・はじめに

1

・精神障害者ピアサポーターってどんな人?

1

・地域活動支援センター・就労継続支援 B 型事業所ってどんなところ？

1

・地域活動支援センター・就労継続支援 B 型事業所の紹介
豊岡市内地域活動支援センター
生活支援センターほおずき
ざくろ
てっせんの会
SoLa
の～ら
ゆのはな
ぴあほのか
だんだん
の～らすてっぷ
豊岡市内就労継続支援Ｂ型事業所
ロマンハウス
とよおか作業所 郷・とーぷ
らいふステーション
しいの実作業所
たじま聴覚障害者センター
すいーつ
ほおずき寮多機能型事業所 ラサ
楓の杜 くれ葉
とよおか作業所 なかよし園
多機能型事業所 RakuRaku
ワークホーム大地
日高共同作業所
多機能型事業所ぷろじぇくと Plus「せるくる」
そら
サポートきぼう
の～ら
ドーナツワークス
9th Factory

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

香美町内就労継続支援Ｂ型事業所
ひまわりの森

29

新温泉町内地域活動支援センター
のぎく

30

新温泉町内就労継続支援Ｂ型事業所
ここすぺーす
ココテラス
多機能事業所 kirara
Charm(チャーム)

31
32
33
34

養父市内地域活動支援センター
オンサルデ

35

養父市内就労継続支援Ｂ型事業所
かるべの郷ドリームワークス
かるべの郷多機能型事業所ドリームスペース
たんぽぽワーク

36
37
38

朝来市内地域活動支援センター
あべいゆ

39

朝来市就労継続支援Ｂ型事業所
あさごふれ愛の郷 あおぞら
和生園
第２和生園
総合支援センター かのん
あくせる

40
41
42
43
44

・地域活動支援センター・就労継続支援 B 型事業所所在地マップ

4５

・地域活動支援センター・就労継続支援 B 型事業所を見学、利用して
みませんか？

4６

・相談窓口

4６

・おわりに

4７

このガイドブックを作ったのは、精神障害者ピアサポーターが、同じ障害を持つ仲間た
ちに、自分らしく生活するために通える所があるという事を知ってほしいと思ったからで
す。
仕事がしたい、誰かとお話ししたい、料理を作りたい、自宅以外にのんびり過ごせる場
所が欲しいなど、このガイドブックがあなたの思いを叶えるきっかけになれば嬉しいです。

統合失調症や双極性障害等の病気や
障害があり、自分の体験を活かし、
同じ病気や障害に悩んだり、困って
いる仲間を手助けする人です。

地域活動支援センターは、
創作的活動や生産活動の機会の提供及び社会との
交流促進を支援する通所施設です。
Ⅰ型は、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域
と連携、障害の理解促進のための普及啓発等を行
っています。
Ⅲ型は、地域の障害者団体等が運営し、地域の実
情に応じた活動が行われています。

センター？
就労・・B？

つまり、
作業ばかりじゃなく、
仲間と交流したり、
日中
過ごす場所みたいな感
じかな。

就労継続支援 B 型事業所は、
一般企業等での就労が困難な方に、働く
場を提供し、就労に必要な知識や能力の
向上を図るための訓練を行います。

つまり、就労に必要な訓練
を行うところなんだ。

１

地域活動支援センター Ⅰ型
設置主体：医療法人敬愛会

住所：豊岡市戸牧 1510-6（豊岡病院奥隣）
電話：0796-29-1717 FAX：0796-24-6061
交通ｱｸｾｽ：全但バス停「豊岡病院」下車 徒歩 3 分

施設の特徴

自由で明るい雰囲気！病気のことをわかりあえる仲間どうしのつながりを大切に
しています。地域で暮らしておられる精神障害者が病気や生活など様々な悩みを
相談できるところです。

対象者

主に精神障害者

定

登録者数：約９０名 （普段の利用者：約３５名）

員

開所日・時間

月曜日～土曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（利用時間は自由です）
※日曜・年末年始は休み
安心して過ごせる居場所・昼食提供の他、以下のような様々なプログラムがありますが
参加は自由です。
①

創作プログラム（手芸、陶芸、書道、調理、音楽サークルなど）

②

運動プログラム（ソフトバレー、グラウンドゴルフ、ウォーキングなど）

③

セルフコントロールを高めるためのプログラム（健康チェック、統合失調症ミーティング、

活動内容

双極性障害ミーティング、健康講座など）
④

話し合うプログラム（茶話会、一人暮らしの会 など）

⑤

レクリエーション（カラオケ、外出、バーベキューなど）

⑥

地域交流事業

※また、地域の社会資源や制度・サービス、精神疾患・障害に関する情報提供をしており
個別に相談ができます。
タイムスケジュー
ル

費

用

プログラムは、毎月発行の機関紙「ほおずきｉｎｇ」でお知らせします。
登録料：年間 1,000 円
その他、プログラムの内容により材料費、交通費等がかかることがあります。

通所方法

自力通所（送迎はありません）

その他

見学をご希望される方は、当センターにお電話ください。

スタッフ

相談員（精神保健福祉士・社会福祉士）４名、支援員２名

ピアサポーター見聞録
通所者が多いので友達をたくさんつくれます。自分の体調に合わせて自由に過ごせます。
豊岡病院が目の前にあり安心感があります。看護師がおられるので病気の相談ができます。

2

地域活動支援センター

Ⅲ型

設置主体：特定非営利活動法人夢のつばさ

ざ
住

く

ろ

所：豊岡市城南町 23－6
豊岡健康福祉センター2 階

電

話：0796（24）8382

交通ｱｸｾｽ：全但バス停「豊田町」下車 徒歩 2 分
コバス バス停「じばさんセンター」or「市民会館前」下車 徒歩 1 分
精神障害の方が多く通っておられます。
施設の特徴

スローガンは、
“いつか「ざくろ」の実のように、真っ赤に熟して、
みんなで助け合いながら、地域社会の中で生きよう”です。

対 象 者

すべての障害者

定

15 名

員

活動日・時間

（普段の参加者 8～10 名）

月曜日～金曜日 9 時 00 分～16 時 00 分
※土日、祝祭日、お盆、年末年始はお休みです。
① 内職、請負作業（100 均製品の組立、鞄部分加工、ｱﾙﾐ缶回収）

活動内容

② 自主製品作成（名刺・ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ作製など）
③ 紙芝居の上演（老人ホームとの交流会、イベント時）
④ 観桜会・野外レク等の行事・レクリエーション（1 回／月）
9：00 通所

タイム
スケジュール

13：00 作業開始

9：10 ラジオ体操

（1 時間毎に 10 分休憩）

9：15 清掃

15：10 作業終了

9：30 作業開始(１時間毎に 10 分休憩） 15：20 ミーティング
11：30 昼食／休憩

15：30～自由時間・退所

家族負担金
費

用

（管理費 4,000 円／年、施設維持費 500 円／月 年間合計 10,000 円）
※通所者本人の負担はありません。
※支援されるご家族の無い場合は、負担金はありません。

通所方法

自力通所（送迎はありません）

そ の 他

通所、見学を希望される方は、当施設にご相談ください。

スタッフ

所長、指導員 2 名

ピアサポーター見聞録
明るく開放的な部屋で、おしゃべりしながらの作業。しんどくなったら奥の畳で横になっ
て休めます。個室の休憩室もあり安心して通えます。作業を継続する体力がつくかも。

３

地域活動支援センター Ⅲ型
設置主体：特定非営利活動法人夢のつばさ

住所：兵庫県豊岡市出石町小人 129-23
電話 ：0796-52-5642 FAX：0796-52-5642
交通ｱｸｾｽ：全但ﾊﾞｽ停「出石営業所」下車 徒歩 5 分

施設の特徴

障がいのある人達が、地域の中で仲間と共に支え合いながら、日常生活の自立を目指します。
軽作業や生活リズムを整える場として運営しています。

対象者

すべての障害者（精神疾患の方が多い）

定

15 名 （普段の参加者 約 10 名）

員

活動日・時間

月曜日～金曜日 9 時 00 分～16 時 00 分
※祝祭日、年末年始、土日は休み（バザー出店時は、休日出ることあり）
・自 主 製 品

活動内容

→ 夢クッキー、カップケーキ、炭化竹箸

・行事、レクリエーションなど→ 運動会/音楽療法/各種バザー出店/新年会/忘年会
・調理実習（週一回みんなで作ります！ 150 円で美味しいランチが食べられます）

タイム
スケジュール

費

9:30

作業

10:40
体操
休憩

11:00
作業

用

要相談（管理費・施設維持費）

通所方法

自力通所（送迎はありません）

その他
スタッフ

12:00
昼食

13:10
作業

14:10
体操
休憩

14:30
作業

15:30
掃除

15:40
解散

通所、見学をご希望される方は、気軽に当施設に相談ください。
※休憩室あり
施設長、指導者 ３名

ピアサポーター見聞録
クッキーの甘いかおりに包まれています。お菓子づくりに興味のある方には特におすすめ。
皆さん作業中も、和気あいあいと過ごされています。
週１回の調理実習があり、自分の料理のレパートリーを増やせますよ。

４
資料提供 豊岡市

住所：兵庫県豊岡市日高町祢布８９１番地の２
日高健康福祉センター内
電話・FAX：０７９６－２０－７１０４

タイムスケジュール
9：30～10：20

登所・送迎出発・
朝礼・体操・掃除

10：20～11：05

作業・活動

11：05～11：15

休憩

11：15～12：00

作業・活動

12：00～13：00

昼食・休憩

13：00～13：45

作業・活動

13：45～13：55

休憩

13：55～14：40

作業・活動

14：40～15：00

おやつ・終礼

15：00～

作業・活動
送迎車出発

16：00～
対象者

降所

16 歳以上の方で障害者手帳をお持ちの方。障害者手帳を
お持ちではないが、今より一歩踏み出したい方

活動日・時間

月曜日～金曜日 9 時 30 分～16 時 00 分
※祝祭日、お盆、年末年始、土日は休み

活動内容

内職、クッキング（昼食・おやつ）
、外出（遠足・お買い物）など

費用

文化活動費として 1 日 200 円。
昼食クッキングの日は昼食代として 350 円

通所方法

自力、送迎あり

ピアサポーター見聞録
来所者の年齢に幅があるので、だれでも参加できそう。アットホームな雰囲気で
した。自由時間があり、それぞれ好きなことをしてすごせるのがいい。

５

地域活動支援センター の～ら

運営：一般社団法人 暮らしの学校農楽

地域活動支援センター Ⅲ型

活動の様子は、https://www.facebook.com/noura.jp
■障害があったり対人関係が苦手で社会に参加することができない人のため
の支援施設です。いつか来る「出番」に備えて、今できることことからや
っていきたい方に、ゆっくりと自分の課題を克服していける場を提供して
います。
■活動の中心は、自分たちで野菜を「作って食べる」こと。無農薬の美味し
い野菜は、直売所でも好評です。種まきからお客様の手に届くまで、実践的な職業体験を積むこと
ができます。
■の～らの地活/就 B から直接、または他施設経由で、これまでにたくさんの方が就労しています。就
労先は、事務、工場、スーパーなど多岐にわたります。

所在
活動日・時間

活動内容

タイムスケジュール

費

住所：豊岡市出石町鳥居７８５番地 電話：0796-20-1295 FAX：0796-20-3295
（豊岡方面）鳥居バス停／（江原方面）尾崎バス停からそれぞれ徒歩５分

月曜日～金曜日 9 時 00 分～15 時 30 分
※祝祭日、年末年始、土日は休み
① 農作業全般（出荷含む）② 調理、食品加工 ③ パソコン作業
④ ストレッチ教室など。作業メニューは毎日変わります。畑でも室内で
もいろんな作業があります。日によって好きな作業を選べます。就Ｂと一
緒に活動しますが、「今の自分」に合ったペースでぼちぼちどうぞ。
19：00～12：00 ストレッチ体操 → 作業 → 休憩 → 作業
12：00～13：30 昼休み
（月水金、掃除あり）
13：30～15：00 作業 → 休憩 → 作業
15：00～15：30 片付け → 終わりの会 → 解散

用

無料

工 賃

あり

通所方法

自力

昼 食

無料（収穫した野菜中心）

スタッフ

所長、指導者４名

ピアサポーター見聞録
農作業や、人なつっこいヤギなどがいる環境が心を癒やしてくれます。自分たちで作っ
たものを調理して食べたり、売ったり、余った野菜を家にもらって帰ったりするのがす
ばらしいです。自分がひきこもりなら、行きたいと思う場所ではないかなと思います。

６

地域活動支援センター

Ⅲ型

〒669-6101
兵庫県豊岡市城崎町湯島 625-9
城崎健康福祉センター 2Ｆ
TEL：0796-32-3993

FAX：0796-32-3993

城崎温泉駅から徒歩 20 分
城崎中学校前バス停から徒歩１分
家庭的な雰囲気の中で楽しい１日を過ごしていただけます
施設の特徴
対象者
定員

心と体のよりどころであることを目指しています
すべての障がい者
１０名 （普段の参加者 6 名）
月～金 ９：００～１６：００

活動日・時間

休み：土、日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・その他
*内職（車の部品加工・検査）・プラスチック製品（バリ取り）

活動内容

*レクリエーション （おでかけ・運動会等）
９：００～

登所・体操など

１３：００～

作業

９：１５～

作業

１４：００～

休憩

タイム

１０：００～

休憩

１５：００～

休憩

スケジュール

１１：００～

休憩

１５：４５～

後片付け・清掃

１２：００～

昼食・休憩

～１６：００

解散

＊休憩時間等は変更することがあります
費用
通所方法
その他
スタッフ

無料
自力通所
随時見学を受け付けています
所長・指導員 合計３名

ピアサポーター見聞録
城崎町内とはいえ、温泉街からは少し離れた、静かな場所です。指導員さんは気さくで
話しやすく、みんな仲良くされています。麦わら作品はとてもきれいで癒やされます。
細かい作業もされていますが、自分がしたいことをしたらよいので楽しく過ごせます。
７

設置主体：特定非営利活動法人権利擁護あさひ

ぴあ ほのか
住所：豊岡市出石町町分 492－1
電話・FAX ：０７９６－２０－３８０３
交通ｱｸｾｽ：全但ﾊﾞｽ停「JA 農協前」下車 徒歩 15 分 R2,12,市役所前にてハンドベル演奏会

Mail: kizuna2012@ares.eonet.ne.jp

施設の特徴

の様子

認知症の人たちとコラボレーションしながら雑魚の粉の製造販売。ハンドベル、
手話演奏。ギターサークル、ヨガ体操など様々な活動を行っています。
ゆっくり過ごしたい人は自分ペースで。それぞれの自主性を大切にします。

対象者

全ての障害者（年齢は問いません）

定

１２名 （普段の参加者 ４～５名）

員

活動日・時間

活動内容

タイムスケジュール

費

用

月曜日～土曜日 9 時 30 分～16 時 00 分（送迎あり）
※年末年始、日曜日は休み
①音楽・映画鑑賞、手芸、ハンドベル＆手話（週 1 回）
ヨガ体操、グランドゴルフ、ドライブ、レク等
②雑魚の粉の製造販売（販売先：たじまんま、出石観光センター）
③外に出るのが苦痛な方、一人で苦しまないで‼ ℡、メールで相談してね。
9 時 30 分開所、12 時昼食、15 時掃除・休憩、16 時閉所
プログラムの内容により材料費必要

通所方法

自主通所、送迎あり

その他

通所・見学をご希望される方は、当センターに相談ください。

スタッフ

支援員 5 名 、ピアスタッフ 1 名 （精神保健福祉士、社会福祉士もいます）

ピアサポーター見聞録
こじんまりしてアットホームな雰囲気がよいです。
当事者がスタッフになっておられるので、障害者の気持ちを分かってもらえて相談しやすいと
思います。
８

資料提供

豊岡市

設置主体：企業組合労協センター事業団

豊岡市竹野町椒 1247 番地

電話＆ＦＡＸ：０７９６－２０－４１５５

大勢の人の中って苦手だな ……
自分をアピールするのって苦手だな ……
新たな自分を見つけたいんだけど …… 自分に自信が無いんだけど ……
まだ、社会に出るのって不安だな ……
自分を変えるために、「だんだん」で一緒に様々なチャレンジをしてみませんか？
仲間、地域の方々とコミュニケーションを取りながら農作業やボランティア活動、
地域の素材を活かしたアート作品等の製作などの様々な作業や活動を行うことにより
少しずつ、それぞれの課題を克服して、地域や社会活動への参加を目指します。
対
象
者：すべての方（障害者、就労や社会参加に向けて支援の必要な方など）
定
員：１０名（普段の参加者約６名）
活動日・時間：月～金曜日 ９時３０分～１６時 ※土日祝祭日、年末年始は休み
９時３０分～
朝礼 体操 作業
１２時～１３時
休憩（昼食）
１３時～１５時４５分 作業
１５時４５分～１６時 清掃
１６時～１６時３０分 一日の振返り 終礼
費用・その他：費用は無料（内容により材料費がかかる事があります）
昼食、お茶、長靴が必要。
通 所 方 法：自力通所、送迎あり（事前に相談必要）
活 動 内 容：農作業、自主製品作成（流木ｱｰﾄ ｷｬﾝﾄﾞﾙ ｸﾗﾌﾄ 灯りｱｰﾄ等）
喫茶（毎週火曜日 月 1 回土曜日）
各種行事、レクリエーション等

だんだんの特色
色々な事を経験したり体験できます。創作活動等では、地域の人たちとの交流や流木ｱｰﾄやｸﾗﾌﾄ
など個々にあった作業も行っており、また、喫茶ではｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切な場となっています。

９

地域活動支援センター

（Ⅲ型）

設置主体：一般社団法人 暮らしの学校農楽（の～ら）
〒668-0045 兵庫県豊岡市城南町 13-13
（城南町ローソン２階）
☎ 0796-34-6800 FAX 0796-34-6808

施設の特徴

「の～らすてっぷ」は、生きにくさを感じたり、人と接する機会が少ない方などのた
めのフリールームです。まずは最初の一歩を踏み出すための「場」として、気軽にご
活用ください。

対象者

発達障害や対人関係の不調などの理由で社会に参加できていない方
就労・社会参加に向けて支援が必要と思われる方など

定

員

活動日・時間

15 名
月曜日～金曜日 9 時 30 分～15 時 30 分
※祝祭日、年末年始、土日は休み

活動内容

ご自分の状態に合わせて、自由に過ごしていただけます。
マスクづくり、昼食づくり などの作業もできます。
ご希望により、出石の地活の～らとの合同行事にも参加できます。

費用

無料

通所方法

自力通所

昼食代別途（150 円）
（送迎なし）

全但バス 京口バス停から徒歩 3 分
その他

通所、見学などのご希望は、上記電話番号までお問い合わせください。

見聞録

の～らすてっぷ さ
きれいなところで、自分の趣味を
して過ごしたり、本やマンガがあ
り、ゆったりできる空間でした。な
かなか外に出にくい人が来てホッ
とできる居場所だと思います。

１０

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 特定非営利活動法人サポート歓

住所：豊岡市中陰字中ノ町 376‐12
電話 ：0796-23-0019 FAX：0796-34-6020
バス停 卸団地から 徒歩 5 分

施設の特徴

鞄の内職作業に従事しながら、就労を目指したり、生活リズムの安定を
図ります。ゆっくりと休憩出来るフリースペースもあり、無理をせず過
ごしてもらえるようにしています。

対象者

障害福祉サービス受給者証を受けた人

定員

20 名

活動日・時間

月曜日～金曜日 9 時～16 時 土日、祝祭日、お盆、年末年始は休み
①鞄金具の検品・仕分け、鞄部品の加工
②農作業や清掃作業など
③自動車部品の加工・検査
④就労準備のためのプログラム
⑤行事(花見、昼食会、社会見学など）
9:00 ラジオ体操
13:00 作業
10:00 休憩（5 分） 作業
14:00 休憩（5 分） 作業
11:00 休憩（5 分） 作業
15:00 休憩（15 分） 作業
12:00 お昼休み
16:00 終了

活動内容

タイム
スケジュール

（普段の参加者 17 名）

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料

通所方法

自力通所、送迎あり

スタッフ

管理者兼サービス管理責任者 1 名、職業指導員 2 名、生活支援員 1 名、
目標工賃達成指導員 1 名

ピアサポーターの一言

鞄の部品の作業は緊張感があって、働
いているという雰囲気だった。作業と
休憩のメリハリがある。職員さんの面
談があって、利用者の会話の訓練にな
り、就労に役立つなと感じた。
１１

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 社会福祉法人 とよおか福祉会

住所：豊岡市若松町３－１４
電話：0796-24-1570 FAX：0796-24-8643
ＪＲ豊岡駅から 徒歩 5 分

施設の特徴
対象者
定 員

活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

室内での軽作業、
物作りのほか、
食品の製造販売や施設外での役務作業、
一般企業内での受託作業など、たくさんの作業を取りそろえています。
いろんな体験を通して、自分にあった作業を見つけたり、作業の幅を広
げたい人にピッタリです。
障がいのある方
40 名 （普段の参加者 36 名）
月曜日～金曜日、第１・３土曜日 9 時～16 時
※第２・４・５土曜日・日曜日、祝祭日、夏期（8/13～16）、年末年始
（12/29～1/3）は休みです。
①下請け作業（ゴミ袋の加工・梱包、箱の組立、ボトルのシール貼り、
ネットショッピングの代行業務 他）
②自主製品（さをり織、ウエス加工）
③食品製造（たこ焼き、お好み焼き、大判焼き、ミニカステラ 他）
④役務作業（古紙回収、パーキング清掃、植樹管理 他）
⑤企業内作業（店内清掃、宿泊施設の清掃業務、高齢者施設の清掃業務）
⑥行事（作業所まつり、魚釣り、バーべキュー、運動会、旅行、クリス
マス会、餅つき会等）
9:00
朝のあいさつ 作業（途中 15 分休憩あり）
12:00
昼食・休憩
13:00
ラジオ体操・清掃・連絡会
13:25
作業（途中 15 分休憩あり）
16:00
終了

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料、その他個人的に必要な経費

通所方法
スタッフ

自力・希望者のみ送迎あり（別途定める送迎ルートによる）
施設長１名、サービス管理責任者 1 名、職業指導員 6 名、
生活支援員 1 名、目標工賃達成指導員 4 名、非常勤医師 1 名

ピアサポーターの一言

作業内容が豊富で綿密にプログラムが組
んであった。作業によっては基礎体力の向
上にもなるし、工賃も高い。次のステップ
である就労につながっている人もいる。
１２

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 特定非営利活動法人セルフサポートいずし
♬カバンのアンコ作り

♪浴室清掃

住所：豊岡市大手町 2-25 番地
電話 ：0796-29-3087 FAX ：0796-24-1105
豊岡駅及び全但ﾊﾞｽ停「豊岡駅」下車 3 分
♬遠足：福知山三段池

施設の特徴

対象者
定
員
活動日・時間

活動内容

就労Ａ型、Ｂ型支援事業に取り組んでいる多機能事業所です。継続Ｂはグループ名
を「らいふ」とし、何事にも真摯に取り組むこと、街に出て働くことをモットーに
しています。働くことが大きな目的ですが生活面での相談や支援も行っています（買
い物、金銭管理、受診同行等）。社会生活技能訓練（SST）を学びながら希望する方
には職場実習をサポートして一般就労、Ａ型事業への移行支援も行っています。
障害種別を問わず障害者手帳のある、すべての方
30 名
月曜日～金曜日 9 時 00 分～16 時 00 分
※ただし基本第 1 土曜日はレクリエーション日（基本 9：00～12：00）変更有
祝祭日、年末年始、第１以外の土曜日、日曜日は休み（変更の場合もあり）
作 業：①屋外作業・・清掃作業（高齢者デイサービス）除草作業など
②資源回収・・段ボール、新聞紙、アルミ缶等の回収作業
③さをり織・・別室にてゆっくりと自分のペースに合わせて織ります。
④縫製作業・・袋物製作（城崎温泉のホテルからの受託など）
⑤内職作業・・ア 鞄下請（端切り、糸切、アンコ作り等）
イ 土産物の箱折、箱詰め、袋入れ等
その他：①第１土曜日はレク日（ボウリング等スポーツ、カラオケ、映画会、クッ
キング、社会見学等）
②法人内の他の施設との交流会（新年会、忘年会、遠足等）
③イベント参加（運動会、陸上大会、バザー出店、ステージ発表等）
④利用者全員によるホームルームを１回/月（自治会及び誕生会）

タイム
スケジュール

9 時 00 分開所、9：00～12 時作業、12 時～13 時昼食・昼休み、13 時～15 時 30 分作
業、15 時 30 分～掃除・休憩、16 時終了、送迎開始
障害者総合支援法に基づくサービス利用料、家族会費 1,000 円/月
費
用
その他として、茶菓子代 500 円/月
自力通所（バス等公共交通、自転車、徒歩等）・施設送迎（交通費補助有）
通所方法
工賃：作業によって違いますが月平均 12,000 円～／月
毎月 10 日が給料日。収益によって 6・12 月に特別賞与有。
工賃等
有給休暇有（初年度 3 日、１日ずつ増え最長 10 日/年）
管理者、施設長、サービス管理責任者、目標工賃達成指導員２名、
スタッフ
支援員５名、事務職員２名
ピアサポーターの一言
若い世代の方が多い。清掃など外に出かけていく仕事は体力が必要だが、工賃がよくやりがい
があると思う。他にも、さをり織、内職などもあり、自分に合った作業を選べるのがいい。
１３

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 特定非営利活動法人 燦々

１５
住所：豊岡市城南町 23-6(豊岡健康福祉センター内)
電話 ：0796-24-6060 FAX：0796-24-6070
バス停 豊田町 から 徒歩 2 分

施設の特徴

・朝礼にて私たちの約束（①思いやりの心を持とう②作業には責任を持
とう③自信を持って生きぬこう）を唱和して一日が始まります。
・豊岡市の地場産業のメーカーと提携し、鞄に特化した日常作業を中心
に行っており、一般企業へ就職した人もおられます。
・お一人お一人の状況に合わせた利用が可能です。（例 週２日、午前
中のみの利用等）

対象者

全障害者（身体、知的、発達、精神、難病）

定 員

１４名

活動日・時間

活動内容

月曜日～金曜日 9 時～16 時 祝祭日、年末年始、土日は原則休みです
が、繁忙期には、土日の開所日があります。
①鞄の部品作り（縫製、手仕事）
②牛皮の小物、帆布のバックなどの製作・販売
③清掃作業
④紙類、缶類の分別・収集
⑤行事（花見、グラウンドゴルフ、旅行、クリスマス会等）

タイム
スケジュール

9:00 始業
14:45 休憩

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料

（普段の利用者 １２～１３名）

9:30 朝礼
15:00 作業

通所方法

12:00 昼食・休憩
16:00 清掃

13:00 作業
16:10 終了

自力、送迎あり
毎月 25 日が工賃支給日です。
車椅子、
人工骨等の利用者が多いので、
転倒などのリスクを減らすため、
その他
危害を与える可能性のある方はお断りしています。
管理者１名、サービス管理責任者１名、職業指導員１名
スタッフ
生活支援員 1 名、目標工賃達成指導員１名
ピアサポーターの一言
革製品をミシンで縫うなどの作業もあり、技術
が身につき、次の就労につながるような所で
す。自分の力を試したい人、就労を真剣に考え
ている人にはもってこいだと思います。自主製
品の種類が多いので、見学だけでもしてみるの
もいいと思った。
１４

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 公益社団法人 兵庫県聴覚障害者協会

住所：豊岡市城南町 23 番地 6 号（豊岡健康福祉センター2 階）
電話 ：0796-24-8008
FAX ：0796-24-8288
バス停 豊田町から 徒歩 3 分

施設の特徴

聴覚障害だけでなく、知的や精神、肢体、視覚の様々な障害のある方々が共
通のコミュニケーションを取りながらともに働き、学び、経験を重ねること
によって人としての豊かな人生や生きがいづくりに取り組んでいます。
作業だけでなく、レクリエーション、健康相談、歯科保健指導など色々な催
しがあります。
昼食は当事業所で調理したものを提供可能。

対象者

全障害者（身体・知的・精神等）
19 名（普段の参加者 15 名）
月曜日～金曜日 10 時～16 時 祝祭日、年末年始、土日は原則休み
①ホテルの歯磨きチューブ等ポリエチレン製品のバリ取り作業
②自動車部品のゴム製品バリ取り作業
③施設外就労（清掃業務）
④アルミ缶・古紙などの回収とリサイクル作業
⑤縫製作業（創作活動）
10:00 朝の会・体操
15:20 作業
10:10 作業
15:50 清掃
12:00 昼食・休憩
16:00 終了
13:00 作業 or レクリエーション活動他
15:00 休憩・ミーティング
※午前、午後 10 分休憩有り
障害者総合支援法に基づくサービス利用料
その他として、昼食代（希望者のみ）
自力、送迎あり
情報、コミュニケーションは全ての人に平等にという理念をもとに、手話だ
けでなく、音声、筆談等、一人ひとりに合ったコミュニケーションを提供し
ています。
所長 1 名、サービス管理責任者 1 名、生活支援員 1 名、職業指導員 1 名他

定 員
活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

費用
通所方法
その他

スタッフ

１５

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 認定 NPO 法人 はばたけ手をつなぐ育成会

住所：豊岡市大手町 7－9
電話 ：0796-23-3350 FAX：0796-34-6433
豊岡駅から 徒歩 3 分

施設の特徴

工賃向上に向けて、個々の能力を最大限に活かせるよう、作業を分担し
て全員で協力して仕事をしています。仕事にやりがいを持ち、達成感を
味わいながら、活き活きと活動しています。

対象者

市町からサービス受給者証を受けられた方

定 員

14 名 （普段の参加者 13 名）

活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

基本月曜日～金曜日
但し月毎事業所カレンダーにより土曜日または日曜日あり
①焼き菓子製造・販売
②カフェ販売（移動販売あり）
③配食サービス（昼食、夕食、盛付、下処理等）
④月 1 回程度、利用者ミーティング
⑤施設外活動（畑作業、イベント、旅行等）
9:00 登所
9:00 朝の会
9:30～12:00 作業
12:00～12:45 休憩

12:45～15:15 作業
15:15～15:45 片付け、清掃
15:45 終わりの会
16:00 降所

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料
その他、昼食弁当代他、活動の内容により実費負担

通所方法

自力、送迎あり

その他

茶道、太鼓クラブ、１泊研修旅行など
生活介護との多機能施設

スタッフ

管理者・サービス管理責任者 1 名、支援員 6 名

１６

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 医療法人敬愛会

ほおずき寮多機能型事業所
住所：豊岡市九日市下町 158
電話：0796-22-6329
FAX：0796-22-6329
コバスＡルート、ドコモショップ豊岡店前から１分

施設の特徴

笑顔の絶えない明るい雰囲気

対象者

精神障害

定員

14 名

活動日・時間

月曜日～金曜日 9 時～16 時 ※土日、祝祭日、年末年始休み

活動内容

タイム
スケジュール

（普段の参加者 12～13 名）

①バリトリ
②鞄内職
③掃除
④洗車
⑤レザークラフト
⑥印刷
⑦自動車部品内職
9:30 ミーティング、作業
10:30 休憩
10:45 作業
12:00 食事

13:00
14:00
14:15
15:15

作業
休憩
作業
掃除、ミーティング

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料

通所方法

送迎あり
管理者 1 名（ほおずき兼務）、サービス管理責任者 1 名（ほおずき寮兼
務）、職業指導員 1 名（専従）、生活支援員 1 名（専従）

スタッフ

ピアサポーターの一言

会話しながらリラックスして作業されて
います。それは、コミュニケーションを
大事にしているからだそう。
お昼ごはんは、ほおずきで食べるので、
ほおずきの職員さんにも相談できるよ。

１７

就労継続支援 B 型事業所
設置主体

社会福祉法人さいか

しょうがい者就労支援施設

住所：豊岡市竹野町林 600 番地
電話：0796-48-0101 FAX：0796-48-0808
バス停 林から 徒歩 3 分
施設の特徴

対象者
定 員
活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

費用
通所方法
その他

スタッフ

・一般就労に向けての就労準備として、実際の生産活動を通して、ルー
ル・マナーを身につけていただく。
・就労に必要なこと、生活で必要なこと等を勉強する研修の機会を設け
ている。
・施設内行事や施設外の行事などを企画しています。
18 歳から 65 歳未満の方で、市町がサービスの利用を認めた方
20 名
（普段の参加者 14 名）
原則月曜日～金曜日までの 9:00～17:00（土曜日に活動がある場合があり
ます）
①給湯器リサイクル作業
②木材加工・木工製品 作成
③清掃作業（高齢者施設等）
④営繕作業全般（土木・木工事の補助）
9 時 00 分 ミーティング・清掃
9 時 10 分 生産活動
10 時 30 分 休憩（10 分）
12 時 00 分 昼休憩（50 分）
12 時 50 分 生産活動又は研修
14 時 30 分 休憩（10 分）
15 時 30 分 生産活動
15 時 30 分～15 時 40 分 後片付け、終礼
障害者総合支援法に基づくサービス利用料。その他として、ご利用者が負担
していただくことが適当であるもの（必ず事前に説明します）。
自動車通勤及び送迎（豊岡駅、竹野駅、森本停留所等）
※自宅までは要相談
たくさんの仕事を準備することにより、ご利用者がしたい仕事の選択、また、
できる仕事の可能性を広げ、いろいろなことにチャレンジしていただける環
境を整えています。
管理者 1 名、サービス管理責任者 1 名、職業指導員 2 名、
生活支援員 2 名、目標工賃達成指導員１名

ピアサポーターの一言
鉄鋼関係の仕事が多く、重いものを持ったりするので体力がいる。で
も体力がついていいかも。皆さん真剣な顔で充実されている感じ。老
人福祉施設の仕事もあり、仕事が選択できるのは魅力的。
１8

就労継続支援 B 型事業所
設置主体

社会福祉法人とよおか福祉会

住所：豊岡市竹野町須谷 1466‐1
電話：0796-47-1949 FAX：0796-47-1959
バス停 福祉の里 から 徒歩 １分
施設の特徴

明るく、楽しく、アットホーム

対象者

障害のある方（知的、精神、身体）

定 員

費用

20 名
月曜日～金曜日 第１、第３土曜日 ９時～１６時
※第２、４、５土曜日、日曜日、祝祭日、夏期（８/１３～１６）
年末年始（１２/２９～１/３）は休み
①自主製品（紙すき、木工、小物作り、箸置き）
②下請け作業（鞄の内職・ボトルのシール貼り、漁具鉛掃除、ばねの検品）
③役務作業（古紙回収、洗濯物たたみ、花火清掃 他）
④バザー出店
⑤行事（作業所まつり、食事会、運動会、旅行、クリスマス会、餅つき
会等）
9：00 朝のあいさつ
9：10 作業 10：00 ラジオ体操、朝礼、休憩 10：30 作業
12：00 昼食・休憩 13：00 作業
14：30 休憩 14：45 掃除
16：00 降所
障害者総合支援法に基づくサービス利用料。
その他個人的に必要な経費。

通所方法

全員送迎

スタッフ

園長１名(兼務)、職業指導員 4 名（兼務 1 名）、生活支援員 1 名、
目標工賃達成指導員１名、サービス管理責任者 1 名

活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

ピアサポーターの一言

仕事が途切れることなく忙しそうだが、みんな生き生
きとされている。アットホームな雰囲気で、居場所に
もなっている。
隣に社協があり、社協のサークルにも参加でき、いろ
んな体験ができるのがいい。
１９

就労継続支援 B 型事業所
設置主体

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

住所：豊岡市出石町町分 21-3
電話 ：0796-20-1117 FAX：0796-52-4107
バス停 出石中学校前から 徒歩 6 分

施設の特徴

就労継続支援 B 型事業として、店舗業務をはじめ、さまざまな作業を準
備しています。

対象者

知的障害・発達障害・精神障害・身体障害の方

定 員

30 名

活動日・時間

月曜日～金曜日 9 時～16 時 祝祭日、年末年始、土日は休み
（活動内容によって異なります。）
①軽作業（自動車部品のナット組み、シール貼り、ポリちぎり等）
②店舗作業（楽々庵出石店：うどん店）
③入所施設の厨房作業

活動内容

費用

9:00 送迎
10:00 作業（休憩あり）
12:00 昼食・休憩
12:45 作業（休憩あり）
15:00 送迎
障害者総合支援法に基づくサービス利用料

通所方法

自力、送迎あり

スタッフ

管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員他

タイム
スケジュール

２０

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 特定非営利活動法人セルフサポートいずし

住所：豊岡市出石町福住 1302（出石健康福祉センター内）
電話 ：0796-52‐6512
FAX：0796-52‐6519
バス停 出石健康福祉センター前から 徒歩 2 分

施設の特徴

施設が借りているスペースはそれほど広くないですが、福祉センター内に
あるため、共有して使える部屋が沢山あり、臨機応変に対処できます。バ
リアフリーにも対応していますし、開放的な場所です。
出石町の土地柄、地域交流も幼、小、中、高、高齢者、地域住民と幅広く
行っております。

対象者

手帳を所持されていればどなたでも

定 員

就労継続Ｂ型 20 名
生活介護 15 名 （普段の参加者 30 名）
月曜日～金曜日 9 時～15 時 30 分
毎月第１・第 3 土曜日 9 時～12 時 お盆、年末年始は休み
①内職作業(ネジ、箱、バリとり)
②清掃作業（館内清掃、日高東ディサービス清掃）
③創作活動（季節に合わせたもの）
⑤レクリエーション色々

活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

費用
通所方法
その他
スタッフ

9:00～10:00 送迎
15:30～送迎
10:00～12:00 作業（途中休憩あり）
12:00～13:00 昼食
13:00～15:00 作業（途中休憩あり）
障害者総合支援法に基づくサービス利用料
その他、法人会費 年 1,000 円
家族会費 月 1,000 円
給食費（注文された方のみ）
送迎あり（※但し、場所によっては要相談）
作業に応じて、毎月お給料があります。夏と冬には、ボーナスもあります。
多機能型施設なので、生活介護もあります。
管理者兼施設長 1 名 サービス管理責任者１名、職業指導員 1 名、
生活支援員 5 名、目標工賃達成指導員１名、看護師１名

ピアサポーターの一言

蕎麦屋の箱折りなど、地場産業と連携している。
皆さん落ち着いて作業されている。
「楽しく過ごす」という方針で、にぎやかでは
ありますが、静かな部屋も用意されています。
家族会が活発にされているのはいいなと思う。
２１

就労継続支援 B 型事業所
特定非営利活動法人

日高共同作業所

住所：豊岡市日高町祢布 891-2型）
地域活動支援センター・就労継続支援（B
日高健康福祉センター内
TEL :0796-42-3968 FAX:0796-34-9555
施設の特徴

利用者が安心して豊かな生活が送れるように、個性や能力に合った支援をし、
軽作業などの職業訓練を通して、将来、一般就労できるように、又、自立し社
会生活が過ごせるようになることを目的としています。
地域の方々に障害に対する理解を深めていただくためにも、地域行事、福祉行
事などにも積極的に参加し交流を深めています。

対象者

身体、知的、精神等

定員

20 名 （一日平均通所者数 約 17 名）

活動日・時間
活動内容

☆月曜日～金曜日
9 時～16 時
※土日祝祭日、夏季・年末年始休暇
・作業 ①自動車部品のバリ取り、棒通し、検査 ②シール貼り
③プラスチック部品の組み合わせ ④段ボール加工 ⑤施設外就労
・創作活動(絵てがみ、陶芸)
・社会見学遠足(春・秋)
・リフレッシュドライブ
・食事会、家族懇親バーベキュー 等
9：00 ～ 12：00
朝礼 → 作 業 → 休憩（15 分） → 作 業
12：00 ～ 13：00
昼休み（60 分）
13：00 ～ 15：50
作 業 → 休憩 （15 分）→ 作 業
15：50 ～ 16：00
掃除
16:00
終礼、退所

タイム
スケジュール

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料

通所方法

送迎あり。
・令和 3 年 4 月に現住所に移転。
・作業に応じた工賃があります。
・現在、取り組んでいる作業は内職などの軽作業が中心ですが、近い将来、
物販などの収益事業にも取り組みたいと考えています。
6 名 (施設長、サービス管理責任者、職業支援員、目標工賃達成指導員、
生活支援員)

その他

スタッフ

ピアサポーターの一言
一人一人の状態に合わせ、作業内容や作業時間を考えられている。
職員の方が情熱をもち、対応されているのを感じた。アットホームな雰囲気で、利
用者の方もここに来るのが楽しいと言われていた。
２２

就労継続支援 B 型事業所
設置主体

特定非営利活動法人ぷろじぇくと Plus

住所：豊岡市元町 11 番 1 号
電話 ：0796-37-8458 FAX：0796-37-8459
バス停 宵田町、農協会館前から 徒歩 3 分

施設の特徴

せるくるとは・・・
（Cercle)
フランス語で「円」
「輪」という意味です。
（英語ではサークル）
「せるくる」を通して、地域との“つながりを大切にしていきたい”そ
んな思いを込めて名付けました。

対象者

手帳の有無は問いませんが、障害福祉サービス受給者証を受けられる方
＊障害特性に応じて、専門機関との連携を図り、日中活動の場として、
満足して利用していただけるよう、環境や支援体制を整えます。

定 員

10 名

活動日・時間

活動内容

タイム
スケジュール

費用

月曜日～金曜日（9:30～15:00）
第１土曜日 （9:30～15:00）
※祝祭日、年末年始、第１土曜日以外、日曜日は休み
① 生産活動（自主製品作成、委託作業）
② 花壇の世話（地域活動）
③ バザー出店（自主製品販売）
④ その他（調理活動や行事活動）
⑤ 店舗の棚替え、清掃（施設外就労）
8:30
送迎（迎え）開始
9:30
利用者登所（自力の方）
9:45
朝 礼
10:00～12:00 授産活動
12:00～13:00 お昼休み
13:00～14:45 授産活動
14:45～14:55 掃 除
14:55
終 礼
15:00
利用者降所・送迎（送り）開始
障害者総合支援法に基づくサービス利用料
その他として、活動内容によっては実費をいただくことがあります

通所方法

自力、送迎あり

その他

利用方法など相談に応じます。

スタッフ

管理者・サービス管理責任者 １名（兼務）、 支援員 ３名
２３

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 特定非営利活動法人そら

住所：豊岡市日高町祢布 891-2（日高健康福祉センター内）
電話 ・FAX：０７９６－２０－３１７１
JR 江原駅から徒歩１０分 バス停 東構、日高病院 徒歩５分

施設の特徴

対象者
定 員
活動日・時間

活動内容
タイム
スケジュール

費用

通所方法
その他
スタッフ

みんなで楽しく笑顔で働き、色んな方々との出会い・交流を深め、
一般就労へ繋げていく居場所を目標に日々運営しています。
障害福祉サービス受給者証を受けられた方（知的・精神）
20 名
（普段の参加者１5 名）
月曜日～金曜日 9 時 30 分～16 時 00 分
※祝祭日、年末年始、土日は休みですが、月毎事業所カレンダーにより
土曜日・日曜日イベント参加等あり
・チーズケーキ、パン作成・販売 ・ポリエチレン製品のバリ取り作業
・かばん部品加工 ・資源ごみ回収
・施設外就労（わさび畑の清掃、施設清掃）
・おたのしみランチ、レクリエーション（遠足・お花見・クリスマス会等）
8:30～
9:30～
9:50～1２:０0
12:00～13:00
13:00～14:50
14:50～15:00
15:00～15:40
15:40～15:50
15:50～

送迎（迎え）開始
ミーティング・ラジオ体操・掃除
作業（１０分間の休憩あり）
お昼休み・昼食
作業（１０分間の休憩あり）
休憩（おやつ）
作業
片付け
送迎（送り）開始

障害者総合支援法に基づくサービス利用料
おたのしみランチ代 ３５０円 その他、活動内容により実費負担
自力 、送迎あり
（基本的には日高町内ですが、豊岡市内はご相談ください）
通所、見学をご希望される方は、当施設にご相談ください。
管理者１名・サービス管理責任者 1 名、職業指導員 2 名
生活支援員 2 名、目標工賃達成指導員２名
２４

就労継続支援Ｂ型事業所

設置主体 一般社団法人 希望

サポートきぼう
住所：豊岡市中陰 296-1
電話：0796-23-8720 FAX：0796-23-8721
バス停：五荘小学校前から徒歩 2 分

施設の特徴

障がいをお持ちの方々が無理なく生き生きと地域生活を送れるよう 生産活動の機
会を提供するなどのサポートを行います。
就労を目指したり、生活リズムの安定を図れるよう 状況にあわせた利用開始ができ
ます（例 午前中のみ利用・週２日利用 など）

対象者

すべての障がい者

定 員

20 名 （普段の参加者 15 名）

活動日・時間

月曜日～金曜日
9 時～16 時
※臨時的に繁忙期の開所日あり

活動内容

①かばん縫製（手作業・ミシン作業）
②オリジナル商品製作
③入園・入学グッズ の縫製受注
④レクリエーション（新年会、花見、クリスマス会など）

タイム
スケジュール

9：30
9：40
11：00
12：00
13：00
14：30
15：50
16：00

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料

通所方法

自力・送迎あり（無料）

その他

毎月お給料があります（支給日 25 日）収益によってボーナスあり。
毎日、短時間の振り返りをしています（希望者のみ）

スタッフ

管理者・サービス管理責任者 1 名、職業指導員２名、生活支援員２名
目標工賃達成指導員 1 名

※祝祭日、年末年始、土日は休み

朝礼・ラジオ体操
作業開始
休憩（5 分）
昼食・休憩
作業開始
休憩（15 分）
作業終了（あと片付け）
送迎開始

２５

就労継続支援Ｂ型事業所
設置主体 一般社団法人暮らしの学校農楽

住所：豊岡市出石町鳥居 785 番地
電話：0796-20-1295

ＦＡＸ：0796-20-3295

（豊岡方面）鳥居バス停／（江原方面）尾崎バス停から
それぞれ徒歩５分

施設の特徴

自分で食べ物を「作って食べる」練習を通じて、生きる力を養います。
無農薬・有機で栽培した野菜は、直売所などで人気です。お客さまの評価を通じて、
「の～
らで働いていることが誇らしい」と思ってもらえれば嬉しいです。

対象者

身体、知的、精神等

定 員
活動日・時間

１２名
月曜日～金曜日 9 時～15 時 30 分
※祝祭日、年末年始、土日は休み
※希望により土曜日もあり（食堂勤務）

活動内容

①農作業＆販売 ：無農薬、有機で栽培した野菜を販売します。加工や調理も。
②農作業等請負 ：近隣の農家さんのお手伝いやお寺の掃除など。
④食堂手伝い
：の～ら野菜を使ったレストランの掃除や調理補助、接客など。
機械でできることは機械で。体を使う作業から細かい作業までいろいろあります。

タイムスケジュール

19：00～12：00
12：00～13：30
13：30～15：00
15：00～15：30

費用

障害者総合支援法に基づくサービス利用料

通所方法

自力通所 （送迎はありませんが、交通費一部補助あります）

その他

地域活動支援センターを併設しています。協力して作業にあたりますが、就Ｂのメンバー
はより「働きに来る」意識で参加しています。

スタッフ

管理者１名、サービス管理責任者１名、支援員４名

ストレッチ体操 → 作業 → 休憩 → 作業
昼休み
（月水金、掃除あり）
作業 → 休憩 → 作業
片付け → 終わりの会 → 解散

２６

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 NPO 法人コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク

住所：豊岡市立野町１０－１９
電話：0796-34-8830
FAX：0796-34-8831
JR 豊岡駅から徒歩 10 分
市民会館斜向かい
２７

施設の特徴

「楽しく、元気になる」ドーナツの会のワークスポットです。
ひきこもりがちな方が生活リズムを取り戻し、元気になるケアワークをします。
その人に合った時間での通所、その人に合った場所でワークをします。
時間をかけ徐々に元気を取り戻し、自信がついてきたら、就労体験（会社、工場、
事業所など）や就労移行の研修をします。

対象者

障害、病気のある方、その他

人 員

２０名（普段の参加者 １５名）

活動日・時間

月曜日～金曜日 ９時～１６時 / 土曜日９時～１１時半
（祝祭日、年末年始、お盆はお休み）

活動内容

①室内軽ワーク（カップシール貼り、部品加工、釣り具加工、その他）
②子ども食堂サポート
③データーのパソコン打ち込みなど
④施設外支援（清掃、リサイクル活動、果樹園、畑での栽培活動など）
⑤施設外活動（各種体験、イベント、旅行など）
⑥お楽しみランチ（ドーナツ食堂提供ランチを毎日いただきます）

タイムスケジュ 9:00～11:50 朝礼、体操→作業→休憩→作業
11:50～13:00 昼休み（お楽しみランチ、休憩）
ール
13:00～15:50 作業→休憩→作業
15:50～16:00 作業終了→掃除→終わりの会
障害者総合支援法に基づくサービス利用料
昼食代 100 円（希望者のみ）
費 用
自力（バス等公共交通、自転車、徒歩） ・送迎あり
通所方法
その他

体験や見学はいつでも OK、お気軽に相談ください。利用方法の相談に応じます。

スタッフ

管理者 1 名、サービス管理者 1 名、職業指導員 1 名、生活支援員 1 名、
他指導員・支援員複数

ピアサポーターの一言
「ドーナツの会」が程よい距離にあり気分転換な
ど体調によって居場所を選べるのがメリット

２7

就労継続支援 B 型事業所 設置主体 合同会社はるちゃん

２7

２8

