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就労継続支援Ａ型事業所 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 オール春日 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 合同会社サポートみらい 

事業所所在地 春日市千歳町 2丁目 158－125 

ＴＥＬ 092-558-2890 

ＦＡＸ  

Ｅ-ＭＡＩＬ Kasuga.all@gmail.com 

ＨＰアドレス https://www.all-mirai.com/ 

窓口担当者 原 征治 

指定年月日 2021年 1月 1日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 春日市、その近郊 

利用定員 20人 

営業日 月曜～土曜（その他祝日） 

営業時間 9:00～18:00 

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 2 6 3  

女性  2 3 4 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 3 3 

     

     

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 3 
 

mailto:Kasuga.all.mirai@gmail.com


251 

 

活動内容 

 

 

 

PCデータ入力・ウェブデザインなど 

軽作業 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

10:00～15:00まで 

（午前・午後間に 10 分休憩あり。お昼休憩 40 分） 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） あり（春日原駅） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

 

食費 100円 

 

平均賃金 80,000円 

通勤手当の有無・内容 有り（上限 15,000円） 

協力医療機関 たけの内科クリニック 

アピールポイント 

 

 

 

 

データ入力を中心に、ウェブデザインなどをやっています。 

また軽作業もおこなっており、組み合わせての作業も可能です。 

 

皆さんが就労出来るよう、出来る限りの配慮はおこないます。 

一緒に就労目指して頑張りましょう。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ジョブサポかすが 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 合同会社ジョブサポートセンター 

事業所所在地 福岡県春日市須玖北 1-5-1 

ＴＥＬ 092-589-3323 

ＦＡＸ 092-589-3323 

Ｅ-ＭＡＩＬ Bijines88@live.jp 

ＨＰアドレス https://job-support-center.com 

窓口担当者 大谷浩 

指定年月日 2018.11.1 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、福岡市 

利用定員 ２０人 

営業日 月曜日から土曜日 

営業時間 ９：００～１７：００ 

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 0 4 1  1   

女性 1 1  2 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 3 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  1 2 
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活動内容 

未経験者でも簡単に取組める軽作業。(ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ、シール貼り等) 

パンの製造補助、委託販売。 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：15出社、朝礼 

9：30作業開始 

12：10昼休み 

13：00作業開始 

14：30終業 

午前、午後５分間の休憩時間あり 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

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（収入による） 

 

 

 

平均賃金 ８０，０００円 

通勤手当の有無・内容 有(１ヵ月３０００円まで/条件あり) 

協力医療機関 那珂川病院 

アピールポイント 

誰でも簡単に取組める仕事が多数あります。(ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ、ｼｰﾙ貼り等) 

離職率が低く働きやすい職場 

頑張った人には皆勤、精勤手当があります。 

西鉄井尻駅、井尻六つ角近郊にあり通勤に便利です。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 プランツ春日原事業所 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 有限会社 PLANTS 

事業所所在地 春日市春日原北町３丁目 58-1-102 

ＴＥＬ 092-572-6011 

ＦＡＸ 092-572-6012 

Ｅ-ＭＡＩＬ masako.yoshida0625@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 吉田 

指定年月日 R3.4.1 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

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

免町、宇美町、篠栗町、久山町、新宮町、古賀市、宗像市等 

利用定員 20名 

営業日 月曜日から土曜日（祝日開所） 

営業時間 午前 9時 30分から午後 4時 30分 

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 1 1 0 1 0 0 

女性 0 3 1 2 1 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）  

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 0 1 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 0 1 0 

女性 0 3 0 
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活動内容 

ミックスナッツ袋詰め 

自動車部品配線 

シール貼り 

商品検品 

チラシ封入、封緘 

商品箱詰め、梱包等 

 

1 日のタイムスケジュール 

10：00朝礼・作業開始 

11：00～11：15 休憩 

11：15～12：15 作業 

12：15～12：45 昼食 

12：45～13：45 作業 

13：45～14：00 休憩 

14：00～15：45 作業 

15：45～15：00 掃除、終礼 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 なし 

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 

 

 

平均賃金 76,000円（時給額 870円） 

通勤手当の有無・内容 あり、1日上限 400円 

協力医療機関 那珂川病院 

アピールポイント 

・明るく穏やかな雰囲気です。 

・利用者同士が年代問わず仲が良く、お互い助け合っています。 

・職員と利用者の信頼関係を大切にし、何でも相談できる環境です。 

・利用者それぞれの強みが活きるよう支援を心掛け、個性を大切にして

います。 

・社会生活を送るうえで一人ひとりの意思を尊重し、自己実現をするた

めスモールステップを踏んでいくことができるよう支援をしています。 

・交通の便がよく西鉄春日原駅、JR春日原駅共に徒歩圏内と通所しやす

いです。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名  モン・ラパン 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社イーアイエフ産業 

事業所所在地 春日市春日公園７－７１ 原大ビルⅡ 

ＴＥＬ ０９２ ７１０ ０１４５ 

ＦＡＸ ０９０ ７１０ ０１４５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ eifsangyojim@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス 作成中 

窓口担当者 藤田 圭一 

指定年月日 令和２年４月１日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、太宰府市 

利用定員 １０名 

営業日 月曜日～金曜日（１２月２９日～１月４日を除く） 

営業時間 １０時～１５時３０分 

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  １  １ １   

女性        
 

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 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 １ 

女性  ２  
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活動内容 

ＰＣ事務作業、マスク、バッグ等縫製作業 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００朝礼、１０：００作業、１１：００休憩、１１：１５作業、 

１２：００昼食タイム、１３：００作業、１４：００休憩、 

１４：１５作業、１５：１０清掃、終礼、１５：３０退社 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

０円 

 

 

平均賃金 約 70000円 

通勤手当の有無・内容 有り（定期換算、上限有り） 

協力医療機関 井本内科小児科医院 

アピールポイント 

利用者の特性によって、サポート方法に変化をつけて個々の能力を 

引き出すように指導いたします。 

色んな仕事を用意することにより個々の能力の発見につながると考え

ます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ライフナース春日 

サービス種別 就労継続支援Ａ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 春日市春日原北町 3丁目 14-1 アーバンセオリーズ 405号 

ＴＥＬ 092-585-4855 

ＦＡＸ 092-585-4860 

Ｅ-ＭＡＩＬ lifenurse-kasuga@lifesolution.jp 

ＨＰアドレス http://www.lifesolution.jp/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 権藤 真満 

指定年月日 平成 27年 1月 1日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市・福岡市・宇美町・志免町・須恵町・小郡市・久留米市 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日（休日：日曜日、祝日、12月 29日～1月 3日） 

営業時間 10:00～15:30 

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 0 2 2 3 1 1 0 

女性 1 0 1 2 3 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）  

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 0 1 2 

賃金向上達成指導員     

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 0 1 2 

女性 0 1 2 
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活動内容 

・他企業内において商品梱包作業やＤＭ封入作業など 

・ＰＣ作業（ホームページ作成や更新、チラシ校了など） 

・軽作業（箱折り、シール貼りなど） 

・清掃作業（マンション、施設など） 

・洗車作業（車内掃除機がけ、車体拭き上げなど） 

 

☆余暇活動（花見、バーベキュー、ケーキ作りなど） 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～12:00 朝礼・作業開始（途中、休憩あり） 

12:00～12:45 休憩 

12:45～15:30 作業（途中、休憩あり） 

       事業所内清掃・記録・終礼 

 

 

送迎の有無（送迎場所） あり（場所：希望するところや利便を考えての要相談） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

・利用者上限負担金額 

・弁当代：150円 

・送迎代 行き：200 円、帰り：200円 

平均賃金 8万円 時給：870円（令和 3年 10月 1日より） 

通勤手当の有無・内容 なし 

協力医療機関 天神西通りクリニック 

アピールポイント 

・一般就職に関しては、毎年度 1名以上の実績があります。 

・事業所内外で、様々な活動を行っております。 

・個人のニーズに添った内容提供を心がけております。 

・地域密着型の事業展開を行っています。 

・他企業との連携を重視し、多角的に展開しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 株式会社ココスタプラス 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社ココスタプラス 

事業所所在地 福岡県筑紫野市塔原東 3-12-18 

ＴＥＬ 092-555-7260 

ＦＡＸ 092-555-7260 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@kokosta-plus.com 

ＨＰアドレス  (kokosta-plus.com) 

窓口担当者 サービス管理責任者 大内田 

指定年月日 令和 3年 6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） 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、那珂川市 

利用定員 20名 

営業日 月曜日から金曜日（振替での土曜日営業有） 

営業時間 9:00から 17：00 

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 2 2   

女性   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 

     

     

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 
 

https://kokosta-plus.com/


261 

 

活動内容 

・新築現場用養生マットのメンテナンス 

・養生マット配達先現場情報のパソコン入力 

・賃貸物件の清掃作業 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00 朝礼、作業スタート 

11:00 10分休憩 

11:10 作業 

12:10 昼休み（40分） 

12:50 作業 

13:50 10分休憩 

14:00 作業 

15:15 作業終了 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

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 

 

 

平均賃金 73,440円 

通勤手当の有無・内容 有り（車、電車、自転車、徒歩 すべて一律 3000円支給） 

協力医療機関 飯野内科 

アピールポイント 

労働を通じて利用者さんの体力、気力を向上させ、自分自身に自信を持

てるような支援を心がけています。 

また、希望される利用者さんへの一般就労への支援も積極的に行ってい

ます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 インクルージョンむらさき 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社レイオブホープ 

事業所所在地 筑紫野市紫 3丁目 10-7 

ＴＥＬ 092-923-3732 

ＦＡＸ 092-408-8108 

Ｅ-ＭＡＩＬ m.ishiuchi@kurasikku.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 石内 

指定年月日 平成 24年 2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、春日市、大野城市、福岡市、小郡市、筑前町 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～金曜日（5月 3日～5月 6日 12月 31日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～17時 

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    

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 2 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  

女性  1 2 
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活動内容 

賃貸管理物件（アパート、マンション）等の巡回定期清掃 

 

お庭の剪定、除草の補助的な作業 

 

草取り作業 

 

ポスティング作業 

 

1 日のタイムスケジュール 

8：30  通所、健康チェック、作業準備 

9：00  作業開始 

12：00  昼休み 

13：00  作業完了まで 

                                     

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 無し（検討中提供予定） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生大臣の定める額 

その他レクレーション等にかかる費用 

 

平均賃金 月額 59,636円  時間額 842円 （令和 2年度実績） 

通勤手当の有無・内容 なし 

協力医療機関 牧病院 

アピールポイント 

経営理念「私たちは誰もが自立し地域の中で幸せに暮らしていける社会

の実現に貢献します」をかかげ、仕事をすることで豊かな人生が送れる

ように支援していきます。 

豊富な仕事量があり、その中で経験を積み技術を身に着けることができ

ます。 

清掃業務を身に着け、一般就労及び親会社（清掃会社）への就職を目標

にステップアップをめざします。 

楽しく仕事ができるような環境づくりをめざしています。 

職員も目標を持って共に成長できる場所をめざしています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ぐりーんぴーす 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 （株）クオリティサービス 

事業所所在地 〒818-0066福岡県筑紫野市大字永岡 1021-2-304 

ＴＥＬ （092）555-6572 

ＦＡＸ （092）555-6573 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://www.qscom.co.jp/ 

窓口担当者 平田 

指定年月日 H23年 11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・筑紫野市・小郡市・太宰府市・大野城市・春日市・朝倉市郡 

・大刀洗町・佐賀県（三養基郡・鳥栖市） 

利用定員 20名 

営業日 月～土 

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  2 5 5 7 2  

女性  1 1  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 1 4 

賃金向上達成指導員     

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 3 
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活動内容 クラフト作業 

 

 

1 日のタイムスケジュール 10：00～朝礼→作業 

12：00～昼休憩 

13：00～作業 

15：00～終礼・退勤 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

無し 

 

 

平均賃金 時給：870円 

通勤手当の有無・内容 無し 

協力医療機関 樋口医院 

アピールポイント ・作業の種類が多く、自分のペースで力を発揮する事が出来ます。 

・駐車場代：無料 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 スタークサポート筑紫野 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社スターク 

事業所所在地 福岡県筑紫野市永岡 836アメニティハウス YAMADA2F 

ＴＥＬ 092-555-9980 

ＦＡＸ 092-919-8278 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@in-stark.net 

ＨＰアドレス http://in-stark.net/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 宮口 

指定年月日 令和 2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） 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、大野城市、春日市、小郡市、朝倉市、鳥栖市 

利用定員 20名 

営業日 月曜日～土曜日（土曜日は月に数回） 

営業時間 9：00～18：00 

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    3 2   

女性    2 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 2 

賃金向上     

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 3  
 

mailto:info@in-stark.net
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活動内容 

・ギフト商品の中詰め（シール貼り、箱折り、中詰め、包装） 

・サンプル品の封入封緘 

・手袋の封入 

・商品の目視検品 

・爪楊枝の検品封入 

・パソコン入力 

・施設外就労 

 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 清掃、朝礼、作業開始 

11：00 15分休憩 

12：00 昼休憩 

13：00 作業開始 

14：00 15分休憩 

15：30 作業終了、片付け、終礼 

送迎の有無（送迎場所） あり（JR：天拝山駅／西鉄：桜台駅） 

食事提供の有無 なし 

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：公共交通機関利用時の半額 

 

平均賃金 月額 80,040円、時間額 870円（令和 3年度実績） 

通勤手当の有無・内容 あり（月額上限 3000円） 

協力医療機関 医療法人 牧和会 牧病院 

アピールポイント 

・作業室は広くて綺麗なので、落ち着いた雰囲気で作業に取り組むこと

が出来ます。 

・座って出来る軽作業（シール貼りや箱折りなど）をメインに行ってい

ます。 

・利用者の特性にあった作業を提供し、苦手なことも出来るようになる

まで支援員がしっかりサポートします。 

・のんびり、和気あいあいとした仲間ばかりです。 

 

◎見学、体験利用は随時受付。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 アルファリンク 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 アルファリンク株式会社 

事業所所在地 〒８１８-００７２ 筑紫野市二日市中央２丁目５-１０ 林ビル１Ｆ 

ＴＥＬ ０９２-９１８-１１７２ 

ＦＡＸ ０９２-９１８-１１７３ 

Ｅ-ＭＡＩＬ alphalink0908@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 黒岩 

指定年月日 平成２８年９月８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 
福岡市博多区・南区、春日市、筑紫野市、那珂川市、太宰府市、大野城市、

小郡市、佐賀県 

利用定員 １０名 

営業日 月曜日～土曜日（１２月３１日～１月３日を除く） 

営業時間 午前８時３０分～午後１６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   1 名 2 名    

女性 1 名 2 名 3 名 2 名 2 名   
 

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 名 2 名 1 名 

 

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 名  

女性  ２名 １名 
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活動内容 

縫製（防水シーツ・バック等の小物・制服の裾上げ） 

検品・糸処理作業（防水シーツ） 

アメリカンフラワー製作 

施設外就労（防水シーツ） 

 

1 日のタイムスケジュール 

９：００～送迎・朝礼・作業準備 

１０：００～午前作業開始・休憩（１０分） 

１２：００～昼食 

１３：００～午後作業開始・休憩（１０分） 

１５：００～片付け・日報記入・終礼・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（利用者負担がある方） 

送迎費：なし 

食 費：１食 １００円（食事提供加算該当） 

平均賃金 時給８４１円～ 

通勤手当の有無・内容 月額上限３，０００円まで 

協力医療機関 整形外科 まつしたクリニック 

アピールポイント 

・工業用ミシンを使い、防水シーツや小物の縫製を行っています。 

ミシン初心者の方でも、スタッフが親切・丁寧にゆっくりと教えますの

で、上手に使い熟せる様になります！ 

 

・アメリカンフラワーでは座っての作業になるので、立ち仕事に自信が

ない方でも大丈夫！ 

細かい作業が好き・得意な方にはお勧めです！ 

 

・検品・糸処理作業は、一人集中し黙々と作業を行いたい方には打って

付けの作業です。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 Ｗｅ Ｈａｐｐｙ 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 (有)ＰＬＡＮＴＳ 

事業所所在地 大野城市白木原２丁目１０番８号 

ＴＥＬ ０９２－５８８－１４０７ 

ＦＡＸ ０９２－５８８－１４０８ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@plants-plants.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 水町 

事業開始年月 平成２６年９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､筑紫野市､春日市､大野城市､太宰府市､那珂川市､糟屋郡全域 

利用定員 ２０人 

営業日 月～土（お盆及び年末年始を除く） 

営業時間 ９時～１6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 0 4 0 4 6 4  

女性 0 4 5 3 9 5  
 

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 5 5 

     

     

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  

女性 1 6 1 
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活動内容 

・部品組み立て 

・お礼状（お手紙書き） 

・各種軽作業（紙袋、箱詰め、梱包、封入） 

・パソコン入力事務 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００ 朝礼、作業（途中１５分休憩） 

１２：１５ 昼休み 

１２：４５ 作業（途中１５分休憩） 

１５：００ 終礼 

送迎の有無 なし 

食事提供の有無 なし 

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 

 

 

平均賃金 月額 70000円 時給 870円 

通勤手当の有無・内容 あり、上限月額 1日 400円 

協力医療機関 那珂川病院 

アピールポイント 

安心して働ける機会を提供し、一人ひとりのニーズに合わせ技術、 

知識、能力の向上に努め、何より働く事の楽しさや 

やりがいを感じながら楽しく通所できるよう、利用者さんに 

寄り添い一緒に笑顔あふれる事業所作りを目指しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 なごみ 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社 京 

事業所所在地 大野城市白木原１丁目７－５ Ｊクリスタル３Ｆ 

ＴＥＬ ０９２－５９２－０７５３ 

ＦＡＸ ０９２－５９２－０７５４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ miyako753@vesta.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.miyako-nagomi.com/ 

窓口担当者 鳥飼 京子 

指定年月日 平成２６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 福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、糟屋郡  

利用定員 １０名 

営業日 月～土曜日（国民の休日、夏季休暇（お盆休み）、冬季休暇（年末年始）を除く）  

営業時間 ９：００～１６：００ 

駐車場の有無 有り（月極 有料） 

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 ２ １   

女性  １ １ ２ ４ 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  ４ ３ 

     

     

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 ５ 
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活動内容 

・データ入力 

・箱折り・、中詰め軽作業（会葬の品物） 

・シール張り（お茶） 

・ブリ・メンタイ・タラコシールの封入 

・施設外先 ホテルベットメイキング 

・施設外先 CAD図作成・軽作業・ラインスタンプ作成 

・施設外先 洗車 

・施設外先 物作り（クラフトバック・アクセサリー・他） 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００～１２：００ データ入力・CAD 図作成・ホテル清掃・

軽作業（朝礼後） 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１５：００ 同上作業 

事業所内清掃１４：４０頃時間ある時にする 

（随時、補水・トイレは自由） 

送迎の有無 なし 

食事提供の有無 なし 

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 

平均賃金 月額８０，０４０円  時間額８７０円（令和 3年 10月から） 

通勤手当の有無・内容 なし 

協力医療機関 井本内科医院 

アピールポイント 

・利用者の個々の特性を活かし、楽しく通所が出来て仕事ができる

ような事業所を目指しています。 

・パソコンに関する事業、サービスの展開を積極的に行っています。 

・市によるイベントへ参加 

 

※詳細はＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 指定就労継続支援 A型事業所 仁花 kimika 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 社会福祉法人 仁風会 

事業所所在地 大野城市乙金東二丁目 17-10 

ＴＥＬ 092-580-8001 

ＦＡＸ 092-580-8002 

Ｅ-ＭＡＩＬ kimika@blue.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.otogane.or.jp/ 

窓口担当者 鹿毛 智文（かげ ともふみ） 

指定年月日 平成 28年 4月 1日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等  

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等  

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、博多区、南区、宇美町 

利用定員 15名 

営業日 月～土（祝日、12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 8：30～17：30 

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 4 2  

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） ※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 

     

     

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 1 
 

mailto:kimika@blue.ocn.ne.jp
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活動内容 

【売店部門】 

・乙金病院内売店での販売業務（接客等） 

【洗車部門】 

・グループ内社用車の洗車業務 

・一部室内での軽作業 

【清掃部門】 

・近隣施設のビル清掃業務（日常清掃、定期清掃） 

1 日のタイムスケジュール 

9：45 通所 

10：00 朝礼、午前業務開始 

12：00 昼休み（売店は交代制） 

13：00 午後業務開始 

15：00 終礼、業務終了 

15：15 終了 

送迎の有無（送迎場所） あり（迎えのみ／西鉄雑餉隈駅近く） 

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：不要 

食費：一食 100～400円 

平均賃金 時給 870円 

通勤手当の有無・内容 なし 

協力医療機関 医療法人同仁会 乙金病院 

アピールポイント 

・売店、洗車、清掃共に一般就労に近い形での訓練を行っています。 

・専門的な技術や知識を身に付ける事ができます。 

・協力医療機関である乙金病院が同グループであるという強みを活か

し、医療・福祉の連携を密に行っています。 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 就労支援事業所 門出 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社ライフネクスト 

事業所所在地 大野城市白木原 2-8-26-303 

ＴＥＬ 092-558-5266 

ＦＡＸ 092-558-5296 

Ｅ-ＭＡＩＬ lifenext@crocus.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス - 

窓口担当者 桑野 

指定年月日 平成 26年 10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、那珂川市、福岡市全域 

利用定員 10名 

営業日 月・火・水・木・金・土  ※日祝、年末年始、お盆はお休み 

営業時間 10：00～16：00 ※休憩 60分 実働 5時間 

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 1 1 1 2 1 1 0 

女性 0 1 1 4 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 1 0 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  2  

女性  3  
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活動内容 

・軽作業：部品組み立て、梱包、封入など 

・ネット通販商品の出荷作業（ラベル貼り、ピッキングなど） 

・ネット通販の商品登録などの PC作業 

・清掃作業 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～朝礼、作業            

12：00～13：00お昼休み        

13：00～作業      

15：45～務所内掃清掃、日報記入、終礼 

 

 

                   

送迎の有無（送迎場所） あり（自宅や車が駐停車しやすい場所で相談可能） 

食事提供の有無 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

弁当代：1食 100円 

送迎代：無料 

平均賃金 ９４.０００円 

通勤手当の有無・内容 あり。上限５.０００円/月 

協力医療機関 田中夏樹医院 

アピールポイント 

一人でコツコツと行う作業もありますが、利用者さん同士で連携して行

う作業も多くあり、声掛けなどのコニュミケーションを図れるように 

取り組んでいます。 

利用者さん自らが目標件数を掲げて取り組む場面も出ています。 

障がい特性、性格、考え、思いには十分配慮しますが、必要なことは伝

えるようにしています。課題に対してしっかりと向き合ってもらうため

には非常に大切で必要なことと考えています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 障害福祉サービス事業所 つばさ 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社 翼 

事業所所在地 太宰府市国分 3丁目 10番 5号 

ＴＥＬ 092-408-4014 

ＦＡＸ 092-408-4015 

Ｅ-ＭＡＩＬ tubasa@road.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.tubasa283.com/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 井上 

事業開始年月 平成 26年 5月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・発達障がい 

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

利用定員 18 名 

営業日 月～金（12月 29日～1月 3日、8月 13日～15日を除く）土（事業所カレンダーによる） 

営業時間 9 時～17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  3  4 2 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 

     

     

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 
 

mailto:tubasa@road.ocn.ne.jp
http://www.tubasa283.com/
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活動内容 

・軽作業（チラシの差し込み、部品の検品、フードパック分けなど） 

・作業所内清掃 

・レクレーション（BBQ、忘年会など） 

1 日のタイムスケジュール 

  朝礼           13：00 作業開始 

10：00 作業開始         14：00 休憩  

11：00 休憩           14：05 作業開始 

11：05 作業開始         15：20 清掃 

12：10 昼食           15：30 終礼 

送迎の有無  あり 

食事提供の有無  あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費

等） 

・送迎車あり（JR二日市方面、西鉄二日市方面、距離により送迎代がかかる

場合があります。 

・給食代（１食１２０円） 

・利用料：厚生労働大臣の定める額 

平均賃金 月額 80,000円 時間給（842 円～851円） 

通勤手当の有無・内容 上限 3,000円 

協力医療機関 なかにわメンタルクリニック 

アピールポイント 

・生活リズムをきちんと作ることを基本としています。 

・仕事内容はほぼ毎日変化があるので、飽きることなく、楽しみながら行え

ます。また、利用者個々の特性に合わせて作業を行いますので、マイペー

スで取り組めます。ノルマはありません。 

・利用者同士仲が良く、会話も弾み、お互い切磋琢磨しながら、頑張ってい

ます。 

・一般就労への相談・推薦等も行っています。 

・毎年、一般企業への就職者を出しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ＯＤＯＡ 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 合同会社悠悠 

事業所所在地 太宰府市御笠 1-14-11 

ＴＥＬ 092-710-2232 

ＦＡＸ 092-710-2232 

Ｅ-ＭＡＩＬ odoa.h.tsuchiya@gmail.com 

ＨＰアドレス https://goudoukaisya-yuyu.amebaownd.com/ 

窓口担当者 代表者 土屋 英樹 

指定年月日 平成３０年１０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   精神 

サービス提供区域 太宰府市・大野城市・宇美町・春日市・筑紫野市 

利用定員 20名 

営業日 月～金曜日 

営業時間 9：00～14：30 

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 4 3 1  

女性  1 2 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 

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 1 

女性  1 1 

    
 

mailto:odoa.h.tsuchiya@gmail.com
https://goudoukaisya-yuyu.amebaownd.com/
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活動内容 

 

・パソコン業務 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00～ 9:10 朝礼 

 9:10～10:15 午前の作業 

10:15～10:30 休憩 

10:30～11:30 午前の作業 

11:30～12:30 昼食休憩 

12:30～13:30 午後の作業 

13:30～13:45 休憩 

13:45～14:15 午後の作業 

14:15～14:30 お掃除、日報記入、終礼 

送迎の有無（送迎場所） 有り（西鉄太宰府駅） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 
無し 

平均賃金 50,000円～70,000円／月 

通勤手当の有無・内容 無し 

協力医療機関 別府病院 

アピールポイント 

 

明るく、元気、笑顔が多い事業所です。 

お気軽にお問い合わせ、ご見学をお待ちしております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 太宰府市就労支援センター 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 一般社団法人 社会福祉推進機構 

事業所所在地 太宰府市朱雀 3-8-18 

ＴＥＬ 092-555-6967 

ＦＡＸ 092-555-6968 

Ｅ-ＭＡＩＬ dazaifu@fukushisuishin.com 

ＨＰアドレス https://drecome.net/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 荒木 

指定年月日 令和 2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 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川町 

利用定員 20人 

営業日 月～土曜日（当社カレンダーによる） 

営業時間 9時～18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   3 1 2 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 2 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  

女性 1 2  

    
 

 

mailto:dazaifu@fukushisuishin.com
https://drecome.net/


283 

 

活動内容 

【軽作業】 

ギフト作成 

自動車部品組み立て 

【パソコン作業】 

ホームページ作成・イラスト作成・ 

チラシ作成・ライティング 

【工場での作業】 

今後、導入予定 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 通所・朝礼・作業 

12：00 休憩 

13：00 作業 

15：00 終礼 

送迎の有無（送迎場所） 有（事業所最寄駅・所定集合場所） 

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 

平均賃金 月額 80,040円(23日出勤の場合)、時間額 870 円 

通勤手当の有無・内容 有（月額上限 3千円） 

協力医療機関 樋口内科胃腸クリニック 

アピールポイント 

【支援内容】 

 「障がい者支援法」に基づく障がい者支援施設として運営しており、

生産活動の提供や一般就労に向けての知識及び能力の向上の為に必

要な訓練を支援いたします。 

【日中活動】 

 自分に合ったお仕事を飽きることなく続けることができる環境で

す。 

 お仕事に慣れるまでスタッフがしっかりフォローしますので安心し

て働けます。 

【休憩時間】 

 事業所内でお弁当を食べる方・飲食店に食べに行かれる方など、自

由に過ごしていただけます。 

【健康管理】 

日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行い

ます。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のた

めの適切な支援を行います。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ささえあいの博多南 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 合同会社ノーマワークス 

事業所所在地 那珂川市中原 4－38オフィスパレアⅡＡ 

ＴＥＬ 092-408-2403 

ＦＡＸ 092-408-2404 

Ｅ-ＭＡＩＬ ohno@gs-support.name 

ＨＰアドレス http://normaworks.jp/ 

窓口担当者 代表社員 大野 浩一 

指定年月日 平成 27年 4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 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市  

利用定員 20人 

営業日 月曜～金曜日 ※土曜開所日月２～３程度あり 他会社カレンダーによる。 

営業時間 9時 30分～18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 3 3 3 5 2  

女性  3 4 6 3 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   2 5 

     

     

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  5 1 
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活動内容 

Ｔシャツ・バッグ・タオルなど衣料品へのプリント 

缶バッチ・ステッカーなど各種ノベルティーグッズの製作 

データ入力  施設外就労(農園・工場内作業等） 

軽作業全般（ＤＭセット・食品ギフトのセットなど） 

1 日のタイムスケジュール 

10:00 朝礼・作業～ 

11：00 5分休憩 作業～ 

12:15  昼休み 60分 

13:15  作業～  

14：00 10分休憩 作業～ 

15：15 終業 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費

等） 

 

食費１食４００円程度 

 

平均賃金 月額 67,360円、時間額 842円（令和２年度実績） 

通勤手当の有無・内容 無 

協力医療機関 医療法人 竹田胃腸外科医院 

アピールポイント 

・イラストレーター・フォトショップ・ドリームウェーバー 

 など商業デザインに必要な技術が学べます。 

・商品企画から、デザイン・印刷・納品までモノ作りの楽しさを 

 体験できる。 

・施設外就労として、カット野菜工場、チラシポスティング、 

農園作業、八百屋、楽器の塗装 

食品ギフトセット組みなど、毎日就労訓練の提供が可能。 

  

 ・業務提携先の高齢者向け配食サービス会社にて、 

  飲食関連の就労訓練を提供できる。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 福岡自立支援センターむすび 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 ＮＰＯ法人福岡自立支援センターむすび 

事業所所在地 福岡県那珂川市観晴が丘８番９号 

ＴＥＬ 092-710-3113 

ＦＡＸ 092-710-3114 

Ｅ-ＭＡＩＬ musubi2020@outlook.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 永田 和之 

指定年月日 令和２年１月３１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、福岡市南区、那珂川市、太宰府市 

利用定員 20名 

営業日 月～土曜日 

営業時間 8:00～17:00 

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  4 4 2 6 2  

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  4 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   4 

女性   4 
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活動内容 

リネン・サプライ業務 

クリーニング業務 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00～ 12:00 通所、作業 

12:00～ 13:00 昼休み 

13:00～    作業 

16:00～17:00  終了 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 外注も可 

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：外注の場合 １食４００円程度 

平均賃金 時間額 ８７０円～ 

通勤手当の有無・内容 有り ５，０００円程度 

協力医療機関 小田邊内科医院 

アピールポイント 

 

・利用者の皆様の特性を配慮し、働きやすい職場環境を提供いたしま

す。 

･クリーニング・リネン関係の業務のため、幅広い内容の業務を提供 

することが可能です。 

･スタッフ全員が障がいの特性を理解しており、個々に合わせたきめ 

細かな支援をいたします。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 クックチャム マイシャンス 

サービス種別 就労継続支援Ａ型 

運営法人 株式会社 クックチャム マイシャンス 

事業所所在地 那珂川市大字別所 551-1 

ＴＥＬ 092-951-5599 

ＦＡＸ 092-951-6699 

Ｅ-ＭＡＩＬ mychance@cookchum.co.jp 

ＨＰアドレス http://www.cookchumplusc.co.jp/mychance/index.html 

窓口担当者 小嶋 恵子 

指定年月日 平成 25年 5月 1日 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障がい別） 知的・精神 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 那珂川市 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 9：30～17：00（業務の繁閑及び季節により変動あり） 

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 1     

女性  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 4 

     

     

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 1 

女性  4 1 
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活動内容 

・お弁当、お惣菜のお店「クックチャム」にて販売される、ささみフ

ライ、コロッケ、春巻き、豚肉巻き、肉詰め等の惣菜の加工、製造、

唐揚げ用の鶏肉カット等を行います。 

1 日のタイムスケジュール 

9：30～ 朝礼、作業開始 

 昼食休憩（60分） 

～17：00 終礼、退勤 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費

等） 

利用者負担減免措置事業所として届出。 

利用料の負担はありません。 

 

平均賃金 平均月額 124,410円（22日勤務） 時間換算額 870円 

通勤手当の有無・内容 有（上限 10,000円） 

協力医療機関 香月内科クリニック 

アピールポイント 

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険完備 

・料理が得意でない方でも大丈夫です。 

・「マイシャンス」とは、 

 「シャンス」･･･フランス語で「幸せをつかむ」 

「ここで働くことで自分自身の幸せをつかみとる力を得て、生きる

ことの素晴らしさを実感してもらいたい」という意味が込められて

います。 
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