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令和 4 年 11 月 

大分市障害者自立支援協議会就労支援部会 

 

 



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

利用時間 ９：３０～１５：３０

１４：１０～１５：３０

１４：００～１４：１０

秋

　９：３０～１０：３０

１０：３０～１０：４０

有資格者：精神保健福祉士及び保健師、薬剤師

利用曜日 月曜日～金曜日、第２・第４土曜日（祝日も利用可、但し調整日有）

年末年始は、12月31日～1月1日はお休み

職員体制 管理者1名、サービス管理責任者1名

職業指導員1名

目標工賃達成指導員１名

生活支援員3名

人数（重複可） 5 10 10

4

女　　性 1 1 5

50代 60代 70以上

男　　性 2 3 6 1

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者

事業内容 地域活動支援センター自立訓練 就労継続支援B型 就労定着支援

oohisama@oct-net.ne.jp

http://oohisama.thick.jp/oohisama/home.html

定　　員 24

就労移行支援 就労継続支援A型

ヒューズ管の作成から加工作業、自動車部品（ゴム製品）の加工作業等を行っています

精神・知的・身体に障害のある方で、障害者手帳または自立支援医療受給者証（精神通
院）をお持ちの方。

おひさまファーム

特定非営利活動法人イノセント

大分市下白木10組

097-538-2211

097-538-2211

１０：４０～１２：００

１２：００～１２：５０

１２：５０～１４：００

作　業

作　業、終　礼

朝　礼、作　業 春 お花見

休　憩 夏 バーベキュー

懇親会

昼休み 冬 初詣＆食事会

作　業

一日の流れ 年間行事

休　憩
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問合せ先 見学、体験を希望される方は、お気軽にご連絡下さい

電話：097-538-2211（ 担当：坂本文子）

その他
メッセージ

おひさまファームでは、就労の為の訓練・作業を提供しています

個々に合わせたサポートをしています

別府湾一望できる施設です。

昼　　食 無料で提供しています

栄養バランスや塩分等を考え、施設の手作りが主です（週１程度、お弁当有り）

利用料以
外の費用

なし

送　　迎 送迎範囲：概ね大分市内

送迎料：無料

利用方法 見学・体験後、相談支援事業所による利用計画作成を経て大分市に利用申請をします

見学は随時受け付けています

利用日、利用方法等はご相談に応じます。（週1日から利用可）

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

障がい者雇用を視野に入れて 周辺地図

取り組んでいきます。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給２３０円～、１日最大５時間

ただし、特殊な業務に関しては、高時給を考えています。

＜例：時給４００円～＞

作業内容
活動内容 内職作業、施設外作業を行っています。企業から委託を受けた内職作業ではヒューズ管加

工作業、ヒューズ管作成業務を行っています。

ＴＯＹＯＴＡグループ『レクサス』の自動車部品（ゴム製品）の加工作業等を行っています

例：作業写真

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにｱｸｾｽ

Administrator
テキストボックス
最終更新　令和4年3月



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

・就労継続支援B型・

①安心できる環境の中で、作業を通じ、生活のリズムを整えたい方

②福祉的環境の中で、やりがいのある仕事を継続したい方

③職業準備性を高め、一般企業やA型への就業を目指したい方

　相談しながら、利用者の希望に沿った支援を行ないます

※就職にも力をいれています

・就労定着支援・

就職後も、継続して支援を行います
主な対象者

（祝日・お盆・年末年始は休み。施設年間カレンダーがあります。）

一日の流れ 行事に関してはコロナの
年間行事等 　花　見 影響で中止になっている

　バレーボール大会 ものもあります。

　バーベキュー

　秋の交歓会

　紅葉狩り

　クリスマス会

　ボーリング大会

銀河鉄道

ＮＰＯ法人　銀河鉄道

大分市生石2丁目1番地27号　西大分ビル101号室

097-532-6167

097-535-8108

gingatetsudo@eos.ocn.ne.jp

http://gingatetsudo.info/

事業内容 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援 地域活動支援センター

定　　員 20 5

精神障がい者を中心に、知的障がい者及び発達障がい者他

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上

男　　性 2 7 6 2 2 4 1

女　　性 4 1 1

障害種別 身体 知的 精神 発達

人数（重複可） 4 19 7

・年令は、各年令層に渡ってますが、若年層が高めです。

職員体制 ・施設長　　・サービス管理責任者　　・職業指導員　　・生活支援員

・目標工賃達成指導員

利用曜日 月曜日～金曜日 および土曜日（変動）

利用時間 ９：００～１５：３０

一 日 の 流 れ 年 間 行 事

　 9：00～9：10 　朝ミーティング 4月

  9：10～10：30 　作　業 5月

10：30～10：45 　休　憩 7月

10：45～12：00 　作　業 10月

12：00～13：00 　昼休み 11月

13：00～14：00 　作　業 12月

14：00～14：10 　休　憩 2月

14：10～15：00 　作　業

15：00～15：15 　片付け・終礼



■作業内容

・ 自主農園作業 野菜作り、収穫した野菜の袋詰め

・ 室内作業 箱折 半田付け 各種検品、組立

電力メーター解体

・施設外就労 JAにて収穫、検品、箱詰め作業

大分市内の施設の除草作業

・販売 店舗（パンダの回転焼き屋さん）にて、調理や販売

イベントでの農産物、パンダ焼きの販売

■ 作業以外の主なプログラム

1. 職業準備性向上プログラム

・実習 ・自己理解促進 ・履歴書や就労パスポート作成

・面接練習 ・ハローワーク同行

2. スポーツ・文化プログラム

　・ウォーキング　　・ボーリング　　・バレー　　・ソフトボール　等

一般就労　6名 周辺地図

（令和3年度実績)

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

・室内作業　時給 160円～　1日 800円

・自主農園作業　時給 360円～　1日 1,440円

・施設外就労作業　1日　2,000円～3,000円

※平均月額　　20,724円（令和3年4月～令和4年3月）

・通所日数に応じて皆勤手当支給

利用方法 ・曜日は月～金曜日、または土曜日(変動）でご都合の良い日を選択できます。

　また、週1回からの利用も可能です。

・時間も午前利用、午後利用等相談に応じます。

※個別支援計画にて利用日時等を決めて利用します。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

送　　迎 ・原則として公共機関等の利用をお願いします。

・ただし、その利用が困難な方又は不便な方には

 無料送迎を実施しています（南大分、高城方面）

・公共機関利用で公的補助が受けられない方、

ＴＥＬ：（０９７）５３２-６１６７　銀河鉄道（総務：佐藤）

見学、体験を希望させる場合は、お気軽にご連絡下さい。

 バイク、自家用車の方は、施設独自の補助制度

 が利用できます。

昼　　食 ・室内作業時は施設給食が利用できます （ 1食120円 ）

その他
メッセージ

銀河鉄道は「勤労」「日常」「感謝」をキーワードに「明るく爽やかな」施設創りを目指しています。

最終更新：令和4年9月

利用料以
外の費用

なし

問合せ先



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 10:00朝礼　10:05～12：00各種作業　12：00～13：00休憩　13：00～15：15各種作業　15：30終礼
年間行事等 レクリエーション年2回

令和2年度はうみたまご、その他食事会等を開催

利用時間 10:00～15:30

賃金向上達成指導員　　　　１名

利用曜日 週休２日制　社内カレンダーによる

祝祭日・夏季休業・年末年始休業

有給休暇

休業制度あり

利用者様の短所を補うより長所を伸ばす事に注力しています。今までになかった障がい者施設

を目標に様々な取り組みをしております。

福利厚生等県内で1番の施設を自負しております。

職員体制 施設管理者兼職業指導員　1名

サービス管理者　　　　　　　 1名

職業指導員　　　　　　　　　  2名

生活支援員　　　　　　　　　　2名

人数（重複可） 3 3 16

女　　性 2 2 2 2

50代 60代 70以上

男　　性 5 3 4 2

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 知的障がい、身体障がい、精神障がい者で就労を希望される方。

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

yumehiraku0804@gmail.com

https://www.yumehiraku-assistive.net/

定　　員 10 10

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

障害者就労継続支援多機能型事業所　夢啓～ゆめひらく～

合同会社　啓

大分市王子北町1-29

097-578-8500

097-578-8506



内職作業

・PPバンドを使用した水洗いできエコバックの作成

・オーダーマスク作成

・アクセサリーの作成

外作業

・新車・中古車展示場の清掃作業

・ＴＶ局清掃作業

・農作業

・地域清掃作業

最終更新：令和　　　3年　　2月

問合せ先 弊社代表電話番号までお問合せ下さい。見学、体験、相談も随時行っております。

その他
メッセージ

既存の障害福祉事業ではなかった考え方をした経営をしております。

時代の変化に合わせた柔軟な対応をしております。

昼　　食 配達給食を準備しています。1食200円のみ自己負担（給与相殺）

ご自身で準備される方は不要です。

利用料以
外の費用

障害福祉サービスの自己負担がある方はひと月上限9,300円自己負担になります。

送　　迎 坂ノ市～挟間迄対応、料金は往復1日50円～

500円

マイカー通勤可

駐車場代については要協議

利用方法 基本原則日数出勤可能者のみ（平均22.5日勤務）

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

令和1年度A型1名就職実績あり 周辺地図

令和2年度A型2名就職実績あり

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

A型利用者は時給800円　他外作業手当500円（1日）　皆勤手当10,000円

B型利用者は能力によって変動あり。基本工賃2,000円～（1日）　皆勤手当　10,000円

作業内容
活動内容



施設名称 やまねこ工房

設置主体 一般社団法人　あらやしき

施設住所 大分市王子中町３番５号　ふくろうの森ビル

T　E　L 097-511-1293

F　A　X 097-511-1293

E-MAIL yamanekokoubou@gmail.com

HPアドレス f-mori.com

事業内容 自立訓練 就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型地域活動支援センター

定　　員 15

ジェラート、ケーキ、直焙煎珈琲等製造

アクセサリー、革製品、洋裁、木工、デザイン等ものづくり

メンテナンス、喫茶、お花屋など委託作業

主な対象者

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上

男　　性 2 1 4 1 1

女　　性 6 6 4 1

障害種別 身体 知的 精神

人数（重複可） 2 4 20

職員体制 サービス管理者、社会福祉主事、介護福祉士実務者、教員免許等、看護師

利用曜日 年中無休

利用時間 １０時から３時半

土日は　１１時から４時半

一日の流れ

年間行事等

作業内容

活動内容

作業工賃

（就労移行・

就労継続）

時給738円

60000円から80000円　作家活動作品手当込み１０万円

利用方法 一ヶ月変動労働制

昨年度就業

者に関する

一般就労　１名 周辺地図

 1



者に関する

事項

（就労移行・

就労継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

送　　迎 ３０分程度の範囲

大分駅より

昼　　食 各自

利用料以外

の費用

なし

問合せ先 097-511-1293 やまねこ工房　こやまけいじ

その他

メッセージ

最終更新：平成　３０年５月

 2



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

難病

人数（重複可） 9 4 12 1

女　　性 7 4 1 2

男　　性 1 1 3

身体 知的 精神

50代 60代 70以上

1

3

自立訓練

絵画、クラフト、手織り（さをり織り）、革工芸（手縫い）の作品、縫製品、製品素材、珈琲豆の販売など。

あとりえ湯輪夢では「楽しいを仕事にしよう！」を企業理念に、共に学び、成長を続ける事業所を

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別

20

主な対象者 知的・身体・精神に障がいのある方で、障害者手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院）等

をお持ちの方で、技術習得などによる就労のステップアップを望まれる方など。

事業内容 地域活動支援センター就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

目指しています。

torimu@cololie.net

https://www.facebook.com/NPOtorimu

定　　員

あとりえ湯輪夢（あとりえ とりむ）

一般社団法人　日本ユニバーサルコロリエ協会

大分市王子南町2番18号　原田ビル103

097-510-5439

097-510-5439

就労移行支援

一日の流れ 〈 一日の流れ〉 〈 年間行事〉
年間行事等 　9：30～10：00　　　送迎・バイタルチェック

春～お花見・春の販売会参加など

10：55～11：00　　　休憩

11：00～12：00　　　作業 夏～バーベキュー大会・夏祭り参加など

12：00～13：00　　　昼食・昼休憩・体操

13：00～13：55　　　作業 秋～紅葉狩り・秋の販売会参加など

13：55～14：00　　　休憩

14：00～14：55　　　作業 冬～クリスマス会・初詣など

14：55～15：30　　　片付け・清掃・送迎

利用時間 開所時間　　9：00　～　17：00

サービス提供時間　10:00　～　15：00

10：00～10：55　　　朝礼・作業

利用曜日 月曜日～金曜日

土・日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）はお休みとなります。

特に工芸技術を学びたいと思っている向上心のある方が多く利用しています。

それぞれの希望や特性に合わせて、目標に向かって進めるよう支援しています。

職員体制 管理者・兼サービス管理責任者　：　１名

目標工賃達成指導員　：　１名

生活指導員　：　１名

職業指導員　：　4名（非常勤）



絵画/クラフト 革工芸 絵画/クラフト

月 火 水 木

利用方法 まずは、見学や体験利用をお勧めします。

その後、ご本人と面談の上で利用回数や内容をスタッフと考えていきます。

　各自の個性、性格等による適性を判断し、作家歴の長い専門職業指導員が個別指導にて、
各個人に合った技術習得や作品の制作を支援します。制作した作品は、店頭販売、契約店舗
等による委託販売、イベントでの外部販売会やインターネットサイト等にても販売をします。

コーヒー豆の販売に伴い、その袋詰め、ラベル作り、ラベル貼りなどの作業も始めました。

金

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

各利用者の技術、出席日数、時間等に応じて工賃を決定し支給しています。（時給１００円～）

精皆勤、通勤、勤続等の諸手当。賞与（実績による）は対象者において支給。※工賃規程による

縫製・自由制作 手織り

作業内容
活動内容

最終更新：令和　４年　１０月

問合せ先 就労継続支援Ｂ型　あとりえ湯輪夢　 担当：神田あゆみ

受付時間　9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

その他
メッセージ

あとりえ湯輪夢ではみなさんの”楽しいを仕事”にしようとスタッフ一同頑張っています！！

自分の感性を活かしたスタイルでお仕事をしてみませんか？

お気軽にご連絡、ご相談お待ちしております。（電話受付時間：営業日の9:00～17：00）

昼　　食 希望者に提供あり（１食50円）

利用料以
外の費用

行事参加等で費用がかかる場合があります。※行事参加は希望者のみです。

送　　迎 あり（無料） ※対応範囲内

自動車、バイク等での通勤可能。※駐車場に限り

があるため、状況により不可の場合もあります。

※公共交通機関利用の方、自車通勤の方には

規程により交通費を支給します。

最初は週１日からの利用もできるので、そこから各自の体調や状態に合わせて

徐々に利用日数を増やしていくこともできます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

令和４年度実績 周辺地図

なし

　

　

　

　



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

サマン春日

一般社団法人　SWライフ

大分市中春日町6番5号　玉置ビル1階

097-547-9217

097-547-9218

kasugainfo@swlife.or.jp

https://www.swlife.or.jp/

就労移行支援 就労継続支援A型

主な対象者 精神・知的・身体に障がいのある方で、障害者手帳または自立支援医療受給者証

（精神通院）をお持ちの方。

事業内容 自立訓練

チラシ作成、年賀状作成等パソコンを使った様々な業務や、自社製品である革細工・手工芸品

の制作・販売、また、箱折り、シール貼り、ケース洗浄、ヒューズのはんだ付け、ヒューズの

就労継続支援B型 地域活動支援センター

ボンド付け等の内職委託作業。特に手工芸、パソコン業務には力を入れています。

定　　員 20

6

女　　性 1 2 3

人数（重複可） 1 4 33

50代 60代 70以上

2

3

54

4 4

40代

年齢層が幅広く、スタッフや利用者様と仲良く規律をもって活動しています。

職員体制 サービス管理責任者（精神保健福祉士・社会福祉士）　1名

社会福祉士　2名、介護福祉士　2名

精神保健福祉士　3名、生活支援員　3名

目標工賃達成指導員　1名、職業指導員　1名

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代

障害種別 身体 知的 精神

男　　性 1 3

利用曜日 月曜日～土曜日

※　休み　：　日曜日、祝祭日、夏季休業、年末年始休業、ゴールデンウィーク休業

利用時間 9時30分開所　～　15時15分退所

作業時間　9時50分　～　15時

就労継続支援B型

9:00

9：30～9：45

9：50～10：50

11：00～12：00

12：00～12：50

12：50～13：50

14：00～15：00

午後　作業③

午後　作業④

15分

1時間

1時間

50分

1時間

開所

ミーティング・作業準備

午前　作業①

午前　作業②

昼食・休憩

終了

1時間

15分
冬

15：00～15：15

15:15

初もうで　　他

年中行事

お花見

バーベキュー大会

忘年会・餅つき大会

秋

春

夏

日帰りバス旅行

掃除・帰りのミーティング
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時給240円～400円（令和4年10月実績）

（1日最大4時間）　※15分毎60円より計算しています。

令和4年10月からパソコン教室では訓練費として時給240円の工賃を支給します。

※その他の教室も同様に訓練費として工賃を支給します。

令和4年10月施設外就労が時給400円にUPしました。

皆勤手当、準皆勤手当を支給しています。

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

利用方法 利用日、利用方法等はご相談に応じます。

時間も午前利用、午後利用等ご相談に応じます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

一般就労、福祉的就労、就労継続支援A型、 周辺地図

就労移行支援事業所へ数名の実績があります。

　

　

　

　

R3年度一般就労へ3名の実績があります。

送　　迎 送迎範囲：概ね大分市内

   送迎料：無料

※　お気軽にご相談ください。

昼　　食 委託給食にて“１００円”で提供します。

※栄養バランスを考慮した美味しい昼食です。

利用料以
外の費用

イベントや行事に関して、一部自己負担していただく場合があります。

（例：バーベキュー大会１００円、日帰りバス旅行５００円）

最終更新：令和　4年　10月

問合せ先 見学、体験はいつでも行っています。お気軽にサマン春日までお問合せください。

（097-547-9217　担当：神野、清水、河野、黒田、渡邉）

その他
メッセージ

「働きながら楽しむ」という事を意識しながら活動しています。又、「パソコンを使ったお仕事」も

積極的に展開しています。サマン春日はグループホーム、相談支援事業所、訪問看護

就労継続支援Ｂ型ワークプレイスｂホープと協力して活動していきます。

ステーションと連携しながら活動しています。また、グループ会社である、㈱ＣＦＣ

革細工 パソコン業務手工芸

サマン春日では独自に以下の活動をしています。
①倶楽部活動（カフェ雑貨巡り、温泉同好会、

シネマ倶楽部、ボウリング倶楽部）
②誕生日月ランチ会

③WordでLINEスタンプ作成
④専門の講師を招いたアロマ講座
⑤Wordを使ってのデザイン作り

第2、4土曜日はかぎのしっぽ SAKURAZAKA Cafe' のスイーツ等を提供しています。

上記作業以外にも、いろいろな仕事に取り組んでいます。

アロマ講座



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 　８：００～　９：００　　送迎
年間行事等 　９：００～　９：１５　　朝礼

　９：１５～１２：００　　作業（途中休憩あり）

１２：００～１３：００　　昼休憩

１３：００～１５：００　　作業（途中休憩あり）

１５：００～　　送迎

就労継続支援B型事業所　援ジョイワーク大分

株式会社　援ジョイワーク大分

大分市　田室町９－８０　アーバン田室１３０

０９７－５７４－７２３０

０９７－５７４－７２３７

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

enjoywork-sb@juno.ocn.ne.jp

https://enjoyworkoita.jp/

定　　員 20

主な対象者 身体障害・知的障害・精神障害・自立支援医療対象者・難病等対象者などで

一般企業と雇用契約を結んで働くことが難しい方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 3 3 3 3 3

女　　性

人数（重複可） 2 7 6

職員体制 管理者兼サービス管理責任者　１名（社会福祉士）

生活支援員　１名

職業指導員　１名

利用曜日 月曜～金曜（土曜の利用日も時々あります）

（国民の祝日、１２月２９日～１月３日は休み）

利用時間 ９：００～１５：００



・動物愛護センター等の清掃、メンテナンスの施設外就労

・室内での軽作業

しいたけの石づき切り

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給２５０円～３００円

皆勤手当、公共交通機関を利用しての通所に交通費の一部を手当として支給しています。

利用方法 週２日以上の利用をお願いします。（曜日、時間（半日の利用可）は相談に応じます。）

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 西大分駅から高城駅のエリア

明野、南大分（府内大橋まで）も可能です。

昼　　食 １食１００円～１４０円で提供しています。

近隣のコンビニ、スーパーで購入してもかまいません。

利用料以
外の費用

特になし

最終更新：令和４年２月

問合せ先 サービス管理責任者　渡邉　080-5808-1610

見学随時受付中

その他
メッセージ

障がいを持つ方々が生きがいを持って楽しんで仕事にチャレンジできるよう

支援している事業所です。一般就労やA型へのステップアップ、サポートを受けて

働きたい、働くことで地域と繋がりたいなど自分の希望に合わせて利用してください。



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等 お花見・ボーリング大会・クリスマス会等

カラオケ大会も実施予定です。

施設開所時間　　8：30　～　17：30

就労継続支援B型事業所はぐくむの１日の流れ

　9：50　　～　朝礼

　13：00　～　15：00　午後作業（途中休憩あり）

　15：00　～　終礼

　10：00　～　12：00　午前作業（途中休憩あり）

　12：00　～　13：00　昼食　・　昼休み

利用曜日 開所日　：　月曜日　～　金曜日

閉所日　：　土・日曜日、祝祭日、お盆休業（8月13日～８月15日）、

　　　　　　　 お正月休業（12月30日～1月3日）

利用時間 サービス提供時間／訓練時間（B型）　：　10：00　～　15：00

在宅の障がいがある方で、外で働く意思を持ちながらもその場所や機会のない方、各種サー

ビスを受けてない方達が利用する作業所などを運営し、障がい者の福祉的就労の場を提供

する事で社会参加を促進し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

職員体制 施設長　　　　　　 　　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　　目標工賃達成指導員　　　　1名

非常勤指導員　　　　3名　　　事務員　　　　　　　　1名

　※　有資格者　看護師　1名　　社会福祉主事　1名　　介護福祉士　１名　　ヘルパー2級　1名

人数（重複可） 2 3 14

1

精神

10代 20代 30代

女　　性 2 2 3

主な対象者 障がい者手帳・障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方、自立支援医療受給者証をお持

ちの方、各種障がい者手帳をお持ちの方、精神科主治医や関係機関の紹介・同意のある方。

1 4 5 1

利用者構成 年齢・性別

事業内容 自立訓練

利用者が毎日安定した日常生活ができるよう、日中の作業などを通して支援します。

就労継続支援B型 地域活動支援センター

日中活動したい、働きたいと思っている方を受入れ、作業を通して知識・能力の

hagukumu@lsoita.com

定　　員 20

就労継続支援A型

向上を目指して訓練を行っていきます。

50代 60代 70以上

男　　性

40代

障害種別 身体 知的

就労継続支援Ｂ型事業所　はぐくむ

特定非営利活動法人　HUGKUMU

〒870-0822 大分市大道町2丁目２番１２号1F

097-545-8996

097-545-8997

就労移行支援

行事風景写真

mailto:hagukumu@lsoita.com


作業内容

活動内容

最終更新：平成　30　年　5　月

問合せ先 電話　097-545-8996　　FAX　097-545-8997

その他
メッセージ

見学・体験、分からない事等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

昼　　食 現在、自己負担はありません。

利用料以
外の費用

利用料以外の費用負担はありません。

送　　迎 送迎あり。　ご相談ください。

利用方法 週一日より利用可能です。利用したい曜日・日数・時間等は相談に応じます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

平成２９年度就労移行実績 周辺地図

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

Ｂ型　基本　２５０円 （ 時間 ） と規定しています。

障がい者雇用　　2名

　

　

　

　

         野菜選別・計量・袋詰め加工作業

         みかん収穫・選別・袋詰め加工作業

         贈答品箱詰め加工作業



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 事業所別によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
年間行事等 事業所別によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

博愛会地域総合支援センター

社会福祉法人　博愛会

大分市金池南1丁目9番5号

097－574ｰ8668

097ｰ574ｰ8667

20

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 地域活動支援センター

siencenter@sweet.ocn.ne.jp

http://hakuai-oita.com/tiiki/tiiki.html

併設型短期入所

定　　員 6 19 18 21

主な対象者 知的障害者

事業内容 宿泊型自立訓練

1

自立訓練

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 25 18 1 1 3 5 2

女　　性 21 5 4 0 0 0 0

人数（重複可） 5 76 8

職員体制 施設長（管理者）1名　副施設長1名

支援主幹2名、サービス管理責任者（4名）

相談支援専門員1名

支援員（生活支援員、職業指導員、地域移行支援員、目標工賃達成指導員）２１名

利用曜日 月曜～日曜

利用時間 事業種別によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
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・法人内の別事業所での作業実習（就労移行支援）

※作業内容はクリーニング、レストラン厨房補助、水耕ネギ栽培等

・箱折り等の軽作業、いこいの道清掃活動（就労継続支援Ｂ型、生活訓練）

・健康レストラン｢久住屋｣および高原百貨店｢久住屋｣での給仕・接客業務(就労継続支援Ａ型)

・県立美術館内レストランカフェ｢シャリテ｣での給仕・接客業務(就労移行支援)

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

・就労継続支援Ａ型・・・時給737円

・就労継続支援Ｂ型・・・作業工賃月10.000円

・生活訓練・・・作業工賃月10.000円

・就労移行支援・・・作業工賃月7.000円程度

利用方法 事業所別によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※新規サービス利用にあたっては、サービス等利用計画の市町村宛て提出が必要です。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

一般就労・・・16名 周辺地図

就労継続支援Ａ型・・・0名

　

　

　

　

送　　迎 なし

利用者の皆さんは、公共交通機関の利用もしくは

徒歩・自転車で通所されています。

昼　　食 多機能型事業所「キッチン花亭」と連携し、食事提供体制を整備しています。

利用料以
外の費用

事業所で異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

最終更新：平成　　　３０年　　５月

問合せ先 上記の電話番号もしくはメールアドレス宛にお問い合わせ下さい。

※新規サービス利用にあたっては、サービス等利用計画書の市町村宛て提出が必要です。

その他
メッセージ

駅南の再開発地区で、障害者福祉のワンストップサービス事業所を目指して事業展開を行って

います。お困りごとの際は、まず電話でご相談ください。



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

【一日の流れ】
10：00　朝礼
10：00～11：00　業務
11：00～11：10　10分休憩
11：10～12：00　業務
12：00～13：00　昼休み
13：00～14：00　業務
14：00～14：10　10分休憩
14：10～15：00　業務

サンクスラボ・大分オフィス

サンクスラボ株式会社

大分市中央町4丁目2-19 桝屋ビルディング2階

097-547-8183

097-547-8183

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

通勤や環境、パソコンになれるとこから始められるよう職員がサポートしております。

info@thankslab.biz

https://thankslab.biz/

定　　員 20

主な対象者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者。

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

パソコンを使ったオンラインゲーム等の運営業務。

一般のユーザーサポート、ゲームメンテナンス、アイテムデザイン等を中心に行います。

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 0 6 9 4 3 0 0

女　　性 0 4 6 5 2 0 0

難病

人数（重複可） 5 0 34 1

職員体制 管理者・サービス管理責任者1名（兼務）

職業指導員2名、賃金向上達成指導員1名、

生活支援員3名

利用曜日 月曜日～金曜日（但し会社が指定した土曜、祝日は出勤日）

利用時間 10:00～18:00（サービス提供時間）



他にもインターネットにかかわる専門的な業務に挑戦したい方にも、

活躍できる場が豊富に準備されています。

                                                                                              ▲業務風景

ブログの作成、掲示板やメールの対応、データ集計や分析など。

ホームページ管理やブログ作成などを通じてインターネット上で幅広いお客様に広報を行います。

【データ入力業務】

パソコンを活用し、各種ホームページやエクセル等などの

インターネットサービスでの定期的に行われる点検業務で動作テストや不具合の有無をチェックします。

ファイルに日本語のテキストや画像データを登録する

業務です。

【サポート業務】

ゲーム内のお客様を「おもてなしの心」でサポートします。一緒におしゃべりをしたり、

案内を行うなど、インターネット上での接客業務です。

【メンテナンス業務】

【マーケティング業務】

作業内容
活動内容

【見習い期間】

指導員によるPCの操作方法やビジネスマナーなど丁寧に指導を致します。

実際にオンラインゲームのツールを使いデータ編集業務等で使用するソフトやハードなどの使い方を

業務上の工程で実践して覚え頂きます。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給792円スタート

交通費は規定により支給（上限3,000円）

利用方法 利用日数は原則日数（月の日数—8日）

勤務時間は原則10:00～15:00ですが、急な体調不良や病院受診等で13:00～18:00の勤務も可能です。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

一般就労・・・7名 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 送迎はなし。

通勤手段は、原則公共交通機関となります。

昼　　食 各自

利用料以
外の費用

原則ありません

最終更新：令和　　3年　　2月

問合せ先 見学・体験などご希望の方はお気軽にお電話ください（電話番号097-547-8183）  

その他
メッセージ



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 9：45通所⇒10：00朝礼⇒10：30午前訓練開始⇒12：00昼休憩⇒13：00午後訓練開始⇒14：30掃除・終礼⇒（15：00自習⇒16：00終了）

年間行事等 月に一度、ご利用者の方主体で、イベントを企画して頂きます。

今までは、コミュニケーションすごろく、水平思考ゲーム、ワードウルフ、噓見抜きゲーム

訓練内容を使ったリフレーミングゲーム、自己紹介ビンゴなど様座なイベントを行ってきました。

就労移行支援事業所　ディーキャリア大分オフィス

合同会社ロイヤルウォッシュ

大分市中央町4丁目2－19　枡屋ビル7階

097-536-7010

097-536-7011

oita@dd-career.com

https://dd-career.com

定　　員 20

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

主な対象者 発達障害、精神障害、身体障害のある方

原則18歳以上から65歳未満の方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

男　　性 1 1 1

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

発達

50代 60代 70以上

身体 知的 精神

女　　性 2 2 1 1

生活支援員：1名

利用曜日 月、火、水、木、金（土、祝は不定期開所）

職員体制 管理者：1名

サービス管理責任者：1名

就労支援員：2名

職業指導員：1名

利用者構成

人数（重複可） 1 1 7

障害種別

利用時間 サービス提供時間：10：00～16：00

営業時間：9：00～18：00
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訓練内容

・アンガーマネジメント ・職場実習

・ストレスコーピング ・模擬業務 ・パソコン模擬業務

・セルフケア ・履歴書作成

・リフレーミング などがあります。これ以外にも様々な訓練を行います。

・傾聴

・アサーティブコミュニケーション

・目標設定

・問題解決

・キャリアプランニング ↓↓以下のテキストも使用しながら、行っていきます。

・ビジネスマナー・ルール

・自己理解

・体力トレーニング

・外部講師訓練

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

作業内容
活動内容

送　　迎 なし

駐車場なし（近辺にコインパーキングあり）

利用方法 利用日、利用時間等につきましては、個人の状況に応じた利用が可能ですので、ご相談ください。

訓練の見学・無料体験等も行っております。

ご相談は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

バス、電車、自家用車、自転車等で通所されて
いる方もいます。

最終更新：令和　４　　年　９　月

問合せ先 ディーキャリア大分オフィス

TEL：097-536-7010　メール：oita@dd-career.com

その他
メッセージ

働きづらさに工夫をし、自分に合った働き方を探しましょう！

昼　　食 ご自身での用意をお願いしております。（※オフィスからの提供はありません）

昼休憩時、コンビニ等に買いに行かれる方もいます。

利用料以
外の費用

交通費や駐車場代がかかる場合があります。



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 1日の流れ
年間行事等 10時 朝礼・ラジオ体操 年間行事

10時30分～11時50分　 個別訓練（パソコン・勉強） ・お花見

11時50分～12時 休憩 ・食事会

12時～13時 昼食・休憩 ・クリスマス会

13時～13時50分 講座やグループワーク など

13時50分～14時 休憩

14時～14時50分 講座やグループワーク

14時50分～15時 休憩

15時 終礼

就労移行支援事業所　Fun Like

社会福祉法人　つわ蕗会

大分市中央町１丁目4-22　サクラヤビル（6A/602）

097-538-6601

097-529-7521

〇

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

・就労定着支援・・・就職後、継続して働き続けるためにサポートします。

funlikeoita@gmail.com

https://www.tuwabukikai.com/

定　　員 20名

主な対象者 精神障害者（18歳未満の者を除く）身体障害者（肢体不自由のみ）（18歳未満の者を除く）

知的障害者（18歳未満の者を除く）難病等障害者（18歳未満の者を除く）

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

・就労移行支援・・・一般就労を目指し、勤怠力が身に付くよう必要な訓練を行っていきます。

　　　　　　　　　　　　

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 3名 7名 4名 1名 　 1名 　

女　　性 7名 4名 6名 1名 　 　

人数（重複可） 34名

職員体制 管理者　　　　　　　　　 　1名（常勤・兼務）（看護師）

サービス管理責任者　　1名（常勤・兼務）（看護師）

職業指導員　　　　　　 　2名（常勤・専従）（うち1名　　社会福祉士・精神保健福祉士）

就労支援員　　　　　　 　2名（非常勤・兼務）　　　　　生活支援員　　　　　　 　1名（非常勤・兼務）

就労定着支援員　　　　 1名（非常勤・兼務）

利用曜日 月～金（祝日及びお盆休み（8/15）、年末年始（12/30～1/3）を除く）

ただし、土・日・祝日でも必要に応じて開所することがある。その場合は事前に連絡する。

利用時間 営業時間　　　　　　　　 　8：30～17：30

サービス提供時間　　　　9：30～16：00

ただし、必要に応じて上記の時間外も対応することがある。
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講座内容

・メンタルトレーニング ・職場見学

・グループカウンセリング ・職場実習

・アサーション

・グループワーク

・就労トレーニング

・体力作り

・業界企業研究

・外部講師による講座

・個別パソコン講座

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

利用方法 利用日、利用時間等につきましては、個人の状況に応じた利用が可能ですのでご相談ください。

随時、体験利用ができます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

令和3年度一般企業就職者　　　12名 周辺地図

・ディスカウントストア　・スーパー　・製造
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

・アパレル　・雑貨店　・清掃　・官公庁

・塾講師　・スポーツ用品店

送　　迎 なし

昼　　食 あり

利用料以
外の費用

なし

最終更新：令和　　4年　2月

問合せ先 社会福祉法人　つわ蕗会

就労移行支援事業所　Fun Like　　　　　TEL/097-538-6601　FAX/097-529-7521

その他
メッセージ

利用者様の個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう

支援します。また、就労定着支援を実施しており、一般就労をされた方はこのサービスを受け

安定して勤務をされています。



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

管理者　　　　　　　1名（常勤兼務）

サービス管理責任者　1名（常勤専従）

職業指導員　　　　　2名（常勤専従）

生活支援員　　　　　1名（常勤兼務）

50代 60代 70以上

男　　性 6 4 3

年齢・性別

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む)、高次脳機能障がい、難病などが

あり、就労の経験があるが現在は就労していない方、就労移行支援事業所を利用したが企

業等の雇用に結びつかなかった方、学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結

びつかなかった方など、大分県内にお住いの方が対象です。R4.10現在、大分市、別府市、

臼杵市、豊後大野市、日出町に在住されている方が勤務されています。

カムラックおおいた府内事業所/大道事業所

スターアイテムウェルフェア株式会社

大分市府内町1-1-15府内センタービル304　/　大分市西大道2-3-5-2F

097-535-7484　/　097-585-5097

097-535-7585　/　097-585-5098

info@comeluck-oita.jp

https://www.comeluck-oita.jp/

カムラックおおいたでは、ITに関わる全般の業務を行い、簡単なデータ入力作業からシス

テム開発まで、利用者さんのスキルや目標に合わせたお仕事をしています。ホームページ

作成、プログラム開発、データ入力やテスター等、パソコンとインターネットを活用した

業務をメインとしながら、IT業務が不得意な人向けにも対応可能な業務(不動産業務など)

を用意するなど、障がいのある方が前向きに人生を歩めるよう就労に関するワンストップ

支援を大分県内一円で展開しています。

事業内容 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型

主な対象者

就労定着支援 地域活動支援センター

定　　員 20

10代 20代 30代 40代

知的

女　　性

2 13 8

障害種別 身体 重症心身

就労継続支援施設A型は原則として、18歳以上65歳未満の何らかの障がいを抱えている方

で、一般就労が難しい人が対象です。障がい者となっていますが障がい者手帳は必ず必要

というわけではなく、医師が利用の必要性を認めたときには手帳が無くても利用申請をす

ることができます。

利用曜日 営業日　月曜日～金曜日(ただし祝日、年末年始(12/29～1/3)、お盆(8/13～8/15)除く)

1

職員体制

利用者構成

利用時間 営業時間　　　　　9時00分～18時00分

サービス提供時間　10時00分～17時00分（休憩時間12時00分～13時00分）

但し、自分に合わせて出社型orテレワーク型の出勤が選べます。

精神 発達 高次脳 難病

人数（重複可）

1 1 2

mailto:info@comeluck-oita.jp
https://www.comeluck-oita.jp/


一日の流れ

年間行事等

業務(チャット等を使い関連企業の指示で業務を行う)

業務(チャット等を使い関連企業の指示で業務を行う)

業務(チャット等を使い関連企業の指示で業務を行う)

業務(本日作業の振り返りと日誌記録等の作成を行う)

※各自の状況により、就業時間の短縮や自宅からのリモートワーク等に変更することも可能

17時00分～17時15分 業務終了、各自で退社

ITに関わる全般の業務を行い、簡単なデータ入力作業、ホームページ作成やシス

テム開発、プログラム開発、データ入力やテスター等、パソコンとインターネッ

トを活用した業務をメインとしながら、併せて、県内外の企業からの紙媒体から

のデータスキャニングや不動産物件の写真撮影等紙媒体の不動産業務等のIT関連

業務を行っています。

14時00分～14時05分 休憩

14時05分～15時00分

15時00分～15時10分 休憩

15時10分～17時00分

作業内容

活動内容

10時00分～10時05分

9時00分～10時00分

朝ミーティング(業務確認等)

10時05分～12時00分

各自で出社

12時00分～13時00分 昼食・昼休憩

13時00分～14時00分

作業工賃

（就労移行・
就労継続）

・大分県最低賃金（金額等は労働条件通知書に記載）

・通勤に係る交通費の助成（金額等は労働条件通知書に記載）

利用方法

①主治医と相談する

　・精神科や心療内科に通院中の方はまず主治医と相談する。

②ハローワーク等で希望の求人を探す

　・主治医の許可がでたら希望の事業所の求人を探す。

　・就労継続支援A型の求人は市障害福祉課窓口、ハローワーク障害担当窓口などで紹介

が受けられる。インターネットで検索もできる。

　・事業所によって仕事内容は様々なため興味のある所があれば問い合わせて見学や相談

に行き、事業所体験する。

③求人へ応募する

　・希望の求人が見つかったら応募をする。一般雇用と同じで履歴書や必要書類を送り面

接を受ける。面接後、事業所から採用の結果が通知される。

④採用内定後、市障害福祉課窓口で利用申請をする

　・採用が内定したら、市障害福祉課に通所する就労継続支援A型事業所が決まったこと

を伝え、就労継続支援A型利用申請をする。

　・その際に福祉サービスの利用にあたって『サービス等利用計画書』作成が必要になる

ため地域の相談支援事業所に作成を依頼するため契約を結ぶ。

⑤受給者証発行後、事業所との契約、通所開始

　・相談支援事業所のサービス等利用計画案の提出後に支給決定後、『障害福祉サービス

利用受給者証』が発行される。

　・相談支援事業所の「サービス担当者会議」を開催後、受給者証を持って事業所へ行

き、正式に事業所と雇用契約を結び利用が開始される。



利用したり、自転車や徒歩

など、各自で通勤しやすい

方法を選んでいます。

周辺地図

　

　

　

　

令和4年5月開所のため、

まだ実績はありません。

送迎はありません。

JR、バス等公共共通機関を

送　　迎

利用方法

昨年度就

業者に関

する事項
（就労移行・
就労継続）

①主治医と相談する

　・精神科や心療内科に通院中の方はまず主治医と相談する。

②ハローワーク等で希望の求人を探す

　・主治医の許可がでたら希望の事業所の求人を探す。

　・就労継続支援A型の求人は市障害福祉課窓口、ハローワーク障害担当窓口などで紹介

が受けられる。インターネットで検索もできる。

　・事業所によって仕事内容は様々なため興味のある所があれば問い合わせて見学や相談

に行き、事業所体験する。

③求人へ応募する

　・希望の求人が見つかったら応募をする。一般雇用と同じで履歴書や必要書類を送り面

接を受ける。面接後、事業所から採用の結果が通知される。

④採用内定後、市障害福祉課窓口で利用申請をする

　・採用が内定したら、市障害福祉課に通所する就労継続支援A型事業所が決まったこと

を伝え、就労継続支援A型利用申請をする。

　・その際に福祉サービスの利用にあたって『サービス等利用計画書』作成が必要になる

ため地域の相談支援事業所に作成を依頼するため契約を結ぶ。

⑤受給者証発行後、事業所との契約、通所開始

　・相談支援事業所のサービス等利用計画案の提出後に支給決定後、『障害福祉サービス

利用受給者証』が発行される。

　・相談支援事業所の「サービス担当者会議」を開催後、受給者証を持って事業所へ行

き、正式に事業所と雇用契約を結び利用が開始される。

詳しくは下記までお問い合わせください。

カムラックグループは福岡県に本拠のある(株)else if、(株)カムラック、大分市にあるス

ターアイテムウェルフェア(株)の関連会社を中心に、障がいをお持ちの方の活躍できる環

境づくりを支援しています。障害者就労移行支援事業所、障害者就労継続支援A型・B型事

業所、相談支援事業所、放課後等デイサービス事業所を運営しており、障がいをお持ちの

方へワンストップでサービスをご提供しています。

カムラックおおいた府内事業所　（097-535-7484/担当；森）

カムラックおおいた大道事業所　（097-585-5097/担当；藤井）

カムラックおおいた代表メール　（info@comeluck-oita.jp）

最終更新：令和4年10月

問合せ先 ※職場体験や見学等、随時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

その他

メッセージ

昼　　食 各自で準備をお願いしています。

利用料以

外の費用

利用者本人または配偶者が市民税課税の方は、自己負担金（利用料）が発生します。



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

利用時間 9時～18時の間で1日6時間勤務＋休憩1時間　（基本10時～17時）

職級によっては1日8時間勤務も可能

利用曜日 月曜日から金曜日

休日・休暇：完全週休二日制（土日祝日）、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、有給休暇等

20～40代の方が活躍中。

職員体制 管理者 兼 サービス管理責任者：1名

生活支援員：2名（現在、1名産休中）

職業指導員：2名

指定難病

人数（重複可） 3 20 1

女　　性 4 6 2

50代 60代 70以上

男　　性 1 6 2

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 精神障害者、身体障害者、一般就労を目指している方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

パーソルネクステージは、「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループが

2020年9月に設立した、就労継続支援A型の新しい会社です。

定　　員 20

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

大分オフィスはパーソルネクステージ3拠点目で2022年1月にオープンいたしました。

【１日の流れ】
例）
10：00　オフィス出社・挨拶・業務準備
10：15　午前業務開始
12：00　お昼休憩
13：00　午後業務開始
16：30　業務終了・業務報告書・退勤挨拶・片付け
17：00　退勤

【年間行事】
Best Practice Award
1年に1回の賞賛すべき業務の共有&自身の業務へ吸収し、活かすことを目的としたPNX初のイベント、各拠点で自薦
他薦で選出された方が一堂に会してプレゼンテーションを行い日頃の成果を発表する場。

通所や在宅など利用者様に合った勤務スタイルで、PC業務中心の100種類を超えるお仕事ができる環境をご提供します。

パーソルネクステージ大分

パーソルネクステージ株式会社

大分県大分市府内町1丁目6‐32フォルムふない

097-513-4266

097-513-4267

yuki.kawase1@persol.co.jp

https://nextage.persol-group.co.jp/
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https://nextage.persol-group.co.jp/

利用料以
外の費用

お弁当代

【ご利用までの流れ】ホームページよりメールにて問合せ→オンラインでの会社説明面談 → 書類選考 → オフィス見学と面接
【見学について】大分オフィスまでお気軽にお電話でお問い合わせくださいませ。

最終更新：令和　　　４年　　１０月

問合せ先

その他
メッセージ

ホームページからクルーやスタッフの情報・仕事内容などの詳細がご覧になれますので

是非、アクセスくださいませ。

公共交通機関にて出社頂いております。

交通費は、別途支給有（月額25,000円上限）

昼　　食 1食150円でお弁当の注文が可能です。

メニューは献立表をオフィスに掲示させて頂いております。

利用方法 ①1日6時間週30時間の就労が可能な方

②オフィスのある県に在住し、公共交通機関を使って通所することが可能な方

③PCを使った業務に抵抗がない方

④障害福祉サービス受給者証を取得もしくは取得予定の方

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 送迎は実施しておりません。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

令和3年度、基本給・通勤費・賞与を含めた平均113,490円

※パーソルネクステージ大分のオープンは令和４年1月からとなります。

※月中入退社者は、除きます。

作業内容
活動内容

【主たる業務内容】
お仕事は全てPCを利用する業務になります。業務は100種類を超えており、様々な業務がある
ので、利用者様のスキルや思考に合った業務に就いていただくことが可能です（※業務調整に
より必ずしもご希望に添えない場合もございます）。文字起こしやデータ転記、専用システムで
の入力などの事務系業務から、IT・Web の専門知識や技術を要する業務もあり、難易度も幅広
くありますので、簡単な業務からはじめ、徐々に業務のレベルアップをしていくことが可能です。

【業務内容の一部をご紹介】
＜求人票作成業務＞
概要：求人の募集要項を文章に起こしていく業務
内容：他担当者が企業様にヒアリングをした募集人材のターゲット(資格・経験など)のメモやHP
などの情報を参考に求人票を作成する業務です。タイピングスキルや文章要約スキルが身に付
きます。作成した求人票がサイト上にアップされ、多くののユーザーの目に触れることになり、自
分が作った求人票から応募や採用に繋がるやりがいもあります。

2022年1月オープンの為、
現在までの所、就労実績はございません。
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施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

他 5名（目標工賃達成指導員、職業指導員、送迎職員等）

一日の流れ

年間行事等

9:50～10:50

15:15 終了

9:30～9:45 ミーティング・作業準備 15分

午前　作業②

昼食・休憩

午後　作業④

掃除・帰りのミーティング

1時間

お花見

15:00～15:15

15:15 終了

清掃・帰りのミーティング 15分

午後の訓練

春

夏

月曜日～土曜日

※休み：日曜日、祝祭日、夏季休業、年末年始休業、ゴールデンウィーク休業

利用時間 9時30分開所　～　15時15分退所

作業及び訓練時間　9時50分　～　15時

利用曜日

職員体制

精神保健福祉士　2名

サービス管理責任者（精神保健福祉士・社会福祉士） 1名

精神保健福祉士・社会福祉士 　3名

看護師　1名、介護福祉士 　1名

身体 知的 精神

5 3

主な対象者 精神・知的・身体に障がいのある方で、障害者手帳または自立支援医療受給者証（精神通院）を

お持ちの方。

6 2 2

事業内容

定　　員

50代 60代 70以上20代 30代 40代利用者構成

人数（重複可） 1 10 33

年齢層が幅広く、スタッフや利用者様と仲良く規律をもって活動しています。

年齢・性別 10代

障害種別

サマンの木

一般社団法人　SWライフ

大分市泉町12番12号

097-578-8855

097-578-8856

info@swlife.or.jp

http://www.swlife.or.jp

6 34

地域活動支援センター就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型自立訓練

就労継続支援B型
9:00 開所

B型：自社製品である革細工・手工芸品の制作・販売、及び箱折り、アメニティの袋入れ、

　　　 その他施設外就労にも力を入れています。

訓練：絵本教室、パソコン教室（資格取得コース）、簡単クッキング、茶道教室、ボイストレーニング、

　　　 その他野外活動（サマン探検隊、写真を撮ろう）など沢山のプログラムを行っています。

5

自立訓練（生活訓練）
9:00 開所

季節の行事

6 5 4 0

女　　性 1 2

男　　性 1 2

午前　作業①

秋

冬

9:30～10:00

10:00～10:45

11:00～11:45

11:45～13:15

13:15～14:00 午後の訓練

昼食・休憩 1時間30分

午前の訓練

午前の訓練

ミーティング・プログラム準備 30分

　　　 ヒューズのはんだ付け、ヒューズのボンド付け、ケース洗浄等の内職委託作業。

バーベキュー大会

サマン夏祭り

日帰りバス旅行

（佐伯、湯布院、九重など）

忘年会

餅つき大会、初詣　他

90分

90分
14:15～15:00

15分

1時間

11:00～12:00

12:00～12:50

午後　作業③

1時間

50分

1時間12:50～13:50

14:00～15:00

15:00～15:15
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時給240円～400円（令和4年10月実績）

（1日最大4時間）　※15分毎60円より計算しています。

令和4年10月からパソコン教室では訓練費として時給240円の工賃を支給します。

※その他の教室も同様に訓練費として工賃を支給します。

令和4年10月施設外就労が時給400円にUPしました。

皆勤手当、準皆勤手当を支給しています。

楽しんでいます。

サマンの木はグループホーム、相談支援事業所、訪問看護ステーションと連携しながら活動しています。

問合せ先 見学、体験はいつでも行っています。お気軽にサマンの木までお問合せください。

（097-578-8855　担当：竹中、足立、阿部、首藤、水野）

その他
メッセージ

「働くこと」「学ぶこと」を楽しみながら規律をもって取り組んでいます。

働く事・・・就労継続支援B型　　学ぶ事・・・自立訓練（生活訓練）

また、グループ会社である㈱ＣＦＣ・就労継続支援Ｂ型ワークプレイスｂホープと協力して活動していきます。

就労移行支援事業所へ数名の実績があります。

昼　　食 委託給食にて“100円”で提供します。

※栄養バランスを考慮した美味しい昼食です。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

利用方法 利用日、利用方法等はご相談に応じます。

時間も、午前利用、午後利用等ご相談に応じます。

作業内容
活動内容

利用料以
外の費用

・イベントや行事に関して、一部自己負担していただく場合があります。

（例：バーベキュー大会100円　、　日帰りバス旅行500円）

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

一般就労、福祉的就労、就労継続支援A型、 周辺地図

送　　迎 送迎範囲：概ね大分市内

　 送迎料：無料

※お気軽にご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終更新：令和　4　年　10　月

毎週土曜日は「デザート会」としてカフェ「かぎのしっぽ」のデザートを楽しんでいます。

また定期的にキッチンカー各種（ラーメン、お好み焼き、牛ロース丼など）を呼んで弁当以外の食事も

作業内容 訓練内容

上記作業・訓練以外にも、いろいろな仕事、プログラムに取り組んでいます。

ウエス作業 革細工 パソコン教室 絵本教室

手工芸 ヒューズのはんだ付け作業 デザート作り ゴルフに挑戦



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

目標工賃達成指導員    ：1名

就労継続支援B型事業所　作業所「なかしま」

社会福祉法人　大分県盲人協会

大分市中島東1丁目2番28号

097-533-1254

097-532-8230

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

き安定した活動の場を目指しています。

oita-kenmou.nakashima@mbr.nifty.com

定　　員 20

主な対象者 身体障がい・知的障がい

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

軽作業中心の作業所と、あん摩・マッサ－ジ・鍼の施術を行う治療院2ケ所の就労継続支援B型

作業所です。利用者のニ－ズや個性に合わせて様々な作業を提供し、地域において安心で

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

1 2

4 4

男　　性 1 2 3 6

女　　性 2 1 3

人数（重複可） 26 4 1

年配の方が中心で賑やかな作業所です。

職員体制 管理者　　　　　　　        ：1名

サ－ビス管理責任者     ：1名

職業指導員                ：6名

生活支援員                ：3名

事務員                      ：1名

利用曜日 原則として月～金曜日（土・日・祝祭日・お盆・年末年始は休業）

利用時間 原則として10：00～15：00

【年間行事】

4月・・・・・お花見
7月・・・・・七夕会
12月・・・・クリスマス会

防災訓練年2回

【標準的日課】

10：00 作業開始（途中休憩）
12：00 昼食・休憩
13：00 作業開始（途中休憩）
15：00 作業終了



作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

日給1000円

利用方法 利用日・利用方法等はご相談に応じます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 無料送迎あり（要相談）

昼　　食 各自で持参して頂くか、当事業所取引業者様によるお弁当注文となっています。

利用料以
外の費用

なし

最終更新：令和　4年　10月

問合せ先 見学や体験を希望される方は、097-533-1254迄ご連絡下さい。

担当：安部・片山

その他
メッセージ

実践を繰り返し、自分らしく学ぶ・続ける・働く・楽しむことを感じ身に付けていって欲しいと

思っています。仲間同士助け合い「ありがとう」「助かります」を常に言葉にして感謝の気持ち

を伝えています。

＊タオル折り

＊箱折り

＊ギフト

＊封筒詰め・ラベルシール貼



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等 内容

来所、送迎、健康チェック、着替え

パンの袋詰め、作業

「年間行事」

☆いちご狩り

☆ボーリング大会

☆餅つき大会　　　　　等昼休憩

各作業

片付け、退所、送迎

13：00～15：30

16:00

利用時間 10時開所～16時退所　（内休憩1時間）

時間

10:00～10：15

10：15～12：00

12：00～13：00

◎年齢層が幅広いですが、規律を守りながらも利用者同士仲良く活動しています。

職員体制

利用曜日 月曜日～金曜日

※土曜日、日曜日、祝祭日、盆、年末年始はお休みとなります。

1 1女　　性 1 1

60代 70以上

男　　性 2

1 5

40代

障害種別 身体 知的 精神

50代

自立訓練 就労移行支援

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代

人数（重複可）

20

主な対象者 身体・知的・精神等

事業内容 地域活動支援センター就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

※当事業所の｢共に考え、共に歩み。共に喜び、共に寄り添い、共に悩み、共に楽しみ、共に
成長する」の理念をもとに、一人ひとりの能力がより生かされ、皆で楽しく作業に取り組めるようサ
ポートしていきたいと思っています。

サービス管理者：1名
生活支援員：1名
職業指導員：1名

定　　員

多機能型事業所　二葉大分

一般社団法人　リブ・トゥギャザー

大分市城崎町1丁目2番21号2階

０９７－574－5828

０９７－574－5818



◎ビルのメンテナンス作業

◎アート作品の製作　(　絵画・手芸等　）　　　　　　 ◎ゆず山での農作業

送迎範囲；事業所より15分程度の送迎時間内で
行っていますが、お気軽にご相談ください。

昨年度の実績はありません。

利用者の方々が思い描く自分の好きなこと、興味を持ったことを就労に少しでも生かし、生活基
盤の定着を図り、より豊かな生活を送るための支援を目指して活動していきたいと思っていま
す。

問合せ先 見学、体験は、いつでもお気軽にご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【097-574-5882　　　担当；廣瀬　・秋吉　】

その他
メッセージ

昼　　食 ご希望の方には、昼食を200円で提供しています。

利用料以
外の費用

イベントやレクリエーション行事によっては、一部自己負担をしていただく場合もあります。

利用方法 見学、体験利用をお勧めしています。利用内容等は、ご相談に応じます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給200円

（1日最大5時間）

送　　迎

作業内容
活動内容

◎ラーメン店での作業

◎パンの販売風景 ◎パンの袋詰め作業

Administrator
テキストボックス
最終更新：令和３年２月



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ ～10：00　来所、作業準備
年間行事等 ①10：00～10：50、②11：00～11：50、作業片付け、12：00～13：00昼食

③13：00～13：50、④14：00～14：50、作業片付け

15：00～送迎

・地域行事に参加

就労継続支援Ｂ型事業所　エース

株式会社　ＡＲＵ

大分市長浜町２丁目２番４

097-576-9599

097-576-9599

- -

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

また、飲食部門として弁当づくりやパフェ販売を行っております。

室外作業として、メンテナンス、ニラ作業などを行っております。

aru.u.co@gmail.com

http://aru-o.com/

定　　員 - - - 35

主な対象者 精神・知的・身体障害者

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

就労継続支援Ｂ型事業所エースでは、室内作業として、チラシ折り作業を始め、コーヒー

の袋詰め作業やドライフラワーなどをメインとして行っております。

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 0 2 1 2 3 1 3

女　　性 0 7 7 12 10 6 3

人数（重複可） 57

職員体制 管理者（職業指導員兼務）・サービス管理責任者（１名）・目標工賃達成指導員（１名）

職業指導員（3名）・生活支援員（3名）

利用曜日 月～土曜日

12/29～1/3正月休み

利用時間 10時～15時

在宅ワークとして、ＰＣ作業を始めアクセサリー作り等
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・チラシ折り

・コーヒー袋詰め

・ドライフラワー

・ＰＣ作業（YouTube関連他）

・飲食業（弁当やパフェなど）

・メンテナンス業

・在宅ワーク（アクセサリー作りやチラシ折り作業など）

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

15,000～35,000円／月　程度

利用方法 利用日数や利用時間等相談に応じます。

見学は随時対応可能です。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 大分市内可能（佐賀関・野津原は要相談）

弁当可能　1食300円

利用料以
外の費用

特になし

最終更新：令和　4年　10月

問合せ先 就労継続支援B型　エース

電話097-576-9599

その他
メッセージ

在宅ワークをメインとした活動を行っております。対人が苦手という方やコロナで外出を

避けているが仕事がしたいという方等が多く利用されています。

短時間でも挑戦したいという方は是非一度ご見学ください。

昼　　食



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

〇就労移行支援… 一般就労を目指す方を対象に、就労に必要な知識や能力の修得。

コミュニケーション能力や体力の向上を目指します。

〇就労継続支援… 現時点では一般企業などで働くことが不安であったり困難な方に対して

働く場を提供します。

施設管理者 （常勤・兼務） 1名 職業指導員 （常勤・専従） 3名

サービス管理責任者 （常勤・兼務） 1名 職業指導員 （非常勤・専従） 1名

就労支援員 （常勤・専従） 1名 調理員 （非常勤・専従） 1名

生活支援員 （非常勤・専従）2名 目標工賃達成指導員 （非常勤・専従） 2名

　

一日の流れ 年間行事等

8 ： 4 5 ～ 9 : 0 0 ・バレーボール大会（どげえ会）

9 ： 0 0 ～ 9 ： 4 5 ・ぶどう狩り

9 ： 4 5 ～ 1 0 : 0 0 ・ボーリング大会

1 0 ： 0 0 ～ 1 2 : 0 0 ・クリスマス会

1 2 ： 0 0 ～ 1 3 : 0 0 ・初詣・鏡開き

1 3 ： 0 0 ～ 1 4 : 4 5 ・いちご狩り

1 4 ： 4 5 ～ 1 5 : 0 0 ・吉野梅園散策

1 5 ： 0 0 ～ 1 5 : 1 5 ・久住花公園散策

1 5 ： 1 5 ～ 1 5 : 3 0 etc.

朝礼

作業　調理

休憩

作業　配達

お昼休み

作業　回収

清掃

終礼　帰宅

利用時間 ８：００　～　１６：００　（作業は　９：００　～　１５：３０）

休憩

利用曜日 月～金曜日　月に1回、土曜日にレクレーション実施。（希望者のみ）

土・日・祝祭日・お盆・年末年始は休業

職員体制

発達

人数（重複可） 4 3 22 2

女　　性 2 4 3 1

50代 60代 70以上

男　　性 4 6 4 3 2

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 精神障害者の方が中心ですが、身体障害者、知的障害者の方もいらっしゃいます。

事業内容 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型

定　　員 ６名 １４名

就労継続支援B型 地域活動支援センター

障がい福祉サービス事業所つわぶき園

社会福祉法人つわ蕗会

大分県大分市顕徳町３丁目２番２１号

０９７－５３６－３４３０

０９７－５３６－３４３１

job@tsuwabukikai.jp

http://www.tsuwabukikai.jp



■昼食弁当の調理・盛り付け・配達・回収　食器洗い

■添加物を使用していない日替わり弁当を施設で手作りしています。

■内職作業

■企業等から委託を受けた内職作業を行っています。

・導線被膜はがし　（導線を覆っているゴムやビニル等の被膜をはがす作業です）。

・箱折り　（厚紙を折り目に沿って、小さな箱を組み立てる作業です）。

・ラベル貼り　（既製品に専用のラベルを貼っていく作業です）。

・商品封入　（既製品を封入していく作業です）

　○皆勤賞　 １，０００～３，０００円 （出勤状況に応じて支給）

　○奨励賞 ３，０００円

　○特別手当 １，５００円

週1日からの利用可／利用日等は相談に応じます。

見学・体験利用も随時お受けしています。

〇一般就労 ２名

〇就労継続支援A型 １名

最終更新：平成３０年５月

問合せ先 電話番号　（０９７）５３６－３４３０　　担当：板井

ご連絡をいただき、面談⇒見学・体験利用⇒面談を経て正式に利用開始となります。

その他
メッセージ

つわぶき園での活動を通じて規則正しい生活リズムを整え、体力と自信をつけてもらい、

将来的に本人に合った働き方を実現してもらいます。

就職後も職場に定着ができるように関係機関と連携した支援をしています。

昼　　食 給食あり　１食　１００円

※体験利用時は１食３００円で提供しています。

利用料以
外の費用

なし

送　　迎 大分市内以下の地域を送迎をしています。

つわぶき園　～　明野・猪野　方面

つわぶき園　～　金池・牧　方面

つわぶき園　～　大道・古国府　方面

送迎費用は無料ですので送迎希望の方は

是非、ご相談ください。

利用方法

見学・

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

〇平成２９年度就労実績 周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

■時給３００円　　月末締めの翌月１５日支払い

■対象者には皆勤賞・奨励賞・特別手当等の諸手当もあります。

作業内容
活動内容

つわぶき園



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ ９：３０～１２：００　  作業訓練
年間行事等 １２：００～１３：００　お昼

１３：００～１５：３０　作業訓練

利用時間 ９：３０～１５：３０

利用曜日 月曜日から金曜日

（ただし、国民の休日、１月１日から１月３日は除きます）

職員体制 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

人数（重複可） 24

2

女　　性 2 2 3 1

50代 60代 70以上

男　　性 1 3 1 4 5

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 精神障害者

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

hoaki7072n@air.ocn.ne.jp

http://www.hoaki.jp/

定　　員 20

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

就労継続支援Ｂ型事業　サニーファーム

医療法人　至誠会

大分市大字大分４７７２番地２

０９７－５３５－７０７２

０９７－５４３－０６６４

mailto:hoaki7072n@air.ocn.ne.jp
http://www.hoaki.jp/


①タオル折り

　 バスタオル・フェイスタオル等の折りたたみ作業です。

②農作業

いろいろな野菜の栽培作業です。

最終更新：平成　３０年　９月

問合せ先 ０９７－５３５－７０７２（後藤）

その他
メッセージ

昼　　食 給食を提供しています。

利用料以
外の費用

送　　迎 送迎は行っておりません。

利用方法 週１日より利用可能です。

利用曜日や時間帯は相談に応じます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

①タオル折り　　時給２００円

②農作業　　　　時給２２０円

作業内容
活動内容



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 　　　　　～９：３０　　　送迎送迎
年間行事等 　９：３０～１０：３０ 作業 ・ 気分をリフレッシュして頂く為の外出

１０：３０～１０：４０ 休憩 ・ 茶話会

１０：４０～１２：００ 作業 ・ クリスマス会　等

１２：００～１３：００　　　昼休憩

１３：００～１４：００　　　作業

１４：００～１４：１０　　　休憩

１４：１０～１５：００　　　作業

１５：００～１５：１５　　　清掃

１５：１５～１５：３０　　　日報記入・送迎

利用時間 ９：３０　～　１５：３０

9:30 （年間行事）

送迎担当（非常勤専従）　　1名

利用曜日 月・火・水・木・金　曜日

（休日）　土・日曜日　　祝祭日　　盆・年末年始

職員体制 管理責任者兼サービス管理責任者　　１名

業務主任兼目標工賃達成指導員　　　1名

職業指導員（常勤専従）　　　　　　　　　２名

生活指導員（常勤専従）　　1名・　（非常勤専従）　1名

人数（重複可） 3 2 12

女　　性 3 2 1 1

50代 60代 70以上

男　　性 1 2 1 6 1

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 精神障害者・知的障害者・身体障害者

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

施設内作業をメインに行っています。

週に数回、ビルメンテナンスを希望者のみ行っています。

主な作業は、下記作業内容・活動内容をご参照下さい。

heartbridgeharukazenomori@gmail.com

定　　員 20

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

就労継続支援事業所　春風の森

合同会社　春風の森

大分市椎迫5組ー６

０９７－５８５－５５２４

０９７－５８５－５５２６
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・ニラの調整

・封筒入れ

・箱折り

・包装

・ボンド貼り

・両面テープ貼り

・はんだ付け

・ビルメンテナンス

最終更新：令和　４　年　９　月

問合せ先 就労継続支援事業所　春風の森（０９７－５８５－５５２４）

その他
メッセージ

昼　　食 無料

利用料以
外の費用

送　　迎 旧大分市内（その他の地域は、要相談）

利用方法 詳細については、直接お問い合わせ下さい。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

・施設内作業＠２２０-　　・施設外作業＠２８０－（但し、昼食代　無料）

作業内容
活動内容



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

利用時間 ９：30～16：30（開所は9：00からです）　

15：00に第1段階の作業終了と送迎があります

就職を目指す方は15：00移行の作業と個別のトレーニングがあります

利用曜日 月～土曜日（祝祭日　お盆と年末年始は休みです）

職員体制 管理者兼サービス管理責任者　１名　　職業指導員１名　生活支援員１名　

人数（重複可） 1 5 4

0

女　　性 0 3 1 0 0 0 0

50代 60代 70以上

男　　性 0 2 2 0 0 1

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 身体・精神・知的の障がい者で就労を希望する方と社会的な交流を楽しみながら、

能力の向上・維持に取組まれる方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

legareoita@able.ocn.ne.jp

定　　員 20

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

ぶらぼう作業所

特定非営利活動法人レガーレ

大分市三ケ田町２丁目３番１６号

097-535-7535

097-535-2701

１日の流れ

8:30～ 開所
9:00～10:00 作業
10:00～10:15 休憩

10:15～11:00 作業
11:00～11:15 休憩

11:15～12:00 作業
12:00～13:00 休憩
13:00～13:45 作業

13:45～14:00 休憩
14:00～15:00 作業

年間行事 レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
も
充
実
☆

新
年
会
や
お
花
見
、
紅
葉
狩
り

に
も
行
き
ま
す
♪

★作業内容

mailto:legareoita@able.ocn.ne.jp#


最終更新：令和4年10月

問合せ先 まずは097-535-7535にお電話いただき、見学や体験についてお問い合わせください

見学・体験をしてから、実際の利用登録についてお話いたします。

その他
メッセージ

現在、支援学校卒業生が利用者の中心となっています。

和やかな雰囲気での作業環境です。　

気持ちを穏やかにまずは笑顔がでる環境から始める人に向いています。

昼　　食 １食１００円で食事提供をしています（食事提供の補助対象者の方）

利用料以
外の費用

レクリエーション時における個人的な実費は個人負担となります

送　　迎 送迎料金は無料です

大分市内と周辺地域を対応しています(要相談）

大分駅東口にも送迎便を出しています。

利用方法 利用日数や時間に関して特に制限はありません

利用時間内で、ご本人の体調等に応じて利用時間を話し合って決めてゆきます

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

一般就職（障がい者雇用）1名です 周辺地図

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

作業工賃の時給は毎月の売上によって変動しています。現在100～１30円の間になっています。

単価の高い仕事が出来る人には時給のアップが出来る作業をしていただくことも検討します。

（毎日通所している人は大体月に10,000円～12,000円くらいの工賃収入になっています）

作業内容
活動内容

大分駅より車で１０分

大分バス二又停留所

より徒歩1分

14:00～15:00 作業
☆

★作業内容

・室内作業 箱折り、箱詰め、検品、組立て、電気

メーター分別などの軽作業

・施設外作業 草刈り、ビルの共用部分の清掃作業

など

★作業以外のプログラム

・社会適応訓練



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等 担当制で計画を立て行くはっぴースタディ。年に数回。

ゆう祭や忘年会など

その他、楽しいことを見つけては出かけたりします。

作業所ゆう

特定非営利活動法ゆう

大分市大字豊饒字丸田176番地の2

097-544-8892　080-1752-0946

097-544-8892

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 地域活動支援センター

oita.yu5448892@gmail.com  oita.yu5448892@docomo.ne.jp

http://sagyousyoyu.junglekouen.com/

定　　員 20

主な対象者

事業内容 自立訓練

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 1 2 1 1

女　　性 3 1 3 2 1

人数（重複可） 6 6 4

職員体制 管理者兼生活支援員（非常勤1）

サービス管理責任者（常勤1）

職業指導員（常勤1：社会福祉士・精神保健福祉士）

生活支援員（非常勤4）

利用曜日 月～金　イベントによって土・日・祝も営業（利用可）

利用時間 原則　９：３０～１５：００　イベントによっては変動有。

9：30～掃除 10:00～12：00作業　12：00～13：00昼食　13：00～15：00作業
日によって変動有。

アート鑑賞やカラオケ、ショッピングなどのイベント（不定期）。



作業内容
活動内容

「自然食品と手づくり品の店ゆう」の作業（店内販売・値付け・棚並べ・外部への販
売）

手づくり品製作（主にアート布巾縫い）

作業工賃
（就労移

行・就労継
続）

1時間100円(2018年10月現在)。

なし。

利用方法

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移

行・就労継
続）

周辺地図

　

　

　

　

昼　　食
配食サービスを利用しています。食事提供加算がある方は1食90円。
（2018年9月現在。食事提供加算の増減により変動有）

送　　迎

まずは見学へいらしてください。一緒に作業をしてみませんか？(^O^)／
※道路に面しているため、突発的な行動を取られる方はご本人の安全を確保するために
も、受け入れ出来ていません。
※身体介助の必要な方も、対応できるスタッフ体制がとれていませんので受け入れでき
ていません。

最終更新：平成30年9月

問合せ先 ゆう　097-544-8892   携帯　080-1752-0946

メール　oita.yu5448892@gmail.com　携帯oita.yu5448892@docomo.ne.jp

その他
メッセー

ジ 店内・作業所内禁煙です。喫煙者の受け入れはしていません。

利用料以
外の費用 イベントの時等に掛かる昼食代や交通費、お土産代などは自己負担です。

  ゆう 



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ １日の流れ 年間行事等
年間行事等 9：50～10：00　　朝礼・清掃 ４月　　懇親会

10：00～12：00　 作業 ８月　　防災訓練

12：00～13：00 　休憩 １２月　忘年会

13：00～14：50 　作業

14：50～15：00 　掃除・終礼 その他、食事会を開催し懇親を深めています。

利用時間 10：00～15：00

作業時間は午前中２時間、昼食休憩１時間を挟んで、午後２時間で行います。

利用曜日 月曜日～土曜日曜日（月間8日 休日制　・ローテーションにより祝祭日出勤の場合があります。）

（美容部員は、ローテーションにより日・祝祭日勤務の場合がありますが同じく月間8日休日制です。）

職員体制 A型：管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員2名

B型：管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1名

人数（重複可） 5 3 11

女　　性 1 5 4

50代 60代 70以上

男　　性 2 1 3 2 3

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 身体障害者・精神障害者・知的障害者

障害者手帳または、自立支援医療証をお持ちの方、障害者年金を受給されている方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

yuibiyo_caring@aurora.ocn.ne.jp

https://yui-taiyo.club/

定　　員 20 10

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

ゆい美容ケアリングby太陽技研

合同会社　太陽技研サービス

大分市賀来南1丁目1-79

097-549-5379

097-543-5741



利用者の希望や適応によって太陽技研部門と美容ケアリンク部門に分かれています。

①太陽技研部門

縫製業務（古布を再利用し、小物作成・防熱ミトンの製作、ミシンによる縫製業務等）

パソコン業務（帳簿データ入力、帳票の作成、ＰＯＰ・ホームページ・広告の作成）

②美容サービス員

　 美容アシスタント業務、接客等

最終更新：令和　　4年　　9月

問合せ先 見学などご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

097-549-5379（外川・中尾）

その他
メッセージ

豊かな社会生活の実現に向けて、皆様の働きたいを支援します。

昼　　食 持参していただきます。

利用料以
外の費用

A型：駐車料金　4,000円　

Ｂ型：駐車料金　通所日数×100円

研究会費　1,000円（希望者のみ）

送　　迎

利用方法 A型：ハローワークを通じて雇用いたします。

雇用契約を結んだ後、就業規則に従った利用日数で就業して頂きます。

詳しくは、弊社またはハローワークにお問い合わせください。

Ｂ型：見学後、相談支援事業所による利用計画作成を経て大分市に利用申請をします。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

送迎はありません 周辺地図

就労継続支援A型　令和3年度：1名就職

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

A型：雇用契約を結びます。　時間給で支給・854円～

その他、暫定就労手当67円/日（1,500円前後/月）

Ｂ型：158円～475円

　3ヶ月毎に作業評価を行い基本工賃の判定を行います。

作業内容
活動内容



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ 年間行事

・花見会

・バレーボール大会

・七夕会

・ソフトボール大会

・ボーリング大会

・クリスマス会

・日帰り旅行　　　　　など

・日帰り旅行　　　　　など

・日帰り旅行　　　　　など

ぶどう狩り

梨狩り

いちご狩り など

14:20～15:20

15:20～15:40 清掃・終礼

14:00～14:20

作業・回収

作業

休憩

30代 40代

サービス管理責任者　1名（常勤/専従）

9名

生活支援員　３名（常勤/専従1名・非常勤/専従2名）　　　

管理者　1名（常勤/兼務）

１名

6名

10名

70以上年齢・性別 10代 60代

精神障害者、知的障害者、身体障害者、難病等対象者の方

50代

・外食会

事業内容

利用者構成

〇就労継続支援B型～生産活動等を通じて知識及び能力向上のための支援を行うと共に、就労

１9名

　8:30～16:30

月～金曜日（土曜日は月に２回程度開所しレクを行う。）

職業指導員　4名（常勤/専従1名・常勤/兼務1名・非常勤・専従２名 ）

日・祭日・お盆・年末年始は休業

9:50～10:00

10:00～11:00

11:00～11:10

11:10～12:00

13:00～14:00

昼食・休憩

目標工賃達成指導員　１名（常勤/専従）　　　調理員　１名（非常勤/専従）

発達障害種別 身体

人数（重複可）

知的

3名

女　　性 1名 7名 3名

3名

1名2名

4名

難病

定　　員 20

就労継続支援A型 就労継続支援B型 地域活動支援センター

利用曜日

主な対象者

職員体制

097-574-9102

097-574-9102

男　　性

利用時間

就労サポート事業所　ミチテル

mititeru7@yahoo.co.jp

20代

自立訓練 就労移行支援

http://tsuwabukikai.jp

社会福祉法人　つわ蕗会

大分市賀来北1丁目11-29

　　　　　　　　　　　　の機会を提供します。

8:50～9:00

9:00～9:50

精神

12:00～13:00

朝礼

作業

休憩

作業・配達

休憩

作業・配達



・昼食弁当の製造・販売（調理・配達・回収・弁当箱の洗浄など）

・

（野菜栽培・カボスの収穫・イモのつる切り等）

農作業（JAおおいた委託、自主農園）

た支援を行っています。また、就労定着支援事業を実施しており、一般就労をされた方はこの

その他
メッセージ

ミチテルでは、利用される方の意向、適性、生活環境等を踏まえた支援計画を基に就労に向け

１食１００円でご利用できます。

平成３０年度（２名）　　介護・物流

見学・体験利用は随時お受けしていますのでご連絡ください。

就労サポート事業所　ミチテル　TEL/FAX 097-574-9102

利用日、利用時間等につきましては、個人の状況に応じた利用が可能ですのでご相談ください。

令和3年度　最高支給額42,000円/月

時給３００円～４００円/奨励金２，５００円（１ヶ月最高）/１日の作業時間５時間 

工賃支給日ー月末締めの翌月１５日支払い。

最終更新：令和４年10月

現在3ルートで送迎を行っています。

（大分市内・由布市内）

送迎費用は無料です。

利用を希望される方はご相談ください。

サービスを受け安定して勤務をされています。

社会福祉法人　つわ蕗会

なし

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

利用方法

問合せ先

送　　迎

昼　　食

利用料以
外の費用

　

　

　

　

(特別注文の弁当も承っています）

令和元年度（２名）　　調理・販売

令和２年度（１名）　　 事務職

令和3年度（１名）　　 製造業

・イベントでの食品販売

・企業からの受託作業

（検品・梱包・シール貼り・箱の組立てなど）

周辺地図一般就労者実績



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

 8:30～ 8:40      朝礼
 8:40～12:00     各作業
12:00～13:00     昼休み
13：00～14:45    各作業
14:45～15:00     片付け（清掃）・終礼
＊休憩については、作業ごとで必要に応じてとっていま
す。　　　　　　　　（最低午前、午後の２回。１５分づつ）

利用曜日 基本　月曜日～金曜日

利用時間 8時30分～15時

職員体制 管理者1名(兼)、サービス管理責任者1名、目標工賃達成指導員１名、生活支援員2名、

職業指導員7名、事務員1名

3 0 1 0

60代 70以上

男　　性 2 4 3 2 3 4 1

40代

障害種別 身体 知的 精神

50代

女　　性 0 2 1

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代

人数（重複可） 3 8 15

主な対象者 障がい者手帳、又は自立支援医療証をお持ちの方又は障がい者年金を受給されている方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

定　　員

ジョイファーム大分

合同会社　ジョイファーム大分

大分市賀来北2丁目2番22号

097－578－8705

20

097－578－8706

joyfarm-oita@jeans.ocn.ne.jp

www.joyfarm-oita.co.jp

苺やいちじくの果実栽培・畑作業を中心に、内職･製パン・販売等の多様なサービス提供にて
自分にあった作業内容を体験できるように努めています。
送迎を実施しており、利用し易く務めています。

農作業（繁忙期）、イベント参加等のため、土･日･祝日に出勤の場合があります。
（その場合は平日が休みになります。）

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援
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１．農作業（イチゴ・イチジク）・施設栽培（キクラゲ）・露地野菜づくり

2. 農産物の加工、販売

３．社内にてクラフト作業

４．パン製造、販売の補助

最終更新：令和　４　年　１０　月

問合せ先 上記電話かファックスにてお問い合わせください。

その他
メッセージ

1人1人が自分にあった作業を行い、それぞれが光れる支援を行っていきます。

希望の方に提供しています。（1食受給のある方は100円、受給のない方は400円となります。）

利用料以
外の費用

レクレーション等で参加料をご負担いただくことがあります。(参加者のみ)

昼　　食

送　　迎 あり。（無料　４ルート）

1、高城方面　2、稙田方面　３、挟間・由布方面

駐車場有り。（交通費無し）

４、南大分方面

利用方法 見学、体験、面談等随時相談。

無理のない範囲で利用可能です。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給制（作業内容等による）

200円～　　

皆勤賞別途支給

月末〆にて翌月20日支給

ジョイファーム大分



施設名称

設置主体

施設住所

T　E　L

F　A　X

E-MAIL

HPアドレス

一日の流れ

年間行事等

利用時間 ９：３０～１５：３０　　　

８：３０　送迎開始
10：00　朝礼
1５：00　終礼
1５：30　送迎開始
15：30　日中一時支援開始
１６：30　日中一時支援送迎開始
17：30　終業

利用曜日 月曜日～金曜日

管理者・サービス管理責任者　１

目標工賃達成指導員　　　　   １

職員体制 職業指導員　　　　　　　　　  　１

生活支援員　　　　　　　　　  　２　　　

人数（重複可） 5 11

女　　性 2 2

50代 60代 70以上

男　　性 5 5 1 1

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

ec-honbu@-gr.com

定　　員 13

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

ワークスクエア

就労継続支援B型

大分市賀来北二丁目16番

０９７－５７４－７６６２

０９７－５７４－７６６４

mailto:ec-honbu@-gr.com


・アメニティの仕分け作業

・アメニティの仕分け作業袋詰め 作業

・名刺、広報誌、年賀状作成

・納品作業

・お好み焼き、焼きそば販売

・祝日は外出イベントを企画

・祝日は室内イベントを企画

て

最終更新：令和　　4　年　　10月

問合せ先 大分市賀来北二丁目16番　ワークスクエア　　　　 TEL０９７－５７４－７６６２

見学、体験等あり

その他
メッセージ

昼　　食 給食あり

利用料以
外の費用

送　　迎 大分市内及び隣接地域とする

利用方法 特になし

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

特になし 周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

令和3年度平均工賃　　6017円

作業内容
活動内容


