の 他：宿泊旅行・日帰り旅行（年１回） 

１日外出（買い物・社会見学） 

      季節行事（春の集い・七夕・秋まつり・運動会・ふく

しフェスティバル・チャレンジアート・ク

リスマス会・忘年会・初詣・餅つき・成人

を祝う会・節分・花見等） 

1 日のタイムスケジュール 

９：３０～ 通所 

１０：３０ ＡＭ活動（途中休憩あり） 

１２：００ 昼食・昼休み・ラジオ体操 

１３：００ ＰＭ活動（途中休憩あり） 

１４：４５ 清掃 

１５：１５ 終礼 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食５４０円（食事提供加算該当者２４０円） 

その他：旅行や外出等の費用、個人で必要な物等は実費負担あり 

平均工賃 １２,２７７円(令和元年度実績) 

医療的ケアの実施状況 未実施 

協力医療機関 医療法人 文佑会  原病院 

アピールポイント 

・当事業所は大野城市の指定管理施設（バリアフリー対応）です。そのため、

大野城市在住であることが利用条件になります。 

・法人理念である「一人ひとりの豊かな生活の場を求めて」をモットーに、や

りがい、生きがいを持てる日中活動の提供や、姉妹施設と連携したサービス

（短期入所や相談等）を提供し、一人ひとりに寄り添った支援を行います。 

・利用者希望調査と保護者会を毎月実施することで、利用者、保護者の声が事

業所へ届きやすい仕組みを作っています。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 和楽えのき 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 一般社団法人えのき舎 

事業所所在地 太宰府市朱雀 2丁目 10－14－101・102・201・202 

ＴＥＬ 092-924-8883 

ＦＡＸ 092-924-8883 

Ｅ-ＭＡＩＬ warakuenoki@csf.ne.jp 

ＨＰアドレス https://www.enokisha.com/      ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 管理者  赤尾 

指定年月日 平成 22年 10月 1日 

対象とする障がい 知的  精神 

受入実績（障がい別） 知的  精神 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川市（その他周辺市町） 

利用定員 ２０名 

営業日 月曜日～土曜日（国民の祝日及び年末年始の間は休業） 

営業時間 9：00～17：00まで 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  5 5 5 6 3  

女性  1 8 1 7   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務

を問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  3 3 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性 2 2 2 
 

mailto:warakuenoki@csf.ne.jp
https://www.enokisha.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000016&facilityNumber=4011400092&bunjoNumber=000000&serviceType=46&serviceSubNumber=E0000140717
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活動内容 

・作業内容 

梱包作業（ネットの袋詰め） 

配線の組み立て作業（組み立て） 

唐辛子の仕分け作業（仕分け、袋詰め） 

・その他 

全体ミーティング（施設の運営として利用者さんと一緒に話し合いを行う） 

サークル活動（同じ趣味を持った利用者さんが自主的に行う活動） 

季節行事（初詣・お花見・開所記念・クリスマス忘年会） 

地域のイベント（夏祭り・福祉祭り・よってん祭）等 

1 日のタイムスケジュール 

 9：30～ 9：45   朝 礼   12：15～13：15  昼休み 

9：45～10：45  作業①   13：15～14：15  作業③ 

10：45～11：00  休 憩   14：15～14：30  休 憩 

11：00～12：00  作業②   14：30～15：30  作業④ 

12：00～12：15  掃 除   15：30～15：45  終 礼 

送迎の有無（送迎場所） 無 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額（受給者証をご覧ください） 

食 費：利用者さんからは 1食 50円負担して頂いています 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 3,000円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 太宰府病院 

アピールポイント 

・利用者さんの通所目的は、主に日常の困り事の解決や就職を見つけて 

 いきたい等様々であり、それぞれの目標に合わせて支援を行っており 

 ます。なお、一般企業や就労継続支援Ａ型へステップアップされる方もお

り、令和元年度は２名の方が就職されました。 

・あくまでも利用者さん自身の目的に合わせてご利用が可能です。 

 9時から 17時までは開所しており、終礼後も残ってスタッフと面談  

 やサークル活動、利用者さんとの交流を楽しむことができます。 

・月に 1 回全体ミーティングが行われ、利用者さん中心にイベントやレ 

 クリエーションの内容や日程、施設での困り事や提案など全員で話し 

 合って決めていきます。 

・レクリエーションはお花見や BBQ、クリスマス忘年会等があり、また 

 近隣の地区や病院で行われるお祭りにも参加しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 とびうめワークセンター 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 ＮＰＯ法人ふくおか福祉とびうめ会 

事業所所在地 太宰府市通古賀二丁目６番６号 

ＴＥＬ 092-922-9700 

ＦＡＸ 092-922-9701 ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

Ｅ-ＭＡＩＬ work@tobiume-net.jp 

ＨＰアドレス https://www.tobiume-net.jp/ 

窓口担当者 石橋 聖子 

指定年月日 平成 23年 5月 1日 

対象とする障がい 知的・精神 

受入実績（障がい別） 知的・精神・難病等 

サービス提供区域 春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市、太宰府市 

利用定員 20名 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 9:00～17:00 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 6 7 4 4   

女性  2 2 1  4  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  2 1 

目標工賃達成指導員 製造ｽﾀｯﾌ(ﾊﾟｰﾄ)    

1 2    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 2 1 

女性 2 2  
 

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000092&facilityNumber=4011400118&bunjoNumber=000000&serviceType=46&serviceSubNumber=E0000140718
mailto:work@tobiume-net.jp
https://www.tobiume-net.jp/
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活動内容 

①施設外就労（月曜〜金曜）。ペットショップの清掃作業や、ペット用おやつ

製造メーカーのライン作業を行っております。 

②ペット用おやつ製造（月曜〜土曜）。ペット用無添加おやつ「2ndkitchen(セ

カンドキッチン)」（オリジナルブランド）の製造、販売を行っております。 

③ペット用おやつの OEM事業（他社ブランドの製造）（月曜〜土曜）。他社ブラ

ンドのペット用おやつの製造請負を行っております。 

④ペット用品「アニマルバンダナ」の製造、販売（月曜〜土曜）。ペットショ

ップ、ペットサロン、動物病院向けに卸販売を行っております。 

※詳しくはホームページをご覧ください。 

1 日のタイムスケジュール 

8:50〜通所、制服に着替え（貸与）、荷物の保管（個人用ロッカー） 

9:10〜朝礼（1日の作業内容と昼食の確認） 

9:20〜作業開始 

10:50〜休憩 

11:00 作業開始 

12:00〜昼休み（昼食、自由時間） 

13:00〜作業開始 

14:00〜休憩 

14:10〜作業開始 

14:40〜片付け（着替え、帰宅準備） 

15:00〜終礼（1 日のふりかえり） 

15:10〜送迎開始 

送迎の有無 有り(無料）※太宰府便、筑紫野便、大野城便、春日便 

食事提供の有無 有り(無料) 

費用 

（利用料、送迎費、食費等）  

サービス利用費の原則１割  

(ただし受給者証記載の負担上限額により０円又は自治体助成金有) 

平均工賃 
24,667円（令和 2年 3 月実績） 

※年 2回（1 月、7 月）時給アセスメント表により決定 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 太宰府市 中川医院 

アピールポイント 

とびうめワークセンターでは主に 4分類の仕事（作業）をとおして、実践の中で働く

力を養っていきます。 

体を動かす作業や施設外就労に不安がある方に対しては、ご自身のペースで取り組む

ことができる施設内作業を提供しています。また、利用者さんの自己負担を減らすため、

無料で送迎、昼食を提供しています。 

送迎範囲：太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市、その他相談ください。※範囲内

でも応じかねる場合がございます。 

就労支援事業所としては珍しくペットに特化した仕事（作業）に取り組んでいます。

施設内はアットホームな雰囲気で、楽しくご利用頂けます。仕事の他に、様々なイベン

トも行っています（バーベキュー、花見、ボウリング大会、クリスマス会、カレーパー

ティなど）。同法人では３か所のグループホームもございますので、入居についてもお気

軽にご相談ください。 

※詳しくはホームページをご覧ください。      ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 12月 18日現在 

事業所名 障害者支援施設 宰府園 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 太宰府市大字大佐野７６１－１ 

ＴＥＬ ０９２－９２５－７２００ 

ＦＡＸ ０９２－９２２－３１５４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ saifuen@bz01.plala.or.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/     ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 サービス管理責任者 木原 

指定年月日 平成１８年１０月１日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川市、福岡市全域 

利用定員 １４名 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 ９：４０～１６：００ 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  1 3 4 1 3  

女性    1   1 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1 1 2 2 

目標工賃達成指導員     

1     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 2 

女性  1  
 

mailto:saifuen@bz01.plala.or.jp
http://saifu-fukushikai.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000001270&facilityNumber=4011400019&bunjoNumber=000000&serviceType=46&serviceSubNumber=E0000140698
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活動内容 

・生産活動：木工作業・下請け作業（リサイクル作業・ねじ作業） 

・その他：日帰り旅行・誕生会・ショッピング・親睦会 

     身体障害者スポーツ大会・ときめきスポーツ大会 

1 日のタイムスケジュール 

 ８：３０～通所者送迎 

 ９：４０～作業準備・朝礼 

１０：００～午前の作業（10:30～10:45休憩） 

１１：４５～昼休み（昼食 11:45～又は 12:15～） 

１３：００～午後の作業（14:30～14:45休憩） 

１６：００～通所者送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費：５７０円（低所得者の軽減措置適用の場合２７０円） 

その他：行事へ参加する場合は実費を徴収 

平均工賃 4800円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 あきよし医院 

アピールポイント 

 生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識、能力

の向上為の訓練を行います。生産活動においては木工作業や下請け作業

も行い、やりがいを持った充実した生活を送れるように支援していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ひだまり 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 福岡エースカンパニー株式会社 

事業所所在地 那珂川市片縄２－１－１０２Ａ 

ＴＥＬ 092-287-3195 

ＦＡＸ 092-287-1570 

Ｅ-ＭＡＩＬ a695teru@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 吉岡 照展 

指定年月日 平成 29年 4月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 精神 

受入実績（障がい別） 身体 知的 精神 

サービス提供区域 那珂川市、春日市、福岡市(南区･博多区･城南区) 

利用定員 20名 

営業日 月～金曜日（祝日は営業） 

営業時間 8:00～17:00 

駐車場の有無  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  1 1 8 5 2  

女性  1 2 3 2 1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

0.5 1  1.5 1.5 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性  1 5 
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活動内容 

自動車の配線、組み立て 

野菜の袋詰め 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 8:30 お迎え開始 

 9:30 バイタル・体操 

10:00 作業開始 

11:00 10分休憩 

12:00 昼食休憩 

13:00 作業開始 

14:45 片付け・掃除 

15:00 帰宅出発 

送迎の有無（送迎場所） 有り（ひだまりから利用者宅） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

 

無し 

 

平均工賃 6,000円 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 古賀クリニック 

アピールポイント 

作業することで生産性を身につけ、ランチやレクレーションを通して人

間関係を築き、コミュニケーション能力や協調性など色々な事を学んで

頂きます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 すいーつ工房 Ｍａｎａ Ｍａｎａ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 ろくみょう 

事業所所在地 那珂川市片縄北１－２－６ 

ＴＥＬ 092-408-7707 

ＦＡＸ 092-408-7718 

Ｅ-ＭＡＩＬ manamana.rokumyo@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 溝口 

指定年月日 平成 30年 4月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 精神 障がい児 難病等 

受入実績（障がい別） 知的 精神 

サービス提供区域 福岡市、那珂川市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、春日市 

利用定員 14名 

営業日 月～金曜日（祝日を除く） 

営業時間 9:00～18:00 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1       

女性 1 1 2     
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  1 1 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性  1 1 
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活動内容 

・洋菓子製造に伴う軽作業 

（シール貼り、箱づくり、スタンプ押し、製造補助等） 

・接客、訪問販売 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 9:00～ 朝礼、清掃 

10:00～ 開店、作業開始 

12:00～ 昼食 

13:00～ 作業再開 

14:30～ 本日の振り返り 

14:45～ 終礼 

15:00～ 帰宅 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り（要相談） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

 

昼食代（400円） 

 

 

平均工賃 17,859円 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 医療法人 にのさかクリニック 

アピールポイント 

当事業所では、働きたいという気持ちを大切にしております。お菓子屋

さんの仕事を通じて、社会人としてのマナーを身につけ、より高いステ

ージでの就労を目指し、自立に向けて訓練しております。 

軽作業から接客、お菓子の製造補助など幅広い業務があります。接客や

細かい作業が好きな方に向いている仕事が多いです。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 医療法人社団 照和会 就労継続支援Ｂ型事業所 ぽると 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 医療法人社団 照和会 

事業所所在地 那珂川市片縄北３丁目１０番７号 

ＴＥＬ ０９２－９５１－２０２０ 

ＦＡＸ ０９２－９５１－２０２５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ showakai-porte@nishioka-hp.or.jp 

ＨＰアドレス http://nishioka-hp.or.jp 

窓口担当者 生活支援員：本田 

指定年月日 平成２６年８月１日 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 精神 

サービス提供区域 福岡市、春日市、那珂川市、筑紫野市、大野城市、太宰府市 

利用定員 ２０人 

営業日 月曜日～土曜日（日・祝日は休み） ※土曜日は隔週となります 

営業時間 ９時３０分～１５時３０分 

駐車場の有無 有（来客用のみ） ※駐輪場 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   2 1 2 1 1 

女性   2 4 8 1  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1  2 1 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 2 

女性 1  1 
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活動内容 

作業内容（内職作業） 

・手張り図面袋つくり 

・シール貼り 

・商品の包装 

・帳合い作業 

・紙製品の加工 

・封緘作業 

・洗濯 など 

1 日のタイムスケジュール 

９：３０ 開所 

１０：００～１２：００ 作業（１時間ごとに１０分休憩） 

１２：００～１３：００ 昼食・昼休み 

１３：００～１５：００ 作業（１時間ごとに１０分休憩） 

１５：００～１５：１５ 掃除 

１５：１５～１５：３０ 終礼 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

・利用料：障害者総合支援法に基づき、原則１割をご負担いただきます。

（負担上限額が世帯の収入によって定められており、現在は皆さん０円

で利用いただいています。） 

・昼食は無料 

・送迎は無料（都合上できない範囲もあります） 

平均工賃 
約 ５，４００円／月（時給１００円） 

※一時金年２回（夏・冬）支給 約１６，０００円 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 医療法人社団 照和会 西岡病院 

アピールポイント 

・簡単な作業でスタッフがマンツーマンで丁寧に指導します 

・アットホームな雰囲気と安らげる環境で作業に取り組めます 

・体調に合わせて、短時間から利用することができます 

・ノルマや残業は全くありません 

・工賃は時給に加え、年２回の一時金を支給しています 

・おいしい昼食を無料で提供しています 

・ご希望の方には送迎もします（都合上できない範囲もあります） 

・無料体験（昼食付）も随時実施しています 

・医療や福祉の国家資格を取得した専門の職員が従事していますので、 

安心してご利用いただけます 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障害福祉サービス事業所 やまもも 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 那珂川市大字不入道 414-1 

ＴＥＬ 092-951-2075 

ＦＡＸ 092-953-7008 

Ｅ-ＭＡＩＬ yamamomo-10.09.01@rose.plala.or.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 管理者 開 裕美 

指定年月日 平成 20年 4月 1日 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障がい別） 知的 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川市 

利用定員 10人 

営業日 月～金及び土（1、2日程度/月）ただし祝日、盆、年末年始を除く 

営業時間 8：30～17：30（利用者の活動時間 9：30～15：30） 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   1 2  1  

女性   1 3   1 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  1 1 1 

目標工賃達成指導員 運転手    

 2    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 2 

女性  1 1 
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活動内容 

作業内容 

・地域企業からの下請け作業（商品の箱詰め、検品等） 

・自動車部品・ 

・その他 

・調理実習 

・学習会等 

1 日のタイムスケジュール 

8：30～ 送迎 

10：00～ 朝礼、作業 

10：50～ 休憩 

11：00～ 作業 

12：00～ 掃除、昼食 

13：00～ 作業 

13：50～ 休憩 

14：00～ 作業 

14：55～ 掃除、帰りの準備 

15：30～ 送迎 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食費：1食 550円（食事提供加算該当 280円） 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 お弁当購入時等は別

途請求 

平均工賃 4,352円（利用者の利用日数により変動） 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 
西江こころのクリニック 野北外科胃腸科医院 岩崎外科胃腸科医

院 佐藤道彦歯科医院 

アピールポイント 

障がいのある方たちが、心豊かな生活ができるよう、一人ひとりの

ニーズに基づいた支援のあり方を実践するとともに、個性や障がい

特性を尊重した運営を行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ひまわりらんど なかがわ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社 まきもと 

事業所所在地 那珂川市市ノ瀬 360 

ＴＥＬ 092-555-7461 

ＦＡＸ 092-555-7464 

Ｅ-ＭＡＩＬ s-03@himawari-gr.co.jp 

ＨＰアドレス http://www.carestation-himawari.com/ 

窓口担当者 橋口 紹隆 

指定年月日 平成 26年 5月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 福岡市 大野城市 春日市 那珂川市 

利用定員 20 名 

営業日 月～土曜日（日曜祝日以外） 

営業時間 9 時～15時 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   2 3  1  

女性  1 1 1    
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼

務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

1 1 1 2 2 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 3 

女性  1  
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活動内容 

・クッキー、ケーキなどの製造、販売 

・ミサンガ作り 

・レザーキーホルダー作り 

・清掃業務 

1 日のタイムスケジュール 

9：00-11：00  送迎 

10：00-12：00 作業 

12：00-13：00 休憩 

13：00-14：30 作業 

14：30-    送迎 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

 

平均工賃 1 万円 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 陣内整形外科内科医院 

アピールポイント 

なかがわの大自然に囲まれた、築推定 100 年の古民家で営業しています。自

然を活かした特産品作り、販売会、清掃活動等を通して地域に貢献していま

す。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 就労継続支援 B型 ソライコ 

サービス種別 就労継続支援Ｂ型 

運営法人 株式会社バンクマジック 

事業所所在地 那珂川市仲３－１０－４ 

ＴＥＬ 092-408-5660 

ＦＡＸ 092-408-5660 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@soraiko.jp 

ＨＰアドレス https://soraiko.jp/ 

窓口担当者 山内 香織 

指定年月日 平成 26年 12月 1日 

対象とする障がい 知的、精神、身体 

受入実績（障がい別） 知的、精神、身体 

サービス提供区域 那珂川市、春日市、福岡市南区、大野城市 

利用定員 ２０名 

営業日 月曜日～金曜日（土曜日、祝日については不定期で営業） 

営業時間 9：00～17：00 

駐車場の有無  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性        

女性  ５ ５ ２ １   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 職業指導員 生活支援員 

  １ ２ ２ 

目標工賃達成指導員     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性  ５  
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活動内容 

・軽作業（箱折り、はがきの差し込み作業、チラシの同梱、シール貼り 

     サプリメントの封入作業 など） 

・施設外就労（物流倉庫での軽作業、畑作業） 

・ものづくり（アクセサリー、布小物、編み物 など） 

・パソコン作業（事業所の商品管理 など） 

・施設外活動 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

【午前】        【午後】 

10:00 朝礼       13:00 作業  

10:10 作業       13:50 休憩 

11:00 休憩       14:00 作業 

11:10 作業       14:40 日報記入、施設内清掃 

12:00 昼休み      15:00 終礼～帰宅 

送迎の有無（送迎場所） 要相談 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費：1食 200円 

 

 

平均工賃 10,700円（利用日数により変動） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 目野内科クリニック 

アピールポイント 

・障害があっても地域社会でイキイキと暮らせるよう生きる力を応援 

します！ 

・明るく楽しく働けるオープンな場を目指しています♪ 

・清潔感があり、アットホームな雰囲気の施設です。 

・グループ会社やサポート企業があるので、色々なお仕事があります。 

 

※詳しくはホームページや Instagramをご覧ください！！ 

  ホームページ→https://soraiko.jp/ 

  Instagram→_soraiko_で検索 

 

 

 


