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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ワークサポートセンターひなた 

サービス種別 就労移行支援 

運営法人 一般社団法人 きずな 

事業所所在地 〒816-0873 福岡県春日市日の出町 4丁目 19-1 

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 24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 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 6名 

営業日 月～土曜日（12月 29 日～1月 3日を除く） 

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  2  1    

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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 就労支援員 職業指導員 

1 1  1 1 

生活支援員     

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 1 
 



225 

 

活動内容 

【作 業】 

・チラシ封入作業         ・施設外就労 

・サンプル作成            公民館清掃 

・PC入力訓練 

・箱詰め作業 

・チラシばらし作業 

・ 

1 日のタイムスケジュール 

9：00 開所 

9：50 朝礼 

10：00 作業開始（途中 10分休憩） 

12：00 昼休み 

12：50作業開始 

15：00 終礼 

送迎の有無（送迎場所） 有（JR大野城・JR春日・JR南福岡・西鉄雑餉隈） 

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ま         

す。お住いの市町村にてご確認下さい。 

 

協力医療機関 福岡徳洲会病院 

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・実習に同行し、就職後も定着支援を行い

ます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 COCOLIER INSTITUTION (ココリエ インスティテューション) 

サービス種別 就労移行支援  

運営法人 医療法人  

事業所所在地 
春日市春日原北町 4丁目 11  

メディカルシティ春日原 3階 

 

 

ＴＥＬ ０９２－５８６－５７１５  

ＦＡＸ ０９２－５８６－５７１６  

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https: cocolier.jp 

窓口担当者 サービス管理責任者 垣田 

指定年月日 平成 29年 11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 等 

利用定員 20名 

営業日 月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く） 

営業時間 午前 9時から午後 6時 

駐車場の有無 無し （駐輪場は有り） 

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  ５ ４ １ １   

女性  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 就労支援員 職業指導員 

１ １ ０ ２ ２ 

生活支援員     

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  １  

女性  ４ ２ 
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活動内容 

・座学プログラムや実践プログラム等、就労を見据えた様々な 

トレーニングを行います。 

【座学プログラム例】 

 ・ビジネスマナー ・職業選択 ・企業見学 

 ・面接練習、履歴書作成 ・自己理解 ・健康管理プログラム 

 ・生活管理プログラム（生活リズム・金銭管理等） 等 

【実技プログラム例】 

 ・清掃実技訓練 

 ・個別トレーニング 

 ・体力トレーニング 等 

1 日のタイムスケジュール 

 通常運営時           感染対策運営時 

   9:00～ 通所  午前   午後 内容 

   9:30  朝礼・清掃実技訓練 10:15 13:45  通所 

   10:30 訓練プログラム 10:30 14:00  個別ワーク 

   12:30 休憩（昼食） 11:45 15:15  振り返り 

   13:30 訓練プログラム  12:00 15:30  退所 

   15:30 振り返り記録 ※午前、午後の 2 部制 

   15:40 終礼 通所日以外は在宅訓練 
 

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：厚生労働大臣の定める受給者証記載の負担上限月額 

食 費：各自で用意 

その他：企業見学、実習等の外出時の交通費等は自己負担 

協力医療機関 西江こころのクリニック 

アピールポイント 

 

・一人ひとりに合った支援プランを組立てます。 

・働くために必要な基礎トレーニングを行います。 

・コミュニケーション、人との接し方のトレーニングを行います。 

・自己理解と特性整理を丁寧に行います。 

・医療、就労支援機関、他の福祉サービス機関等と連携し、体調 

管理や生活面を踏まえたサポートを行います。  
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令和 3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 就労移行支援 

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 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 春日市を中心に他の市町村 

利用定員 6名 

営業日 月 火 水 木 金（国民の祝日、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 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 就労支援員 生活支援員 

  1 1 1 

職業指導員     

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 
 

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

・就労支援・・・基礎訓練、技能訓練（パン製造、清掃等） 

・相談支援 

・職業支援・・・体験実習、ハローワーク、障害者就業・生活支援セン

ター等の関係機関との連携 

・作業・・・パン洋菓子、木工品、ビーズ、さをり織り 

・その他・・・行事、生活支援、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 就労支援 

10：30（休憩 10分） 

10：40 午前の作業 

12：00  昼食 昼休み 

13：00 午後の作業 

14：30（休憩 10分） 

 15：50 作業終了  

 16：00 退勤 

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（低所得者の軽減措置適用の場合 280円） 

その他：行事等参加費は実費を徴収 

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。 

・就労支援の基礎訓練や技能訓練の取り組みを行い、就職への意識づけ

を高める支援に力を入れています。 
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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 就労移行支援 

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 2 2 1 1 2 0 0 

女性 0 1 2 2 1 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 就労支援員 職業指導員 

1 1 0 1 1 

生活支援員     

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 0 3 2 

女性 0 1 1 
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活動内容 

・就職に向けての模擬面接、自己理解など 

・他企業などにおいて、実習や体験プログラム 

・PC訓練（タイピング、エクセル、ワード、イラストレーター、 

      フォトショップなど） 

・軽作業訓練（商品梱包、ＤＭ封入など） 

・清掃作業訓練（マンション、施設など） 

・洗車作業訓練（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・訓練開始（途中、休憩あり） 

12:00～12:45 休憩 

12:45～15:30 訓練（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 

 

協力医療機関 天神西通りクリニック 

アピールポイント 

・就職に関しては、毎年度 3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います。 

・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 ワークオフィス絆結 

サービス種別 就労移行支援 

運営法人 西部ガス絆結 株式会社 

事業所所在地 春日市春日公園５丁目２番地 

ＴＥＬ ０９２－５５８－２４５３ 

ＦＡＸ ０９２－５５８－２８９１ 

Ｅ-ＭＡＩＬ m.yamada@banyu-kizuna.com 

ＨＰアドレス https://banyu-kizuna.com 

窓口担当者 サービス管理責任者 山田 

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 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市・福岡市 

利用定員 ８名 

営業日 月～金曜日（12月 29 日～1月 3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 4 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 就労支援員 職業指導員 

  1 1 1 

生活支援員     

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  1  

女性 1 2 1 
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活動内容 

1.就労準備講座 

2.座学 

3.コミュニケーションワーク 

4.企業から受託した作業実務訓練 

5.パソコン講座（イラストレーターなど） 

6.体力づくり（ヨガ） 

7.就職活動支援・定着支援 

1 日のタイムスケジュール 

9：30 通所 

9：45 朝礼 

10：00 訓練（途中 5分休憩） 

12：00 昼休み 

13：00 訓練（途中 5分休憩） 

15：00 清掃・終礼 

15：30 退勤 

送迎の有無（送迎場所） 無 

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 

食費：1食 350円（食事提供加算該当 300円） 

その他：必要に応じて実費を徴収 

協力医療機関 かわらだ呼吸器循環器内科クリニック 

アピールポイント 

・企業から受注した業務での作業実務訓練は訓練手当を支給します。 

・「“できること”を活かし、さらに“できること”を増やし 

 “キラッと光る”ものを創る」 

 これがワークオフィス絆結のモットーです。  

・ワークオフィス絆結は、出来ることや得意なことを仕事にマッチング 

させ、一般就労を目指す就労支援事業所です。 

・就労後も長く働き続けられるよう、丁寧な定着支援を行います。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 社会福祉法人さるびあ会 さるびあ作業所 

サービス種別 就労移行支援 

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 

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 ６名 

営業日 月～日 行事により変更あり 

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 2     

女性  2  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） ※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 就労支援員 職業指導員 

1 1  1 1 

生活支援員     

     

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 1 
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活動内容 

・店舗（キスミークイック２００８）、CURRY＆CAFÉＹＯＨＩＲＡでの接

客、商品の製作（ミサンガ作りなど）調理等、カブトムシの飼育、ジャ

ム作り、ダイレクトメール作成、袋作成、視察研修、その他。以上の活

動を行う中で、体力、理解力、技術力、コミュニケーション能力を高め、

また、自分自身を見つめ、自分にあった仕事をイメージしていきます。 

・実習や体験、ハローワーク・人材登録センターなどを活用し求人情報

の収集や就職活動を行っている。 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００ 出勤、朝礼 

１０：１０ 作業開始 

１２：００ 昼食 

１３：００ 作業開始 

１５：２０ 作業終了、終礼 

１５：３０ 解散 

 

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 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

 

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。 

 『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』

ために今、何をするべきなのかを一緒に考えながら、計画をたてていき

ましょう。 

 自分にあった就職を行い、夢へのチャレンジを続けることができるよ

うに支援させていただきます。 
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令和 3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 就労移行支援          

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１８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 青木・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、那珂川町、宇美町 

利用定員 ６人 

営業日 月～金（土日祝日に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        

女性        
 

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 就労支援員 職業指導員 

  1（兼務） 1 1 

生活支援員     

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   1 
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活動内容 

・実習及び求職活動等の支援 

 ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、一般企業等 

 と連携し取り組んでいきます。 

・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、

ラベル貼り、タオル折り、袋とじ、袋入れ、ボール磨き、縫製、清

掃、除草等通じて、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 

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」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 3年 11月 1日現在 

事業所名 なごみ 

サービス種別 就労移行支援 

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 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（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     

女性 1 0   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 就労支援員 職業指導員 

１ １  １ ２ 

生活支援員     

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  1 1 

女性  １ ３ 
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活動内容 

・データ入力 

・箱折り・中詰め軽作業 

・お茶シール貼り 

・ブリ・メンタイ・タラコシール封入 

・倉庫清掃・草取り 

・実習及び求職活動支援 

・季節行事等 

・アクセサリー・クラフトバック等販売会 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００～１２：００ データ入力、施設外先へ（PC訓練） 

            軽作業（朝礼後） 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１５：００ 軽作業・データ入力・物作り（PC訓練） 

（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 

協力医療機関 井本内科医院 

アピールポイント 

・利用者のニーズにあわせて作業内容を工夫しています。（調確認

は毎日聞く） 

・なごみ事業所は交通に便利な所にあり、通所が出来やすい。 

・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。 

・市によるイベントへ参加（販売目的・気分転換） 
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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 就労移行支援 

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     

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） ※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 就労支援員 職業指導員 

 1 1 1  

生活支援員 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 1 2  
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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 

・面接等の講座やセミナー参加 

・イベント出店(販売・接客等) 

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 

協力医療機関 田中夏樹医院 

アピールポイント 

・事業所内での軽作業だけでなく一般企業内での作業やイベント出店での店

頭販売など外部との関わりを持つよう心掛けています。 

・一人ひとりの特性に合わせた丁寧な技術指導を行い、初めての方でも安心

して作業に取り組んで頂けます。 

・ゆっくりと生活リズムを整えながら訓練し、知識や技術を身に付けましょ

う。 

・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。 

・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 とまり木 

サービス種別 就労移行支援 

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１６TKM２４ １F・２０１号 

ＴＥＬ 092-558-1923 

ＦＡＸ 092-558-1924 

Ｅ-ＭＡＩＬ tomarigi@estate.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス https://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 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・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市・福岡市 

利用定員 6名 

営業日 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日 

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   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 就労支援員 職業指導員 

  1 1 1 

生活支援員     

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 1 

女性    
 



243 

 

活動内容 

・作業内容 

軽作業（軽量・箱折り・商品詰め・シール貼など） 

施設外就労（洗車①・倉庫まわり清掃②） 

パソコン訓練①ネット販売（画像処理・入力） 

②データ入力（主に月末） 

③資格の為の訓練 

コミュニケーション①社会生活技能訓練（対人） 

         ②グループワーク 

1 日のタイムスケジュール 

１０：００ 通所、朝活動、朝礼 

１０：２０ 作業・PC訓練 

      コミュニケーション訓練等 

１２：００ 昼休み 

１３：００ 作業、その他訓練 

１６：００ 各自 個別終礼 

送迎の有無（送迎場所） 無 

食事提供の有無 現在は無 

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：通所日数によ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 

協力医療機関 かわらだ呼吸器・循環器内科クリニック 

アピールポイント 

・ひとりひとりに合わせた個別支援計画をもとに必要に応じた支援を

しています。 

その中で対人関係、コミュニケーションに力を入れ、社会生活技能訓練

では、会話を始められる～会話を終える、頼みごとをする、また断る、

休憩時間の過ごし方など働き出して必要な対人コミュニケーションの

力を知る場、練習する場としています。 

・就業時期には企業見学、合同面談会等の同行を行います。履歴書にお

いても応募したい企業について調べ、考え方を深める等の支援を行いま

す。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ワークメイト 

サービス種別 就労移行支援 

運営法人 株式会社 ワークメイト 

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 shien@workmate.work 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 施設管理長 堀 

指定年月日 平成３０年１１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、筑紫野市、春日市、太宰府市、福岡市(南区、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 ６人 

営業日 月曜日～金曜日（お盆(８月)・年末年始 年度による） 

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 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

女性 ０ ０ ０ ０ 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 就労支援員 職業指導員 

  １ １  

生活支援員     

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    
 

  

mailto:shien@workmate.work
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活動内容 

・軽作業（箱折り等） 

・調理補助 

・施設外作業 

 

 

 

 

 

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 

12:00 昼休み 

13:00 作業 

14:40 片付け 

14:50 振り返り 

15:00 作業終了 

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 

送迎料：無料 

食費 ：０円 

ジュース飲料：１本 １００円 

協力医療機関 たろうクリニック 

アピールポイント 

身体、知的、精神、難病の方々が日中に作業、訓練を通して活動できる

場所を作っています。その中で、一般就労につながる活動もしています。 

それぞれの障がいにあわせた作業が出来るような環境を作っています。 

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 3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 就労移行支援 

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 

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 ６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        

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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 就労支援員 職業指導員 

1 1  1 1 

生活支援員     

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 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） 

 

 

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 

 

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

な方に向いている作業が多いです。 
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