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：美方郡香美町香住区森 37
電話 ：0796-36-4915 FAX：0796-20-3008
バス停 森郵便局前 から 徒歩 10 分

施設の特徴

笑顔の挨拶で迎えます。
パン販売による地域との交流

対象者

知的、精神、身体障害の方

定 員

20 名
（普段の参加者 20 名）
月曜日～金曜日 9 時～16 時
※祝祭日、年末年始、土日は休み、月 1 回休日開所
①パン販売
②受託作業
③アルミ缶回収
④レクリエーション（納涼会・クリスマス会・外出・調理実習等）

活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

9：00～11：40
11：45～13：00
13：00～15：30
15：30～16：00

作業（途中休憩あり）
昼食・健康チェック
作業（途中休憩あり）
清掃・休憩

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

その他

多機能型事業所なので、生活介護もあります。

スタッフ

所長 1 名、サービス管理者 1 名、支援員７名

ピアサポーターの一言

知的障害、身体障害の方が多く通われています。もし私が通うならパンの仕事が
してみたいな。ここでの訓練が生かされて、就業につながった方がいましたよ。
２9

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 サポートのぎく

住所：美方郡新温泉町三谷 183‐1
電話：0796-82‐2655 FAX：0796-82‐2655
バス停 町民バス夢つばめ三谷口から徒歩１分
JR 浜坂駅徒歩 15 分

施設の特徴

地域で障害等により生きづらさを抱える方が、ほっと落ち着けるような自由な居場
所にできるように活動しています。
午前中は生産活動が中心で、自主製品作りを「ぼちぼち」を合言葉にマイペースで
してもらっています。午後からは、好きな事をしてもらい、カラオケ、お出かけ、
卓球などレクレーションもあり、人とのつながりを感じてもらえるようにと心がけ
ております。

対象者

すべての障がい者（主に精神障がい者）

定 員

15 名
月曜日～金曜日 9:30～15:00
土日、祝祭日はお休み（その他事業所カレンダーによる）
生産活動（座いす、ふくろうストラップ、コースター等）
創作活動（手芸、壁飾り、絵手紙、習字等）
体験型レクリエーション（木工作品、絵付け作品、パフェ作り等）
レクリエーション（カラオケ、ゲーム、卓球等）
9：30～
体温、血圧測定
10:00～10:15 ティータイム
10:15～10:20 ラジオ体操
10:20～11:45 生産活動→片付け
11:55～13:00 昼食、休憩
13:00～13:05 ラジオ体操
13:05～14:45 生産活動又はレクリエーションなど（自分の好きなこと）
14:45～15:00 片付け→ティータイム
15:00～
送迎

活動日・時間
活動内容

タイム
スケジュール

費用

材料費 750 円/月（参加者のみ） 送迎代往復 100 円（片道 50 円）

通所方法

自力通所または送迎
お弁当など持参
かまどやメニュー表から選ぶ
所長 1 名、支援員 4 名（うち運転手 1 名）

食事
スタッフ

ピアサポーターの一言
アットホームな感じで、職員さんは話
しやすい。人形、座椅子など手芸が好
きな人が行ったらいいなと思う。調理
実習があり、家で作れるメニューが増
えて楽しくなるよ。
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就労継続支援 B 型事業所
設置主体

株式会社ウインラボ

住所：美方郡新温泉町芦屋 775-2
電話：0796-80-2140 FAX：0796-80-2141
浜坂駅から 徒歩 5 分

施設の特徴

仕事の技術だけでなく、やる気や就労の姿勢、マナーなど
個々に合わせたペースでステップアップをお手伝いします。

対象者

すべての障がいのある方、難病の方、自立支援が必要な方

定 員

10 名

（普段の参加者 8 名）

活動内容

月曜日～金曜日 10 時 00 分～15 時 10 分 ※土曜日も開所の日あり
※祝祭日、年末年始、日は休み
①仕出し弁当
②各種行事、レクリエーション等

タイム
スケジュール

10:00～12:10 お仕事時間（間に休憩 10 分）
12:10～13:00 昼休憩
13:00～15:10 お仕事時間（間に休憩 10 分）

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
① 楽しく！
やりがいあり、毎日来たい環境を作ります。
② 見つかる！
やりたいこと！できること！一緒に見つけます！
③ チャレンジ！ 無理のない目標を作り、ステップアップ！
通所、見学をご希望される方は、当施設に相談ください。体験もでき
ます！

活動日・時間

その他

スタッフ

所長 1 名、サービス管理責任者 1 名、支援員 2 名
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就労継続支援 B 型事業所

施設の特徴

ここすぺーすの従たる事業所として活動しています。

対象者

すべての障がいのある方

定 員

10 名 （普段の参加者 8 名）
月曜日～金曜日 10 時 00 分～15 時 10 分
※土曜日も開所の日あり
※祝祭日、年末年始、日は休み

活動日・時間
活動内容

①受託作業（電気部品、箱折など）
②各種行事、レクリエーション等

タイム
スケジュール

10:00～12:10
12:10～13:00
13:00～15:10

仕事の時間（間に休憩 10 分）
昼休憩
仕事の時間（間に休憩 10 分）

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

その他

仕事はきっちり、遊びはゆる～く、メリハリのある活動をしていきまし
ょう！！

スタッフ

サービス管理責任者 1 名 支援員 3 名

３2

設置主体

特定非営利活動法人ぷろじぇくと Plus

就労継続支援 B 型事業所
事業所名
住所

兵庫県美方郡新温泉町二日市 184

TEL

0796-82-1191

交通アクセス

町民バス夢つばめ 公立浜坂病院下車 1 分
全但バス

〃

平成 27 年 4 月から「新温泉町地域活動支援センターきらら」として活
施設の特徴

動、平成 30 年 10 月に「多機能型事業所ｋirara（就労継続支援 B 型・
生活介護）
」へ移行しました。地域の企業や町からの受託作業、資源回収
（段ボール）などの他に、自主製品の制作にも取り組んでいます。

対象者
定員
活動日・時間

知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者（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とします。）
10 名、普段の参加者 10 名
月曜日～金曜日、第 1 土曜日

9 時～15 時 30 分

※祝祭日、年末年始、第 1 以外の土曜日、日曜日は休み
①生産活動（受託作業、自主製品制作）
②バザー出店

活動内容

③毎月の行事日（観光、買い物外出、施設内行事など）
④第 1 土曜日の調理実習（お惣菜やおやつ作り）
⑤第 1 土曜日のクラブ活動（ドライブ、書道、絵画など）
8：30 送迎（迎え）開始
9：50 朝の会
10：00～12：00 授産活動

タイムスケジュール

12：00～13：00 お昼休み
13：00～14：45 授産活動
14：45～ 館内掃除、コーヒータイム、終わりの会
15：30 送迎（送り）開始

費用

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

送迎あり
障がい特性に応じて、専門機関との連携を図り、日中活動の場として満足

その他

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。
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）
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支援員 3 名

生活支援員 1 名

就労継続支援 B 型事業所
施設名：

charm (チャーム）

住所：

兵庫県美方郡新温泉町細田 156

電話・FAX：

0796-92-2500

交通アクセス：

全但バス停「JA たじま」から徒歩
1分
働くよろこびを大切にし、自立、社会参加を応援します。
障がいがあるなしにかかわらず、すべての人がその人らしく、心豊かに暮らせ
る未来を一緒につくっていきましょう。事業所内での軽作業や実際の企業での
作業を通じて働くことを経験し、自信をつけていきます。また月に 1 回程度、
スタッフと利用者が企画をし、レクリエーションを行います。余暇活動を通じ、
「働いて稼ぐよろこび」を感じ、意欲向上と自身の成長を目指します。

施設の特徴
対象者

すべての障がい者、障害福祉サービス受給者証を受けた方
１５名、
普段の参加者 12～１5 名

定 員
活動日・時間

活動内容

月曜日～金曜日（10：00～15：00） 隔週土曜日（10：00～12：00）
※日曜・祝祭日、お盆、年末年始はお休み
①請負作業（食品の袋詰め・管理、除菌剤計量ボトル詰めなど）
②自主製品（手作りマスク、ストラップなど）
③施設外作業（高齢者施設の窓清掃・洗車・草取り・ベッドシーツ交換、食品
会社の製品箱シール貼り・ドラッグストアの品出し・清掃など）
④レクリエーション（外食・調理・買い物など）

10:00～12：00 作業（途中１０分休憩）
12:00～13：00 昼休憩
13:00～15:00 作業（途中 10 分休憩）
15:00～15:15 片付け、清掃、終礼～送迎
タイムスケジュ ※施設外就労により時間が多少前後します
ール
障害者総合支援法に基づくサービス利用料の他、行事等に係る費用は実費をい
ただくことがあります。
費用
自力通所、朝夕の送迎も行っています。
通所方法
体調不良や受診等で時間がズレる場合も相談により対応しています。
通所・見学・体験をご希望される方は当事務所に相談ください。
その他
スタッフ

管理者兼サービス管理責任者 1 名、支援員 4 名
３４

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がっせぇアート

住所 養父市八鹿町八鹿 1219-12
電話 079－660－3446 FAX 同左
全但バスペア前から徒歩 2 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

アトリエでの創作活動をはじめ、希望者は喫茶店で働くことも
できます
市が地域活動支援センターでの利用を許可した方
15 名

（ 普段の参加者

8名 ）

月曜日～金曜日 9 時～17 時（利用時間は打ち合わせ）
※土日祝祭日、年末年始、お盆休み
①創作活動（絵、書、詩、川柳、編み物など）
②喫茶店勤務
③料理実習（作ってランチ！）
④とうじの会（精神障害当事者による自主的な語り合いや勉強会）
④展覧会運営スタッフ（NPO 法人がっせえアートの活動に参加）
⑤季節行事（花見、クリスマス会など）
特になし（利用者と相談して決めます）
原則無料(作ってランチ！は 300 円）
自力通所 送迎なし
喫茶店勤務工賃：250 円～ 勤務時間は応相談
完成した作品は、販売、レンタル、T シャツなど商品展開します
施設長 1 名、職員４名

３5

就労継続支援 B 型事業所
設置主体 社会福祉法人かるべの郷福祉会

住所：

養父市広谷 83 番地

電話：079-664-1362 FAX：079-664-1133
（最寄りのバス停等） 広谷バス停
施設の特徴

仕事の種類がたくさんあり、やりたいことや自身の体調にあわせて選んで
いただくことができます。

対象者

三障害対応ですが、精神疾患をお持ちの方が三分の二を占めます。

定

５5 名 （普段の参加者 ５0～5５名）

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

就労
援B
所

徒歩 1 分

月曜日～金曜日 9 時 15 分～15 時 15 分
※年末年始、土日は休み(その他 事業所カレンダーによる)
①洗車・清掃・草取り作業
②農作業
③販売作業（農作業でできた
野菜や自作製品をショッピングセンターペア内の“ドリームマルシェ”で
販売しています。月曜日～金曜日 10：00～14：00‥午前のみの日も
あり。）
④内職作業 ⑤外部下請け作業（ジャム工場の果物の下処理や洋菓子店の
箱つくり、レタス工場のパレット洗浄作業他）
⑥誕生会やレクリエーション（月 1～2 回）⑦その他健康管理や社会参加
への支援
09:15 朝のミーティング
09:30 掃除
10:00 作業(休憩 15 分あり)
12:00 昼食休憩
13:00 作業(休憩 15 分あり)
15:00 終わりのミーティング
15:15 解散、送迎
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 300 円（希望される方のみ）
送迎あり
通所、見学をご希望される方は当施設に相談ください。
管理者・サービス管理責任者１名、職業指導員・生活支援員等 11 名

継続支
型事業
３6

設置主体

社会福祉法人かるべの郷福祉会

かるべの郷
多機能型事業所ドリームスペース
住所：兵庫県養父市八鹿町八鹿 1576 番地
電話：079-662-6688 FAX：079-662-

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

体調に合わせ、仕事を選んだり休憩をとることが出来ます。
少人数でゆっくりとした雰囲気の中で過ごす事ができます。
3 障害対応ですが、精神疾患や発達障害をお持ちの方がほとん
どです。
14 名

（普段の参加者 11 名程度）

月曜日～金曜日 9 時 15 分～15 時 15 分
※年末年始、土日は休み(その他 事業所カレンダーによる)
①清掃・洗車作業
②除草作業
③外部下請け作業（八鹿名店街清掃・施餓鬼幡作業・寺清掃）
その日の体調や本人の希望に合わせて作業を選べます。
少人数で過ごせますが人と一緒にいるのが嫌な方は別室もあり
ます。
09：10 来所
10：00 作業
(休憩 15 分あり)
12：00 昼食・休憩
13：00 作業
(休憩 15 分あり)
15：15 送迎
障害者総合支援法に基づくサービス利用料。
昼食代 300 円（希望される方のみ）
送迎あり（無料）
通所、見学をご希望される方は当施設に相談ください。

管理者・サービス管理責任者１名、職業指導員・生活支援員等３
名
NTT 口バス停 徒歩 2 分

スタッフ
1515

３7

就労継続支援 B 型事業所
設置主体

社会福祉法人さつき福祉会

たんぽぽワーク
住所：養父市八鹿町八鹿 1441
電話：079(662)0033
FAX：同左
宮町バス停から 10 分
養父市役所バス停から 5 分

施設の特徴

就労支援の充実を図り、個々の力が発揮できるよう支援するととも
に、自治会活動や作業以外の取り組みを行い、地域で安心して暮らし
ていけることを目指しています。

対象者

知的障害・身体障害・精神障害の方

定

30 名（

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
スタッフ
その他

普段の参加者

27 名

）

月曜日～金曜日及び第 3 土曜日 9:00～16:00
※祝祭日、年末年始、土日、盆 14 日休み
①南但指ゴミ袋 製袋
⑥施設外支援
②ふきん縫製
⑦施設外委託作業（除草、清掃等）
③こんにゃくづくり
⑧自治会活動
④下請け作業
⑨行事（旅行、盆踊り大会等）
⑤施設外就労
⑩音楽療法（月 1 回）
8:30～9:00
9:00
12:00～

利用者出勤・送迎
朝礼・作業
昼食・休憩

13:00～
15:00～
15:30

作業
掃除・終礼
退所

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、活動内容により自己負担あり
給食代（費用は事業所規定による）
自力、送迎あり、全但バス利用助成あり
管理者 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 2 名、目標工賃達成指導員 1 名
見学、体験は随時受け付けています。
お気軽に事業所までご連絡ください。

３8

地域活動支援センター
設置主体

Ⅲ型

特定非営利活動法人ぷろじぇくと Plus

あべいゆ
住所：朝来市和田山町東谷 213-123
電話：079(660)7578 FAX：079(660)8238
和田山駅から徒歩 5 分
施設の特徴
対象者
定員

誰でも気軽に来ていただけるアットホームな雰囲気で活動しています
朝来市・養父市在住で支援を必要とされている方
10 名

（ 普段の参加者

8名 ）

活動日・時間

月曜日～金曜日 10 時～16 時
※土日・祝祭日、年末年始はお休み

活動内容

①自主製品作り（クラフトかご）
②創作活動（手芸、絵画、書道等）
③軽作業
④ストレッチ
⑤外出、レクリエーション等の行事

タイム
スケジュール
費用
通所方法
その他
スタッフ

10:00 ぼちぼち来所
13:00 作業
10:30 作業
16:00 退所
12:00 昼食・休憩
無料 ※お弁当 1 食 360 円（当日 9:30 まで注文可）
※プログラムにより材料費がかかることもあります
自力通所 送迎あり
利用時間は自由ですが、送迎が必要な場合は調整させていただきます
見学・体験は随時受け付けています。まずは電話にて連絡お願いします
支援員 4 名（交代制）

３9

労継続支援Ｂ型・生活介護・就労移行・短期入所・共同生活援助
設置主体

社会福祉法人朝来市社会福祉協
議会

あさごふれ愛の郷あおぞら
住所：朝来市新井 1 番地 1
電話 ：079(677)1613 FAX：079(677)1689
（JR 新井駅から 徒歩 15 分）

施設の特徴

R3 年 1 月新しくオープンしました。気持ちの良い建物で色んな
サービスが受けられます。

対象者

知的障害者・身体障害者・精神障害者

定

就労継続 B 型 45 名・生活介護 15 名・就労移行 6 名・短期入所 5
名・共同生活援助 5 名

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

月曜日～金曜日 9 時 30 分～15 時
※祝祭日、年末年始、土日は休み
① 自主製造作業（菓子作り）・市内業者からの委託作業・
施設外就労（ホテル・店舗・介護施設の清掃 等）
② 月 1 回のクラブ活動(プール) ※冬季は３B 体操
③ バザー・行事への参加
④ 行事への参加（運動会、日帰り旅行など)
＊ 新型コロナの関係で今年度、行事は実施していません。
9：30
9：30
12：00

登所終了
午前の作業開始
昼食

13：00
14：50
14：55

午後の作業開始
片付け
降所

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、個人に関わるもの（食費、外出経費）は実費負担。
自力通所（公共交通機関・自転車・家族対応）・送迎車あり
自分に合った作業が選べます。必要に応じたサービスが一つの
建物の中で受けられます。
施設長・支援員総勢 22 名のスタッフでお待ちしています
40

就労継続支援 B 型事業所
設置主体
業団

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事

和 生 園
住所：朝来市和田山町秋葉台 1-72
電話 ：079(672)5639 FAX：
079(672)5869
（全但ﾊﾞｽ秋葉台ﾊﾞｽ停から 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

法人のキリスト教精神に基づき、雇用されることが困難な障害者へ生
産活動の場を提供し、自立・自活する力を培います。（年金と工賃で
の社会生活を目指します。）
主たる障害者：身体・知的障害者
精神障碍者の方へは状況に応じて対応します。
２４名

（普段の参加者

３２名）

月曜日～金曜日：9 時 00 分～16 時 30 分
原則隔週土曜日：9 時 00 分～12 時 15 分
※祝祭日、盆、年末年始休み
年間稼働日数：269 日
①南但広域行政事務組合ごみ収集指定袋製造
②農福連携作業（ピーマン収穫・黒豆収穫等、季節によって変わりま
す）
③フロートカバー製造
④軽作業（リサイクル分別・プラスチック製品の分別 等）
⑤あったかプラザ接客業務
9:00 朝礼・作業開始
10:30 休憩(15 分)
12:15 昼食・休憩(60 分)
13:15 作業開始
14:45 休憩(15 分)
16:30 作業終了・清掃

障害者総合支援法に基づくサービス利用料
自力通所が原則ですが、夕方の和田山駅及び、利用に併せた送迎を行
います。
見学・体験随時受け付けています。
相談支援事業所もしくは、直接施設へ問い合わせ下さい。
施設長１名、 サービス管理責任者１名、職業指導員等 2 名 、
生活支援員 1 名、目標工賃達成指導員 1 名、事務員 2 名

ピアサポーターの一言
仕事はまじめに、休憩中は和気あいあいと ON と OFF の区別がはっきりしていて気
持ちがよい。利用者さんも仕事が楽しみ、仕事が楽しくできると言われています。
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就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援 B 型事業所
設置主体
業団

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事

第 ２ 和 生 園
住所：朝来市和田山町竹田 102
電話 ：079(666)8886 FAX：
079(666)8887
（全但ﾊﾞｽ米屋町ﾊﾞｽ停から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

就労移行支援：2 年の期間で一般就労への訓練・実習を行います。
就労継続 B 型：生産活動に加え、余暇活動等のプログラムを取り入れ、楽
しみながら働く事ができるよう支援します。
就労定着支援：就 B、就労移行等を利用され、一般企業に就職された方が
安心して働いていただける支援をします。（就職後 6 ヶ月
４1
より最大 3 年）
主たる障害者：身体・知的障害者
精神障碍者の方へは状況に応じて対応します。
就労移行：
6 名 普段の参加者 5 名
就労継続 B 型： 10 名 普段の参加者 8 名
就労定着：
8 名 現在の利用者 2 名
月曜日～金曜日：9 時 00 分～16 時 30 分
原則隔週土曜日：9 時 00 分～12 時 15 分
※祝祭日、盆、年末年始休み
年間稼働日数：269 日
①下請け軽作業
②ベーカリー作業
③あったかプラザ接客業務
④余暇活動（ウォーキング等）
⑤グループワーク（就労移行）
【就労継続 B 型】
【就労移行】
【就労定
9:00 健康チェック・ 9:00 健康チェック・作業開始
着】
作業開始
9:45 朝礼
毎月 1 回
9:30 朝礼
軽作業・グループワーク等 以上、就
軽作業等
11:00 休憩(15 分)
業されて
10:30 休憩(15 分)
11:15 軽作業・グループワーク等 いる企業
12:15 昼休憩(60 分)
12:15 昼休憩(60 分)
に赴き、
13:15 軽作業等
13:15 軽作業・グループワーク等 相談等の
14:45 休憩(15 分)
14:45 休憩(15 分)
支援を実
15:00 軽作業等
15:00 軽作業・グループワーク等 施
16:30 清掃・終礼
16:30 日誌記入・終礼
障害者総合支援法に基づくサービス利用料
自力通所が原則ですが、朝夕は和田山駅まで送迎があります。
見学・体験随時受け付けています。
相談支援事業所もしくは直接施設へ問い合わせ下さい。
施設長１名、サービス管理責任者１名、職業指導員等 4 名、就労支援員 1
名
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就労継続支援 B 型事業所

設置主体 株式会社ソレイユ

総合支援センター かのん
住所：朝来市和田山町久世田 47-1
電話 ：079-670-6601 FAX：079-670-66602
全但バス 久世田から１分

施設の特徴

月に 1 回はお出かけやお楽しみ会など、余暇活動にも力を入れています。
利用者さんは優しい方々ばかりです。

対象者

知的障がい者・身体障がい者・精神障がい者・発達障がい者

定 員

10 名

活動日・時間

活動内容

タイム
スケジュール

費用

普段の参加者 ９～１０名

月曜日～金曜日
9:30～15:15
※祝祭日、年末年始、土日はお休みです。
①ポリちぎり（携帯用の小さい歯磨きチューブ）
②おせんべいの箱折り
③タオルたたみ（下請け作業）
9:30 朝礼とラジオ体操
9:40 作業開始
10:30 休憩（15 分）
10:45 作業
11:45 休憩・昼食
13:00 作業
14:00 休憩（15 分）
14:15 掃除・片付け
15:00 作業
※昼食は持参または注文（￥420）すぐ近くにコンビニもあります。
無料

通所方法

送迎あり ※送迎できる範囲には限りがありますので、ご相談ください。

その他

生活介護もあります。体験・見学はいつでも OK。気軽にご相談ください。

スタッフ

管理者 1 名 支援員 3 名

みんなで、楽し
く流しソーメン
をしました。
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就労継続支援 B 型事業所
特定非営利活動法人ぷろじぇくと Plus

あくせる

ＴＥＬ：０８０－３７６８－７５０８

電話：０８０－３７６８－７５０

施設の特徴

イオン和田山エスタ専門店街のバックヤード業務（清掃など）を中
心に作業を取り組んでいます。事業所内だけの作業では経験するこ
とのできない作業内容や社会性を学ぶことによって就労に必要なス
キルの獲得を目指しています。

対

象 者

(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用
されることが困難となった方
(2) 50 歳に達している方又は障害基礎年金１級を受給されている方
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない方であって、就労移行支援
事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が
行われている本事業の利用を希望される方
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事
業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村
により利用の組合せの必要性が認められた方

定

員

１０名

活動日・時間

月曜日～金曜日および第一土曜日 9 時～16 時
※祝祭日、年末年始はお休み

活 動 内 容

①イオン和田山エスタ専門店街のバックヤードおよび駐車場の清
掃・店舗内の消毒・清掃・イベントの準備・お手伝いなど
②高齢者施設の浴室・トイレ清掃 など

タイムスケジュール

費

用

通所：9:00～9:10 朝礼：9:20
作業：9:30～12:30 13:30～15:30
14:30～16:30（施設外就労）
厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から訓練等給付
費の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されて
いる負担上限額。

通所方法

自力（徒歩・自転車・自家用車・バスなど）、希望により送迎あり

その他

イオン和田山エスタ専門店街のバックヤードでの作業を中心に、市
内企業への施設外の作業にも従事していただいております。

スタッフ

管理者兼サービス管理責任者１名、指導員３名
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地域活動支援センター・就労継続支援 B 型事業所

地域活動支援センター

所在地マップ
就労継続支援 B 型事業所
豊岡健康福祉事務所管内

ゆのはな
豊岡市城崎町湯島 625-9

とよおか作業所なかよし園
豊岡市竹野町須谷 1466-1

ココテラス
新温泉町浜坂 320‐80

サポートきぼう
豊岡市中陰 296-1

楓の杜 くれ葉
豊岡市竹野町林 600

ドーナツワークス
豊岡市立野町１0―19

だんだん
豊岡市竹野町椒 1247

ここすぺーす
新温泉町芦屋 775-2

しいの実作業所
豊岡市城南町 23-6

〇香美町役場
〇新温泉町役場
のぎく
新温泉町三谷 183-1
多機能型事業所 Kirara
新温泉町二日市 184-1

たじま聴覚障害者センター
豊岡市城南町 23-6

とよおか作業所郷・とーぷ
豊岡市若松町 3-14

新温泉町
香美町

ざくろ
豊岡市城南町 23-6

豊岡市役所◎

ほおずき
豊岡市戸牧 1510-6

Charm(チャーム)
新温泉町細田 156

ぷろじぇくと Plus せるくる
豊岡市元町 11-1

豊岡市

の～らすてっぷ
豊岡市城南町 13-13

らいふステーション
豊岡市大手町 2-25

ひまわりの森
香美町香住区森 37

ほおずき寮多機能型事業所ラサ
豊岡市九日市下町 158

の～ら
豊岡市出石町鳥居 785

そら
豊岡市日高町祢布 891‐2

日高共同作業所
豊岡市日高町祢布 1306-2

すいーつ
豊岡市大手町 7-9

の～ら
豊岡市出石町鳥居 785

SoLa
豊岡市日高町祢布 891‐2

9th Factory
豊岡市九日市上町 225

ワークホーム大地
豊岡市出石町福住 1302
ぴあほのか
豊岡市出石町町分 492-1

多機能型事業所 RakuRaku
豊岡市出石町町分 21-3

てっせんの会
豊岡市出石町小人 129-23

あくせる
朝来市和田山町林垣 1336

朝来健康福祉事務所管内
◎養父市役所

オンサルデ
養父市八鹿町八鹿 1219-12
かるべの郷多機能型事業所ドリームスペース
養父市八鹿町八鹿 1576

ロマンハウス
豊岡市中陰 376-12

養父市

和生園
朝来市和田山町秋葉台 1-72

◎朝来市役所

あべいゆ
朝来市和田山町東谷 213-123

たんぽぽワーク
養父市八鹿町八鹿 1441

朝来市
かるべの郷ドリームワークス
養父市広谷 83

第２和生園
朝来市和田山町竹田 102

総合支援センターかのん
朝来市和田山町久世田 47-1

あさごふれ愛の郷あおぞら
朝来市新井 1-1
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『家からちょっと出てみようかな？』 『話し相手がほしいな！』
『何かすることがないかな？』 『働きたいけど今は自信がない』
一緒に
見に行こうよ

こんな時には

どうしたら
いいか・・

ご自分や家族で、それぞれの施設へ連絡する。
又は
担当の相談員か下記の相談窓口に電話して相談する。

市町担当課
担 当 課 名
豊岡市役所
健康福祉部社会福祉課
養父市役所
健康福祉部社会福祉課
朝来市役所
健康福祉部社会福祉課
香美町役場
福祉課
新温泉町役場
健康福祉課

〒郵便番号
668-0046

住

所

豊岡市立野町 12-12
養父市八鹿町八鹿 1675

667-8651

669-5292

電話・FAX
電話 0796-24-7033
FAX ０796-24-4516

電話 079-662-3162
FAX 079-662-2601

朝来市和田山町東谷 213-1

電話 079-672-6123
FAX 079-672-4109

美方郡香美町香住区香住
870-1
美方郡新温泉町浜坂
669-6792
2673-1

電話 0796-36-1964

〒郵便番号

電話・FAX
電話 0796-26-3672

669-6592

FAX 0796-36-3809

電話 0796-82-5620
FAX 0796-82-2970

兵庫県
健康福祉事務所名
豊岡健康福祉事務所
地域保健課
朝来健康福祉事務所
地域保健課

住

所

668-0025

豊岡市幸町 7-11

669-5202

朝来市和田山町東谷 213-96

FAX 0796-24-4410

電話 079-672-6867
FAX 079-672-5992

精神障害者ピアサポーターに関する問い合わせや相談
相談支援事業所名

〒郵便番号

住

生活支援センターほおずき

668-0065

豊岡市戸牧 1510-6

NPO 法人
ぷろじぇくと P l u s

668-0026

豊岡市元町 12-15

かるべの郷ドリーム相談所

667-0101

養父市広谷 83

４6

所

電話・FAX
電話

0796-29-1717

FAX 0796-24-6061
電話 0796 ｰ 37-8458
FAX 0796-37-8459
電話

079-664-1362

FAX 079-664-0700

但馬地域にある地域活動支援センターと就労継続支援 B 型事業所を紹介してきました。
それぞれに特徴があり、活動の内容も違うので、あなたに合った居場所が見つかるかもし
れません。
もし興味がわいたら、まず一歩踏み出してみましょう。見学や体験もできるのでガイド
ブックにある相談窓口に気軽に相談してください。

精神障害者ピアサポーターからの
メッセージ

ゆっくりでいいよ。
一緒に行きましょう。

1 日でも、1 時間
からでも行ってみ
ませんか？

笑顔で迎えてくれるの
で一緒に行ってみよう
か、見学だけでも。

私も外に出ることが
こわかったの。
一度見学に行きませ
んか？
どこも魅力があり、
いい所ですよ！！

恐がらずに一歩ふみ
出してみましょう。
きっと楽しいですよ。

新しい仲間にも出会え
るかも？
勇気を持って一歩踏み
出してみませんか！

仲間と一緒に
楽しく過ごして
いきましょう。

友達づくり、仕事を覚え
たいなどニーズはいろい
ろ。出かけてみませんか。

【編集委員】
地域生活支援センターほおずき 職員
かるべの郷ドリーム相談所 職員
地域生活支援センターほおずき 精神障害者ピアサポーター
かるべの郷ドリーム相談所 精神障害者ピアサポーター
豊岡市健康福祉部社会福祉課 職員
豊岡健康福祉事務所地域保健課 職員
朝来健康福祉事務所地域保健課 職員
令和４年 2 月更新
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