
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

利用曜日

原則、月曜から土曜（イベント参加等により日曜が勤務になることもある）

週5日勤務（シフト制による）

前月に希望休の聞き取りを行い、勤務表を作成（定期通院等配慮）

利用時間 ①  ９：３０～１５：３０（施設勤務　うち５時間）

②  ８：３０～１４：３０（店舗勤務　　　５時間）

職員体制 管理者　　　　　　　　 　　1名（常勤兼務）

サービス管理責任者　　1名（常勤）

生活支援員　　　　　　　 1名(常勤）

職業指導員　　　　　　 　2名（常勤1名、非常勤1名）

人数（重複可） 0 4 5

女　　性

50代 60代 70以上

男　　性 1 3 4 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 障害をお持ちの方で、就労を希望される方。

一般就労希望の方で、そのステップとして利用希望の方。

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

就労継続支援A型事業所（雇用型）の福祉サービスとなります。

作業内容は、施設内での菌床栽培と施設外の受託作業（店舗でのお総菜製造、データ入力、
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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

各種軽作業）をしています。面談を行い、本人の特性にあった業務を行ってもらいます。

将来の一般就労に向けて必要なスキルを身につけられるよう支援を行います。

定　　員

ハートコープおおいた青崎事業所

株式会社ハートコープおおいた

大分市青崎1丁目9番35号

097-529-9105

097-529-9103

heart-i@oita.coop

http://heart-coop.com/

①施設勤務
９：３０ 出勤・朝礼
１０：００ 午前作業

（休憩１０分）
１２：００ 昼休憩
１３：００ 午後作業

（休憩１０分）
１５：１５ 日誌記入
１５：３０ 退社

②店舗（施設外就労）

８：３０ 出勤

作業開始

１２：００ 昼休憩

１３：００ 午後作業

１４：３０ 日誌記入・退

社

mailto:heart-i@oita.coop
http://heart-coop.com/


問合せ先

☎097-529-9105　　📠097-529-9103　　✉heart-i@oita.coop

その他
メッセージ

ハートコープおおいたで『働きたい』『働いてよかった』と本人も家族も思えるような施設を目指し

ています。

施設見学を希望される方は、一度連絡下さい。

昼　　食 食事提供サービスあり。

利用者負担　一食あたり100円

利用料以
外の費用

行事等活動時は実費

送　　迎 鶴崎駅から当事業所まで（無料）

自家用車での通勤可（無料駐車場有）

利用方法 雇用契約を結んだのち、就業規則による利用日数になります。

詳しくは、お気軽にお問合せください。

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　　就職者２名 周辺地図

　　　　　　　　（食品製造業 １名、農業関係 １名）

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

大分県最低賃金＋交通費

令和３年度　平均月額賃金 ・・・ 82,785円

作業内容
活動内容

（収穫の様子） （パック作業） （店舗内作業の様子）

（入力作業の様子）

生産部門 施設外受託部門

生産部門・・・施設内で菌床の栽培を行っています。
しいたけは、主にコープおおいたと取引を
行っています。

施設外受託部門
・・・コープ大分の店舗でお惣菜の製造を行っ

て
います。また、コープおおいた本部事務所

内



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　送迎 ９：１５　センター着 ・健康チェック　１０：００入浴・機能訓練　１２：００昼食

１３：３０機能訓練・レクリエーション　１５：００おやつ　１５：４５送迎

年間行事等 初詣・萬弘寺参拝・敬老会・運動会・年末お楽しみ会

身体障がい者デイサービスセンターはなぞの

社会福祉法人　穂燈舎

大分県大分市花江川４－２８

０９７－５２１－２７４０

０９７－５２１－２７１９

就労継続支援B型 就労定着支援
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day_hana@hyakkaen.or.jp

www.hyakkaen.or.jp/hanazono/z_tuusyo.htm

定　　員

就労移行支援 就労継続支援A型

主な対象者 ６５歳未満の自立度の高い方

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 2 1

女　　性 2 1

人数（重複可） 4 3

職員体制 事業所長１名（兼務）

生活相談員２名（兼務）

介護職員２名

利用曜日 月曜日～土曜日・祝日・祭日

※但し5月3日～5日・8月13日～15日・12月31日～1月3日を除く。

利用時間 ８：００～１７：００

サービス提供時間　月～土・祝日・祭日９：２０～１５：３０



創作活動・機能訓練・脳トレーニング・レクリエーション等

周辺地図
　

施設内の厨房から昼食がでます。

※1食550円

おむつ代・コピー代等

身体障がい者デイサービスセンターはなぞの ℡０９７－５２１－２７４０

明るい職員勢揃い元気いっぱいで営業しています、是非一度見学にお越し下さい。

作業内容
活動内容

昼　　食

利用料以
外の費用

問合せ先

ﾒｯｾｰｼﾞ

坂ノ市・大在・鶴崎近辺送　　迎



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 特になし(今後、状況に応じて検討していきます)
　※令和２～３年度は、年に２～３回ほど、希望者のみ食事会を開催

8:00　　   作業開始
12：00　　昼食休憩(１時間)
　　　　　　  ※日によって13時や14時休憩となります
17：00　　作業終了

※月に２～３回程度、全員が出勤している時間帯にミーティングを
行うことがあります。

ミネラルウォーターの製造計画に基づき、８時から１７時の間で実働５時間となるよう、早出遅出などに分かれた
シフト制となります。

就労継続支援A型事業所シリウス

株式会社極東プラネット

大分市大字迫1000番１  極東リバープレイスオフィス棟B

097-576-7996

097-576-7997

k-planet01@cap.ocn.ne.jp

地域活動支援センター

定　　員 10

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代

主な対象者 精神障がい、知的障がい、身体障がい、発達障がいのある方
自立支援医療受給者証をお持ちの方　等

清潔・衛生面に関して注意し、ご自分できちんと管理できる方(お水も食品なので必須です)

事業内容

障害種別 身体 知的 精神

50代

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

60代 70以上

男　　性 2 2 3 1

40代

女　　性 2

職員体制 管理者　１名

サービス管理責任者　１名(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士資格有)

生活支援員　１名(常勤)

職業指導員　１名(非常勤)

発達

人数(重複可）

身体障がいの方は、現在２名(内部障害１名、軽度の肢体不自由１名)です。

2 3 3 2

利用時間 8:00～17：00(通常)の間の６時間(１時間休憩)

兄弟会社より、ミネラルウォーターの製造業務及びウォーターサーバーのメンテナンス業務を委託され、生産
活動を行っています。屋内での作業となり、各作業室には基本的にエアコンを設置しております。

利用曜日 月曜日～金曜日(月曜日が祝日の場合のみ休業となり、その他の曜日が祝日の際は開所となります)

長期休暇あり(GW、年末年始、その他)
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鶴崎駅から徒歩40分
つるさき食品 同敷地内

令和２年度にオープンしたばかりの事業所です。効率や生産性を一緒に考えながら利用者の皆さんと”仕事づくり”にも取
り組んでいます。見学だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

ただし、①利用当初の体調等により、週５日勤務が難しい場合には、週５日勤務することを目標とし、週３日程
度から利用開始することは可能、②ご家庭の事情等で祝日の勤務が難しい場合にも相談可

◆ミネラルウォーターの製造

①空になったボトルが再使用できるかの検品
　(傷や汚れがないか、異臭がしないか等の確認)
②出来あがったお水入りボトルの検品
　(異物が入っていないか、破損していないか等の確認)
③お水入りボトルの積み込み・保管・移動
④ボトルに貼付されているシールの貼り替え　等

①ウォーターサーバー本体のメンテナンス
　(汚れ落とし、殺菌・洗浄、パーツ交換等)
②ウォーターサーバーのパーツの洗浄
　(洗浄、拭き上げ等)　　等

◆事務作業(必要な時のみ)

作業内容
活動内容

◆ウォーターサーバーのメンテナンス

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給825円～(令和４年４/1現在)　

実績に応じて、年に２回賞与を支給

※令和２年度、令和３年度ともに全利用者に賞与支給実績あり

　

　

　

　

利用方法 A型事業所のため、月曜～金曜の週５日を基本とする

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　雇用契約締結者数　12名 周辺地図

利用料以
外の費用

原則なし

※保健衛生費・日用品費などはご負担いただく場合があります。

送　　迎 なし

現在、自動車、バイク、自転車、徒歩で通勤されています。

自動車通勤の場合、1000円/月で駐車場を利用できます。

条件によって、交通費を支給します。(月額2000円まで)

問合せ先 担当：灰崎(サービス管理責任者)　　TEL：080-3997-0555　

見学や体験などいつでも可能です。募集をする際には原則、ハローワークに掲載します。

その他
メッセージ

ミネラルウォーターに関するチラシやパンフレット、お客様へ
の封書の作成など

昼　　食 各自にて準備



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
年間行事等

10:00～掃除・ストレッチ ・お花見

10：30～10:50    作業 13:00～13:50    作業 ・海水浴

10:50～11:00  　 休憩 13:50～14:00  　 休憩 ・ピクニック

11:00～11：50　　作業 14:00～15：50　　作業 ・クリスマス会

11:50～12：00　　休憩 14:50～15：00　　休憩 ・食事会

12:00～13:00　昼休憩 15:00～　　　　　　送迎 ・芋掘り

オレンジリワークセンター

一般社団法人　LBM

大分市横田2丁目15‐15

097-576-9072

097-576-9073

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、就労の機会も提供します。

rework1107@gmail.com

定　　員 20

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

・就労継続支援B型事業所

地域活動や生産活動を通して、自立に向け知識や能力向上の支援を行います。

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 1名 4名 3名

女　　性 1名 2名

人数（重複可） 1 2 10

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　　　　　　　　 2名　　　生活支援員　　　　　　　  1名　

目標工賃達成指導員　　 1名　　　調理員　　　　　　　　　　　1名

利用曜日 月～金曜日（月に2回ほど土曜日や日曜日にイベント行事を行っています）

土曜日、日曜日、祭日、お盆、年末年始は休業

利用時間 10時～15時
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軽作業・農作業・地域活動作業・

・地域の方からの依頼作業（ごみ捨て・草取り・掃除など）

・企業からの受託作業（シール貼り・チラシ折り・ポスティングなど）

・地域共生型ファームでの農作業（野菜の生産、収穫・草刈りなど）

・TSUBOMI CAFÉでの職場実習（調理補助・洗い物・掃除など）

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給・・・室内作業（軽作業）300円　　　　外作業（農作業・地域活動作業など）・・・350円

皆勤賞・・・4000円、準皆勤賞・・・2000円

工賃支給日・・・月末締め、翌月25日支払い

利用方法 見学・体験など随時行っています。

利用日、利用時間等はについてはご相談ください。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 あり

送迎費は無料となります。

送迎地域についてはご相談ください。

昼　　食 1食50円（ご飯大盛は80円）・・・（食事提供加算該当の方）

栄養バランスを考えた手作りの昼食を提供しています。

利用料以
外の費用

なし

最終更新：令和　　4　年　10　月

問合せ先 一般社団法人　LBM　就労継続支援B型事業所　オレンジリワークセンター

TEL　097-576-9072　　　　FAX　097-576-9073

その他
メッセージ

オレンジリワークセンターでは、地域活動を通して一人一人が活躍する場を一緒に考えていきます。

お気軽にご相談ください。



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 ①9：30～10：40　作業　 年間行事
年間行事等 ②10：40～10：50　休憩 鏡開き

③10：50～12：00　作業 花見

④12：00～13：00　昼食・休憩 ランチ会

⑤13：00～13：50　作業 クリスマス会　等

⑥13：50～14：00　休憩

⑦14：00～14：45　作業

⑧14：45～15：00　片付け・清掃

⑨15：00　　　　　　　送迎

ひより

ek link株式会社

大分市政所2223-71

097-565-5666

097-565-5665

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

hiyori@eklink.jp

https://www.eklink.jp

定　　員 20

主な対象者 知的・精神・身体に障害のある方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

一般の就労が困難な方に対して、就労・生産活動その他の活動を通じて、その知識及び能力の

向上のために必要な支援を行います。

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 1 2 4 3 1

女　　性 1 1 5

高次脳機能

人数（重複可） 7 5 9 1

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　3名

利用曜日 月～金曜日。土曜日開所の場合あり。

利用時間 9：30～15：00
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自動車のゴム製品のバリ取り作業

いろいろな部品がありますので、ご自身の状態に合わせて作業を行っていただきます。

唐辛子の栽培

苗から生育し、収穫まで作業していただきます。

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

令和3年月平均　14997円

利用方法 下記に電話連絡をいただき、相談員の方と調整させていただきます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

実績なし。 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 要相談。　

送迎利用となった場合でも費用は掛かりません。

昼　　食 希望者に1食50円で提供しています。（自己負担額により変動の可能性があります。）

利用料以
外の費用

原則無料。

最終更新：令和　4　年　10月

問合せ先 097-565-5666（ひより）

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 年間行事等
年間行事等 ・バーベキュー大会

・忘年会

※その他レクレーションは都度計画します。

就労継続支援Ｂ型事業所　勇輝（ゆうき）

株式会社　ＫＯＵＳＨＩＮ

大分市城原2471番

097-578-7800

097-578-7899

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

での箱折作業、手工芸品制作作業、乾物制作作業を行っています。

またメンテナンス作業、ＪＡ等の施設において委託業務を行っています。

koushin@citrus.ocn.ne.jp

https://takanobukitsuki.wixsite.com/my-site

定　　員 20

主な対象者 障がいをお持ちの方で、工賃の向上を望まれる方。

一般就労も視野に入れたステップアップをお考えの方。

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（非雇用型）の福祉サービスとなります。

作業内容は提携農園での施設外就労（植え付け〜収穫、レタス出荷に関わる全般作業）、室内

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 1 1 1

女　　性 1 4 1

人数（重複可） 4 3 3

落ち着いて作業できる構成となっています。

若い方から年配の方までアットホームな雰囲気で作業を行なっています。

職員体制 管理者　1名　サービス管理責任者資格、介護福祉士資格

職業指導員　2名

生活支援員　3名

賃金向上達成指導員  1名

利用曜日 月曜日 ～ 土曜日

日曜日、祝祭日、盆連休、正月連休あり。

利用時間 9：30 ～ 15：30

作業内容、作業状況により前後する事あり。

9：30～10：50 朝礼・仕事

10：50～11：00 休憩

11：00～12：00 仕事

12：00～13：00 食事

13：00～14：00 仕事

14：00～14：10 休憩

14：10～15：20 仕事

15：20～15：30 掃除

15：30～15：30 終礼・送迎
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農作業 提携農園でのレタスの植え付け～収穫、出荷に関わる作業を行なっております。

室内作業 箱折作業を実施。又、手工芸品制作業等を行ないイベントに参加しています。

委託作業 定期メンテナンス作業、ＪＡ等の委託作業を行っております。

作業内容
活動内容

農園作業 手芸品制作 イベント参加 箱折作業

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

作業工賃、250円～600円

作業スキルに応じた工賃を設定。

皆勤賞：5,000円　※繁忙期については10,000円（R3年実績）

利用方法 随時問い合わせにて確認お願いします。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

1名 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 送迎サービス有り。

※送迎についてはご相談下さい。

食事提供サービスあり。

利用者負担　一食あたり100円

利用料以
外の費用

農作業が行える準備品は必要です。（長靴 ・ タオル等）

ＪＡ委託作業

最終更新：令和　4年　9月

問合せ先 見学を希望される方はお電話下さい。（ＴＥＬ：097-578-7800）

その他
メッセージ

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

一日の流れ 1日の流れ
年間行事等 9:30～10:00 朝礼・移動 年間行事

10:00～10:45 作業① お楽しみ会
10:45～11:00 休憩 お花見
11:00～12:00 作業② クリスマス会
12:00～13:00 給食・昼休み
13:00～13:45 作業③
13:45～14:00 休憩
14:00～15:00 作業④

15:00～15:25 片付け・清掃・日誌

15:25～15:30 終礼

15:30～　　　　退所

9 10 1

障害種別

利用時間 9:30～15:30

その他

サービス管理責任者1名（常勤）

女　　性 1 1 4 2

利用曜日 月～土曜（お盆・年末年始を除く）

※行事等の関係で日曜開所する場合もあります。

職員体制 管理者1名（常勤）

生活支援員8名（非常勤8名）

職業指導員5名（常勤1名、非常勤4名）　　　　　　　 常勤換算7.5:1に対応

賃金向上達成指導員（常勤1名）常勤換算6:1に対応

利用者構成

人数（重複可） 2

50代 60代 70以上

身体 知的 精神

主な対象者

男　　性 2 4 2 3 1

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

事業内容 自立訓練

石鹸製造・販売・メンテナンス・農作業・事務作業（パソコン他）・芝生手入れ

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 地域活動支援センター

さくら親児会

有限会社さくら荘

大分市大字下徳丸176-1/大分市大字城原1889番地（出張所）

097-574-9938/097-592-3343（出張所）

097-500-6266

shogai@sakuraoyajikai.com

https://www.sakuraoyajikai.com
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石鹸製造：販売：石鹸工房にて天然素材100％の「アラオウエ」シャンプー・ボディソープを

手作り・販売

・メンテナンス：さくら荘（アパート）の清掃・入居前，退去後の居室メンテナンス

・農作業：野菜作り，草刈り，芝手入れ

・事務作業：パソコン入力

最終更新：令和　　　4年　　 10月

問合せ先 月～土曜の日中（9:00～17:00）受付、見学は随時受付

その他
メッセージ

見学は随時受付してます。お気軽にご連絡ください。（097-592-5535）

昼　　食 1食160円

利用料以
外の費用

利用方法 見学をしていただき、実習を経て、相談事業所へ依頼後、サービス開始となります。

サービス開始後は就業規則を原則とした利用日数となります。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

ありません 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 大分市東部

（その他の市内については、御相談に応じます。）

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

（平均）73,000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 1日の流れ
年間行事等 9:30～10:00 朝礼・清掃・移動 年間行事

10:00～10:45 作業① お楽しみ会
10:45～11:00 休憩 お花見
11:00～12:00 作業② クリスマス会
12:00～13:00 給食・昼休み 成人式参加
13:00～13:45 作業③ 防災避難訓練
13:45～14:00 休憩
14:00～15:00 作業④

15:00～15:25 片付け・清掃・日誌

15:25～15:30 終礼

15:30～　　　　退所

サービス管理責任者1名（常勤）

shogai@sakuraoyajikai.com

https://www.sakuraoyajikai.com

定　　員 20

50代 60代 70以上

男　　性 1 2 2 3 2 1

カサデさくらB

有限会社さくら荘

大分市大字城原1917番地

097-592-5535

097-500-6260

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

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）

をお持ちの方

事業内容 自立訓練

メンテナンス・農作業・ウコッケイの飼育・調理用野菜の下準備・事務作業

2 1

職員体制 管理者1名（常勤）

生活支援員１名（常勤1名）

職業指導員2名（非常勤2名）               常勤換算7.5:1に対応

目標工賃達成指導員1名（常勤）　　　　　 常勤換算6:1に対応

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

女　　性

精神

人数（重複可） 3 6 7

利用曜日 月～土曜（お盆・年末年始を除く）

※行事等の関係で日曜開所する場合もあります。

利用時間 9:30～15:30
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・ウコッケイの飼育

・農作業：野菜栽培、収穫、納品、草とり、芝生手入れ

・ポリエステルバンドカット作業（外部受注）

・事務作業

・メンテ作業

・手芸（布製小物作成）

・リサイクル作業（空き缶、ペットボトル）

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

月額：20,000円～40,000円

利用方法 見学をしていただき、実習を経て、相談事業所へ依頼後、サービス開始となります。

サービス開始後は就業規則を原則とした利用日数となります。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

ありません 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 大分市東部

（その他の市内については、御相談に応じます。）

最終更新：令和　　　4年　　 10月

問合せ先 月～土曜の日中（9:00～17:00）受付、見学は随時受付

その他
メッセージ

見学は随時受付してます。お気軽にご連絡ください。（097-592-5535）

昼　　食 1食160円

利用料以
外の費用



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 9:30～10:00 朝礼・移動 年間行事

10:00～10:45 作業① お楽しみ会
10:45～11:00 休憩 お花見
11:00～12:00 作業② クリスマス会
12:00～13:00 給食・昼休み 成人式参加
13:00～13:45 作業③
13:45～14:00 休憩
14:00～15:00 作業④

15:00～15:25 片付け・清掃・日誌

15:25～15:30 終礼

15:30～　　　　退所

利用時間 9:30～15:30

利用曜日 月～土曜（お盆・年末年始を除く）

※行事等の関係で日曜開所する場合もあります。

職員体制 管理者1名（常勤）

生活支援員7名(非常勤）

職業指導員5名（常勤1名、非常勤4名）　　　　　　常勤換算7.5:1に対応

目標工賃達成指導員（常勤1名）　　 　　　　　　　 常勤換算6:1に対応

利用者構成

人数（重複可） 4 11 7

障害種別 身体

サービス管理責任者1名（常勤）

知的 精神

女　　性 1 2 2 3 1 1 1

50代 60代 70以上

1男　　性 3 2 1

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

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）

をお持ちの方

事業内容 自立訓練

メンテナンス・木工作業・手芸、陶芸の小物製作と販売

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 地域活動支援センター

カサデパドレ

有限会社さくら荘

大分市大字城原1914番地

097-574-7099

097-500-6260

shogai@sakuraoyajikai.com

https://www.sakuraoyajikai.com
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・室内メンテナンス

・事務作業

・授産品製作（木工、手芸、陶芸、紙すき）

・音楽活動（授産品販売促進活動として）

利用方法 見学をしていただき、実習を経て、相談事業所へ依頼後、サービス開始となります。

サービス開始後は就業規則を原則とした利用日数となります。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労継続）

最終更新：令和　　　4年　　　 10月

問合せ先 月～土曜の日中（9:00～17:00）受付、見学は随時受付

その他
メッセージ

見学は随時受付してます。お気軽にご連絡ください。（097-592-5535）

昼　　食 1食160円

利用料以
外の費用

ありません 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 大分市東部

（その他の市内については、御相談に応じます。）

作業工賃
（就労継続）

（B型）20,000～40,000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

年間行事等 9：00　朝礼　掃除

①9：30～10：10　②10：25～11：05　③11：20～12：00

昼休憩（12：00～13：00）

④13：00～13：40　⑤13：55～14：35　⑥14：50～15：30

15：30～16：00　掃除　終礼

5周年記念祭（4月）　うみたまご見学（6月）　クリスマス会（12月）など

上記以外にも買い物支援等開催予定

多機能型事業所　明日の輪

社会福祉法人　豊肥福祉会

大分市大字佐野4453番地

097-578-6611

097-578-6622

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

箱折り黒米選別・ビニール袋折他内職関係を本人に合った作業を行ってもらいます。

asunowa@iaa.itkeeper.ne.jp

http://houhifukushikai.jp/asunowa.html

定　　員 30

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型では、施設外就労で農作業やアパートメンテナンス、室内作業では、るいさの

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 5 4 4 6 7 2

女　　性 1 1 2 1 3 2 0

人数（重複可） 0 15 31

職員体制 管理者（兼務）サビ管（兼務）職業指導員（7名）・生活支援員（2名）・目標達成指導員（1名）

利用曜日 月～金曜日。土曜日開所の場合もあり。月８休

12/31～1/3まで正月休み

利用時間 9：00～16：00



・内職市場より依頼があった作業（シール貼り・箱入れ・コーヒー袋詰め等）

年間を通じて、黒米の選別作業（黒米内に欠けているものや白いもの等）不良の米を選別する

作業を行う。また、箱折り作業（月間5,000～10,000個程度）

黒糖の袋折作業（月間3,000程度）は定期的に作業としております。

施設外作業として、芋の蔓切り作業やカボス収穫をはじめ農作業一般、墓掃除やアパートメンテ

ナンス・草刈等メンテナンス業等行っている。

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

10,000円/月　程度

利用方法 下記に問合わせいただき、相談員の方と調整を行います。

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 大分市内であれば可能ですが、時間帯等要相談

昼　　食 1日400円

利用料以
外の費用

特になし

最終更新：令和3年2月

問合せ先 電話097（578）6611

担当　河野　伸次

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 １日の流れ 年間行事
年間行事等 午前 鏡開き

９時１５分～10時30分 節分

10分休憩 春季レクレーション

10時40分～１２時 カラオケ大会

12時～13時　昼食・昼休憩 夏季レクレーション

13時～14時 秋季レクレーション

10分休憩 防災訓練

14時～15時 クリスマス会

フローラ

合同会社　さわらびの会

大分市大字屋山1890-1

097-511-7558

097-511-7558

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

sawarabioh@outlook.jp

https://flora-bgata.com

定　　員 20

主な対象者 知的障害者・精神障害者・身体障害者

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

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 1 2

女　　性 2 2 1 1

人数（重複可） 4 3 5

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

利用曜日 月・火・木・金・土

利用時間 9:15～1５:00
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施設内作業 施設外作業

衣料品の検品・袋入れ ニラの計量・輪ゴムでの結束

アメニティーグッズのセットづくり ケーキ箱の小分け

ケーキ箱の小分け ミニトマトの計量・パック詰め

周辺地図

ファミリー

マート

小佐井

TOTO 小学校

大分東高校

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

令和4年1月分工賃実績　　時給210円～303円　(下記各種手当を含む)

皆勤手当3000円/月　　精勤手当1000円/月　　ニラ手当500円/日

※ホームページにて前月工賃実績を毎月公表(大分B型フローラで検索)

利用方法 週2日からでも利用可

時間等は応相談

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

一般就労1名

送　　迎 無料

昼　　食 無料

利用料以
外の費用

特になし

最終更新：令和　　4　年　9　月

問合せ先 097-511-7558

その他
メッセージ

飽きの来ない作業をめざし一日中同じ内容の作業にならないように心がけています。

フローラ







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 詳細はホームページをご覧ください。
年間行事等

・成人祝賀会への参加（新成人をお祝いするために歌や朗読を行ったりします）

・シェイクアウト訓練などの地震や火災による被災時対応訓練（年数回、実施）

・各地域での地域交流を目的としたイベントやバザーなどでの外出販売

・県内外への社会見学旅行を年1回、実施

・（社福）暁雲福祉会の各事業所合同で開催する「運動会」へ参加

・大分県や大分市などの行政が主催する障がい者対象の交流イベントへの積極的な参加

・障がい者の方々の人権啓発のためのコンテストなどへの応募（絵画や写真、詩など）

八風・be

社会福祉法人　暁雲福祉会

大分県大分市大字市尾798番地の１

097-593-4488　

定　　員

097-593-4666

be-happu.0741@tuba.ocn.ne.jp

http://www.happu-en-1981.jp

の通所施設です。「人間礼拝」の法人理念の下、一人ひとりの障がい特性に応じた就労・生活

0 0

就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援

精神

八風・beでは就労継続支援事業Ｂ型（定員10名）と生活介護（定員10名）を行っている多機能型

0

施設内にて「森のクレヨン」パン販売ブースやギャラリーにて障がい者アートなど展示会を開催。

・ミュージックセラピー・アートセラピーに月に1回のペースで参加しています。

40代

障害種別 身体 知的

地域活動支援センター自立訓練事業内容

10

就労移行支援

支援に取り組んでいます。Ｂ型では主にクッキーやかりんとうの製造販売や清掃（除草）作業など

0

主な対象者 知的障がい者の方が主となります。

女　　性 0 2 1 1 0

男　　性 0 2 2 1

60代年齢・性別 10代 20代 50代

職員体制 管理者１名、サービス管理責任者１名、支援員5名、事務員１名

管理者をはじめ、スタッフ一人ひとりが「利用者の主体性」を大切に日々の支援に取り組んでいます。

利用者の方を中心に、そのご家族の方々にも相談等の業務を通じて広くつながりを持つことに努め、

双方の発展的関係性の構築に努めています。

70以上

利用曜日

人数（重複可）

利用者の方々の平均年齢は若く、施設内外を問わず様々な作業やイベントに積極的に取り組んでいます。

1 10

利用者構成 30代

利用時間 （Ｂ型）9：30～15：30

に取り組んでいます。バザーへの出店など積極的に利用者の方の社会進出に努めています。

（生活介護）9：30～15：30

（Ｂ型、生活介護の場合）月曜日～金曜日が通所日となります。基本、土曜日と日曜日が

休日となりますが、状況により通所日となる場合があります。

http://www.happu-en-1981.jp

mailto:be-happu.0741@tuba.ocn.ne.jp
http://www.happu-en-1981.jp/


詳細はホームページをご覧ください。

送迎車両を運行。送　　迎

昼　　食 給食

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

（Ｂ型）月額支給（平成２9年度平均月額）１７，０００円

利用方法 施設のご利用等に関する質問は、下記の「問い合わせ先」まで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）

作業内容
活動内容

特にありません。

http://www.happu-en-1981.jp

利用料以
外の費用

（ＴＥＬ）　097－524－2424　（メール）　wind2828@hyper.ocn.ne.jp

「明るく、仲良く、楽しく」をモットーとし、様々な行事や作業を通じて、一人ひとりの“笑顔”を

日々の支援のなかで育むことをめざしている事業所です。

特にありません。

③清掃（除草）作業
公園や霊園（墓地）などの清掃作業ならびに除草作業に取り組みます。宅地、畑などの定期
的除草も行っています。

（その他）専任講師によるミュージックセラピーやアートセラピー（絵画）への参加。

(B型の主な作業）
①製造作業（クッキー）
工場内では計量やミキシングなど複数の工程の中から自分の得意な作業を分担します。作業
室ではラベル貼りやリボン付け等、一つ一つ心を込めて丁寧に商品化します。

②販売作業
別福祉サービス事業所「ウィンド」から届いた“焼き立てパン”とbeで製造したクッキーをお店に
並べ、開店の準備をしたり、来店されたお客様との接客応対も行います。また、バザーなどで
ウィンドのＡ型と合同でブースを設け、ポップコーンの製造・販売にも取り組んでいます。素敵
な笑顔で「いらっしゃいませ！」と挨拶できるように挨拶訓練も行います。また、コーヒーの提供
も行っています。

最終更新：平成30年10月

問合せ先 社会福祉法人　暁雲福祉会（ぎょううんふくしかい）　法人本部

質問等ございましたら、上記までご連絡ください。

その他
メッセージ

事業所の周辺地図については 

法人ホームページもしくは 

「八風・be」を検索頂けますと、 

Googleマップ等で詳細な地図を 

ご確認頂けます。 

http://www.happu-en-1981.jp/


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 　９：００～出勤・着替え等の準備
年間行事等 　９：５０～開始のミーティング

１０：００～午前の作業開始

１２：００～昼食

１３：００～午後の作業開始

１４：４５～終了のミーティング

１５：００　 終了

ゲニー工房

医療法人　謙誠会

大分市大字野田1136番地の2

097-549-3200

097-549-3201

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

http://www.hakuai.org/

定　　員 40

主な対象者

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 9 18 11 11 6 1

女　　性 1 9 10 6 5 2 0

発達

人数（重複可） 6 52 46 61

職員体制 管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活指導員・介護福祉士・作業療法士

精神保健福祉士・社会福祉士等

利用曜日 月曜日～土曜日

定休日：日曜日・祝祭日

利用時間 １０：００～１５：００

＊休憩時間１時間を含む。



内メンテナンス・外メンテナンス部門

病院敷地内の草刈、樹木の剪定、外壁の洗浄、施設内の床、トイレ、ガラス等の清掃作業

を行います。

創作部門

アクセサリーや小物を作ります。

調理・ホール部門

レジ、ウェイター、ウェイトレスとして接客業務、コーヒー、飲料製作、店内清掃を行います。

週替わりのランチや利用者の昼食の製作調理、厨房内備品の整理清掃を行います。

パン・ケーキ製造部門

パン、ケーキ、マドレーヌや各種クッキーの調理製作を行います。

コンビニ部門

レジ、会計、商品の発注、納品、配置、販売、清掃作業を行います。

花卉部門

花卉、野菜を種から育て、ビニールハウス、畑で栽培します。

医療法人　謙誠会　博愛病院　　病診・地域連携室

大分市 　　　　　➣　判田以北、大野川以西の地区

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

作業内容
活動内容

TEL:０９７－５８６－０８８８

FAX:０９７－５８６－０８８９

あり

利用方法 　利用を希望される方は、博愛病院外来を受診後、当院デイケアへ通院して頂き、特性の把握

を行います。その後、特性と希望を考慮し利用を開始します。

詳しくはお問い合わせ下さい。

送　　迎

最終更新：令和4年10月

１日１０００円

利用料以
外の費用

問合せ先

昼　　食

基本的になし

　　　　　　　　　　　　　旧野津原町の野津原、入蔵、竹矢、大田地区

由布市狭間町　➣　全域

由布市庄内町　➣　国道210号線沿い、庄内原地区まで

周辺地図

TEL:０９７－５８６－０８８８#


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 部門により異なる為、お問い合わせください。
年間行事等 ９：３０～ 午前の仕事開始

１２：００～ 昼食

１２：３０～ 午後の仕事開始

１５：００～ 仕事終了、ミーティング

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

定　　員 15

マイスター工房

医療法人　謙誠会

大分市大字野田1088番地の2

097-586-0888

097-586-0889

http://www.hakuai.org/

主な対象者

事業内容 地域活動支援センター

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 5 5 1 0 0

女　　性 0 0 1 1 0 0 0

発達

人数（重複可） 0 3 11 11

職員体制 管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活指導員

利用曜日 月曜日～土曜日

定休日：日曜日・祝祭日

利用時間 ９：３０～１５：００

＊休憩時間３０分を含む。



剪定部門

病院敷地内の草刈、樹木の剪定、外壁の洗浄、施設内の床、トイレ、ガラス等の清掃作業

を行います。

調理部門

病院内の厨房にて食品の切り込み、盛り付け、食器の用意、洗浄片付け、厨房内の

洗浄等を行います。

パン・ケーキ製造部門

パン、ケーキ、マドレーヌや各種クッキーの調理製作とカフェの接客業務を行います。

問合せ先 医療法人　謙誠会　博愛病院　　病診・地域連携室

TEL:０９７－５８６－０８８８

FAX:０９７－５８６－０８８９

周辺地図

昼　　食

敷戸駅

送　　迎 大分駅

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給制

利用方法 　利用を希望される方は、博愛病院外来を受診後、当院デイケアへ通院して頂き、特性の把握

を行います。その後、特性と希望を考慮し利用を開始します。

詳しくはお問い合わせ下さい。

最終更新：令和4年10月

あり

利用料以
外の費用

基本的になし

TEL:０９７－５８６－０８８８#


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

夏　盆踊り大会

秋　運動会・旅行・収穫祭

冬　クリスマス会（忘年会）

健康診断/インフルエンザ予防接種/胃がん検診/婦人がん検診

春　懇親会・交歓会

キッチン花亭

社会福祉法人　博愛会

大分市大字野田字原841番地1

097-586-5775

097-586-5525

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

kittinhanatei@globe.ocn.ne.jp

http://www.hakuai-oita.com/

定　　員 30 10

主な対象者 知的障がいのある方で、障害者手帳をお持ちの方。

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

5

2

男　　性 2 7 5 3 3

女　　性 3 4 4

人数（重複可） 1 37 1

職員体制 管理者・サービス管理責任者・生活支援員・職業指導員・就労支援員・事務員

7：00～8：00休憩

12：00～13：00休憩

出勤→作業（4時・8時半・9時）→休憩（7時～・12時～）→退勤（12時・15時・15時半）

利用曜日 Ａ型　月～日（週休1日・盆休・年始休）

B型　月～日（週休1日・盆休・年末年始休）

利用時間 Ａ型　早出　4：00～12：00

Ａ型　通常　8：30～15：30

B型　　　　　9：00～15：00

mailto:kittinhanatei@globe.ocn.ne.jp#
http://www.hakuai-oita.com/#


コロニー久住やパルクラブ
で育てた野菜をカットし、法
人内の各施設へ提供して
います。

B型（カット野菜部・洗浄部）

住吉浜リゾートパークや久住パルクラブの宿泊客用のシーツ類、タオル
類の洗濯をはじめ、法人各施設の利用者さんの清潔、衛生的で快適な
生活をしていただくためシーツ、ホーフ、枕カバーなどの洗濯が主な仕
事です。

ガラス清掃・床面のワックス掛け・床面のモップ掛け・トイレの掃除・環境
整備（草刈り）など建物の美観、衛生的な環境を保持し、建物の機能を
常に満足させる維持管理を目指しています。

美味しく味付けできた食材をきれい盛り
付けます。給食サービスのお弁当や、
折り詰め弁当などを手際よく盛っていき
ます。

各施設の利用者さんの食器や
お弁当の空箱等を洗います。

調理前の野菜を切ったり、
果物の皮をむいたりします。

給食サービスやお弁当の食
材を美味しく調理、味付けし
ます。

　メンテナンス部

クリーニング部

　惣菜部

■煮炊き、米飯担当 ■盛り付け担当

■切り込み担当

■洗浄担当

Ａ型（惣菜部・メンテナンス部・クリーニング部）

従業員の募集があればハローワークに求人票を提出→求職希望の障がい者は（主に知的障がいを

もたれている方）ハローワークの方で紹介を受けてこの紹介状を基に定められた日に面接試験→

面接試験終了後、合・否を決定。合格された人が採用（入社）となります。

移行支援についてはハローワークを通す必要はありません。キッチン花亭へお問合せ下さい。

作業内容
活動内容

送　　迎 送迎はありません。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

Ａ型・・・時給822円　　　B型・・・月額32,000円

利用方法

昼　　食 1食480円

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

各自にて自転車、交通機関等を利用しています。



最終更新：令和4年4月

問合せ先 キッチン花亭　電話番号097-586-5775（担当：安部）

その他
メッセージ

見学はいつでもＯＫです。

ご連絡お待ちしております。

利用料以
外の費用



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 タイムスケジュール 主要年間行事
年間行事等 9：00～ 通所 4月 出発式、内科健診、歯科検診

9：30～ 朝礼・作業 6月 ゆうあいスポーツ大会

12：00～ 昼食 7月 本人活動セミナー

13：00～15：00 作業 8月 大分市交流会

15：00～15：20 終礼・掃除 10月 あおぞらフェスタ、グランドゴルフ大会

11月 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種、輪い笑いフェスタ

※作業内容によって、ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ 1月 成人祝賀会

は変更となります。 3月 研修旅行

※感染症の流行等諸事情により変更・休止の場合あり

利用時間 9：00～15：30

目標工賃達成指導員　１名

利用曜日 原則　月～金　

　　　　土曜日は事業所が事前に開所日と定めた日のみ利用可

月の暦日数から8日を引いた日数以内の利用

※就労活動や行事のため日曜日に開所する場合もあり。

職員体制 管理者　1名（社会福祉士）

サービス管理責任者　３名（社会福祉士1名、介護福祉士2名）

生活支援員　５名（社会福祉士3名）

職業指導員　24名（介護福祉士1名）

利用者構成

人数（重複可） 1 54

障害種別 身体 知的 精神

女　　性 3 5 8 3 3

50代 60代 70以上

男　　性 1 2 10 14 3 3

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

主な対象者 知的障害者

就労定着支援 地域活動支援センター

定　　員 50

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

コンチェルト

社会福祉法人シンフォニー

大分市大字中尾603番地

097-586-5577

097-586-5578

シンフォニー．net



○作業活動として下記の作業種目に取り組みます

　葬祭用返礼品・菓子箱の箱組立、箱詰め、包装作業

　施設内喫茶での接客、配下膳作業

　喫茶「ネバーランド」6店舗での調理補助、接客業務

　「ふれあい野菜ひろば」での接客

　大分市役所ふれあい市場等への出店（弁当・野菜）

　農業、除草作業

　リサイクル工場でのカン・ビン・ペットボトル手選別作業

○研修の実施

　技術向上に向けた研修を行います

○社会生活支援

○日常生活支援

　整容、更衣、衛生等、日常生活における支援を行います

○地域交流

　地域行事への参加等による交流を図ります

最終更新：令和　　4年10月

問合せ先 法人本部　　TEL097-586-5577

その他
メッセージ

　利用者のニーズに合わせて多種多様な生産活動を用意し取り組んでいます。

昼　　食 提供有り（食堂形式をとっており、毎日実費をお支払いいただきます）

利用料以
外の費用

行事等活動時は、実費費用発生の場合あり

利用方法 月～金

月に１～２回土曜日開所あり（9：00～14：00）

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

無し 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 無し

　公共交通機関による通所

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

令和3年度　平均工賃月額　21,419円

令和4年度　目標工賃月額　45,000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 タイムスケジュール 主要年間行事
年間行事等 9：00～ 通所 4月 出発式、内科健診、歯科検診

9：25～ 更衣・整容 5月 七瀬ｳｫｰｷﾝｸﾞ

10：00～ 朝礼、バイタルチェック 6月 ゆうあいｽﾎﾟｰﾂ大会

10：10～ 7月 暑中見舞い書き、水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ

10：30～ 午前の活動 8月 水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ

11：45～ 昼食・歯磨き・休憩 10月 あおぞらﾌｪｽﾀ、輪い笑いﾌｪｽﾀ

13：00～ 室内ｳｫｰｷﾝｸﾞ、午後の活動 11月 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種、賀来校区交流会

14：20～ 清掃 12月 年賀状書き

14：30～15：30 更衣・帰宅準備・終礼・帰宅 1月 成人祝賀会

※感染症の流行等諸事情により変更・休止の場合あり

シンフォニー．net

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

ファンタジア

社会福祉法人シンフォニー

大分市大字中尾603番地

097-586-5577

097-586-5578

就労定着支援 地域活動支援センター

定　　員 25

主な対象者 知的障害者

事業内容

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 2 1 3 2

女　　性 2 3 4 1

人数（重複可） 18

職員体制 管理者　1名（社会福祉士）

サービス管理担当者　１名

支援員　　　　　　　　　６名（社会福祉士1名、介護福祉士2名）

看護職員　　　　　 　　１名（看護師）

利用曜日 原則　月～金　

　　　　土曜日は事業所が事前に開所日と定めた日のみ利用可

月の暦日数から8日を引いた日数以内の利用

※就労活動や行事のため日曜日に開所する場合もあり。

利用時間 9：00～15：30

ﾗｼﾞｵ体操、ｽﾄﾚｯﾁ、ｳｫｰｷﾝｸﾞ



○基本的事業

　①創作的活動　…　絵画、工作、音楽、書道（毛筆・硬筆）

　②生産活動　…　玩具の消毒作業、箱折作業

　③社会との交流促進　…　交流会、地域交流　等

○機能強化事業

　①機能回復訓練　…　ｳｫｰｷﾝｸﾞ、卓球、ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ、玉入れ、ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、ｽﾄﾚｯﾁ

　②社会生活適応訓練　…　（日常生活）手洗い・うがい、歯磨き、更衣、清掃、整理整頓　等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会生活）外出活動、調理実習　等

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

利用方法 月～金

月に１～２回土曜日開所あり（9：00～14：00）

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

無し 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 有り（タクシーを利用した送迎）

大分市内及び由布市の一部

最終更新：令和　　4年10月

問合せ先 法人本部　　TEL097-586-5577

その他
メッセージ

　毎日いろんなことにチャレンジして頑張っています。

昼　　食 提供有り（食堂形式をとっており、毎日実費をお支払いいただきます）

利用料以
外の費用

入浴　1回100円

プール活動　1回１00円（夏季、施設内ミニプール利用時）

創作活動に係る実費、行事に係る実費



就労継続支援 B型事業所 

ワーク大分すみれ会 
 

設 置 主 体 社会福祉法人 大分すみれ会 

住 所 大分市大字上宗方字君瀬 760-1 

Ｔ Ｅ Ｌ 097-586-1501 

Ｆ Ａ Ｘ 097-586-1371 

Ｅ - M A I L oita-sumire@shore.ocn.ne.jp 

HP アドレス http://www.oct-net.ne.jp/~kibo21/index2.htm 

 

○事 業 内 容 ワーク大分すみれ会とは 

      ・Ｂ型事業所です。 

        ・個別支援計画などに基づいて訓練（作業）や就労の機会を提供します。 

 

○作業内容   いろいろあります。                                   

・手提げ袋の紐通し、菓子箱の箱折り等 

・ヒューズ管のハンダ付け、ヒューズ管通し等               

・ラバーのバリ取り、ラバーのテープ貼り 

・電子メーターの分解、部品の仕分け 

・古本の再生   ・印刷製本 

・DＭ便の配達  ・お墓の清掃 

・環境メンテナンス等々 

 

○作業工賃   工賃は高いです。 令和３年度は平均時給は３４５円となっています。 

 

○利用者別    

 

 

 

障害種別 身体 知的 精神     

人数(重複可)   １ ３５     

 

○一日の流れ   １０：００～１０：１５ 朝礼 → １０：１５～１１：００ 作業時間Ⅰ 

         １１：００～１１：１５ 休憩   １１：１５～１２：００ 作業時間Ⅱ 

         １２：００～１３：００ 休憩   １３：００～１３：４５ 作業時間Ⅲ 

         １３：４５～１４：００ 休憩   １４：００～１４：４５ 作業時間Ⅳ 

         １４：４５～１５：００ 休憩   １５：００～１５：４５ 作業時間Ⅴ 

         １５：４５～１６：００ 終礼 

 

年齢・性別 10代  20代 30代 40代 50代 60代 70以上 

 男  性  １  ０  １  ８  ８  ４  ３ 

 女  性  ０  ０  ０  ５  ４  ２  ０ 

mailto:oita-sumire@shore.ocn.ne.jp
http://www.oct-net.ne.jp/~kibo21/index2.htm


○利用日時   ・ご利用の曜日は月曜日から金曜日までの５日間で、祝日は休みです。 

        ・利用時間は午前１０時から１２時まで、午後は１時から４時までです。 

        ・午前中のみ、午後のみの利用もできます。 

 

○利用方法   電話で、お申し込み下さい。 施設長が対処します。 

 

○昼  食   毎日できたてのご飯を提供しています。 自己負担は１００円です。 

 

○送  迎   無料で行なっています。 バス等で来られる方は、運賃を助成しています。 

 

○年間行事   新型コロナウイルスに感染しないため、年間行事による外出を自粛し、事業所内での 

無償の食事会等を開催しました。 

 

        ・事業所内での無償の食事会 ８回 

        

・外出による行事 

          令和３年 ７月 ボーリング大会＆ホテルでの食事会 

          令和３年１１月 ブッチャーズテーブルで食事会 

          令和４年 １月 初詣＆旬菜バイキング 

 

○職  員   施設長兼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      １名 

        生 活 指 導 員      ６名 

        合       計      ９名 

 

○メッセージ 

        

       

■周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              最終更新：令和 ４年 ２月 ２８日 

お気軽に見学に来てください。 体験実習も歓迎です。 

                 新しい発見があると思われます。 

 

 

明磧橋 

至木上 

至羽屋交差点 

わさだ 

タウン 

ホワイトロード 

光吉ＩＣ ローソン 

ジョイ 

フル 

 

ワーク 

大 分 
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高等技術専門校バス停 



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

主な対象者

一日の流れ 8 : 0 0 ～ 9 ： 3 0 送迎（希望者�全員）
年間行事等 9 ： 3 0 ～ 9 ： 4 0 ラジオ体操・朝礼

9 ： 4 0 ～ 1 0 ： 3 0 作業

1 0 ： 3 0 ～ 1 0 ： 4 5 休憩（ティータイム）

1 0 ： 4 5 ～ 1 2 ： 0 0 作業 （鉄輪温泉足湯）

1 2 ： 0 0 ～ 1 3 ： 0 0 ランチタイム・休息タイム

1 3 ： 0 0 ～ 1 4 ： 1 0 作業 （お花見）

1 4 ： 1 0 ～ 1 4 ： 3 0 日報記載・清掃・かたづけ

1 4 ： 3 0 ～ 1 6 ： 0 0 送迎（希望者�全員） （別府甘味茶屋）

097-546-0328

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

大分ゆたかの会

一般社団法人　大分ゆたかの会

大分市大字田原字後68-1

097-546-0328

また各種レクレーションやイベントを開催し、利用者間のコミュニケーションの活性化にも努めます

yutaka1201@kpa.biglobe.ne.jp 

http://yutakanokai.web.fc2.com/

定　　員 20

【具体的な行事（例）】

・新年会　・鏡開き　・七草粥　・節分　・花見　・クリスマス＆忘年会　・バーベキュー大会

事業内容 自立訓練

利用者並びに保護者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを提供します。

自立した日常生活又�社会生活を営むことができるよう、社会との交流促進や、知識及び能力の

向上のために必要な訓練を提供します。医療機関との連携も整えています。

60代 70以上

女　　性 1

年齢・性別 10代 20代 30代 40代 50代

中高年の方が多く、落ち着いた雰囲気です。室内�禁煙で中庭に喫煙コーナーを設け受動喫煙

抑制しています。また、男女別の専用トイレも配置してますので女性も心地よくご利用いただけます

施設長（サービス管理者兼務）　1名（男性）

職業指導員（常勤職員）　　　　　1名（女性）

生活指導員（常勤職員）　 　　　 2名（女性）

3 2

生活指導員（非常勤職員）　　　 4名（男性2名・女性2名）

利用曜日 月曜日～金曜日

（国民の休日、12月29日から1月4日まで、8月13日から8月15日までを除く）

※レクレーションやイベントを土曜日また�日曜日・祝日に開催する場合もあります。

利用時間 サービス提供時間　午前9時30分～午後2時30分

営業時間　　　　　 　午前８時３０分から午後３時３０分

・お誕生日会　・カラオケ大会　・映画鑑賞会　・ボウリング大会　・卓球大会

精神障害者

利用者構成

男　　性 2 1 2 5 3

障害種別 身体 知的 精神

職員体制

人数（重複可） 18



お弁当製造販売 手作り弁当製造・販売（大分市役所、大分県庁、受注販売等）

木製玩具製作 木製玩具の研磨、色付け、穴あけ、貼り合わせ

販売活動 製作物販売（バザー）

下請作業 ホテルアメニティーセット

 除草作業清掃作業 公園・公共用地除草作業

家庭菜園 自家農園の野菜菜園

農作物の栽培 自家製野菜栽培 （計画中）

作業内容
活動内容

　一般就労　なし

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

令和２年度1ヶ月平均工賃　10,166円

日給　700円＋従事作業別加算給（100円～1,000円）

1年間皆勤手当：20,000円　　1ヶ月皆勤手当：2,000円　　1ヶ月準皆勤手当：1,000円

販売手当（バザー）：1,000円

片道のみの利用も可。

通院等で送迎時間の事前相談可。

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）

令和２年度実績 周辺地図

営業時間内で仁部屋までお問い合わせ下さい。

　就労継続支援A型施設移行　なし

送　　迎 往復有：大分市、由布市（希望者全員）

料金：無料

ルート送迎のためほぼ定時の送迎時間です。

時間について�応相談。

昼　　食 毎日、日替わりメニューでの給食を提供しています。

料金：無料

※ご本人の条件により有料（300円）での提供の場合もあります。

特になし

最終更新：令和4年2月

当日の見学・体験も可能な日もございますが、出来るだけ事前のご連絡をお願いいたします。

その他
メッセージ

何よりもご利用者の利便性を第一に考え、ご利用者のコンディションを最優先していますので、

作業を強要すること�ございませんが、規律・ルールを重んじた運営をして心がけていますので

ご希望に沿えない事もございますが、些細なことでも、まず�遠慮なくご相談ください。

利用料以
外の費用

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

年間行事等

作業所すばる

ＮＰＯ法人すばる

大分市大字木上１５１５番地

５４１－０１２２

５４１－０１２２

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

subaru2004@view.ocn.ne.jp

http://subaru2004.org/main.html

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 5 2 6 2 3 1

女　　性 2 1 2

人数（重複可） 11 13

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２名

生活支援員２名

工賃向上指導員１名

利用曜日 主に、月曜日から金曜日までの週５日であるが、作業の内容から土曜日、日曜日も開所しており、

土日の利用も可能である。その際は、平日が休みとなる。

利用時間 午前９時から午後４時まで

午前９時に送迎車が作業所に到着し、作業開始。午前中に１回、午後１回１５分の休憩。

昼休みは１２時から午後１時までの１時間。

午後３時３０分ごろすべての作業終了後清掃し、送迎車にて分乗し帰宅。

年間行事は、年末の餅つき大会や日帰り旅行。不定期のカラオケや焼き肉大会など。



野菜班は、５カ所に分かれた畑（借地）で野菜の栽培を行い、収穫、洗浄の後袋詰めしてＪＡや

スーパーの産直売り場に出荷する。１カ所のハウスでは、椎茸の菌床栽培を行い、もう１カ所の

ビニールハウスでは各種野菜の促成栽培等を行っている。

パン作業班は、毎日焼いたパンを移動販売車で販売するために、パン生地の生成から分割、

成型や焼成を行う。また、保育園や施設の給食などのパンも受注している。

作業内容

活動内容

作業工賃

（就労移行・

就労継続）

工賃は日給制で、毎月１０日に前月分を支払う。基本工賃にプラスして各人の能力に応じた金額

を加算する。月２０日利用すると、約１５，０００円から約５０，０００円となり、平均では２２，０００円～

２３，０００円程度となる。

利用方法 利用に際しては、あくまでも個人の希望を優先し、週１日からの利用も可能であるが、送迎などの

観点から、半日や送迎時間外の利用は自力で通勤可能な方のみ受け入れている。

利用計画作成の際に細かい打ち合わせを行う。

昨年度就

業者に関

する事項

（就労移行・

就労継続）

１名が老人福祉施設の清掃係として就職。 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 基本的には送迎を行うが、自力通勤可能な方は

駐車場もある。送迎費用は無料で、自力通勤の

方には工賃に通勤手当分を上乗せしている。

昼　　食 農作業の一環として米作りも行っており、昼食の際のご飯は自分たちが収穫したものを無料で

食べることが出来る。そのため、1色300円の負担でおかずのみを業者から購入している。

弁当を持参する方も、おかずのみでよい。

利用料以

外の費用
なし

最終更新：平成　２７　　年１０　　月

問合せ先 電話　０９７－５４１－０１２２

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

年間行事等 8 ： ～ 9 ：

9 ： ～ 10 ：

# ： ～ 10 ：

# ： ～ 12 ：

# ： ～ 13 ：

# ： ～ 15 ：

# ： ～ 15 ：

就労継続支援B型 就労定着支援

就労継続支援A型事業所　ジョブファーム

特定非営利活動法人　ジョイ・デ・ビブレ

大分市大字入蔵557番地

097-588-5030

097-588-5040

joynpo@ybb.ne.jp

定　　員 20

就労継続支援A型

主な対象者 障がいのある方で就労希望がある方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練 就労移行支援

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代 70以上

男　　性 2 3 4 2 3

女　　性 1 1 1

人数（重複可） 3 9 5

男性利用者が8割ですが、女性の方もパック詰めなどで働いています。

職員体制 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）　2名（非常勤・専従）

生活支援員　　　　　　　　　　1名（常勤・専従）　1名（常勤・兼務）　1名（非常勤・専従）

賃金向上達成指導員　　　　1名（常勤・専従）

利用曜日 年中無休で作業をしていますので、いつでも利用可能です。

休日は、毎月の業務ローテーションに従って月に8日の休みを取っています。

利用時間 8：30～15：00　　・　　　9：00～15：00　　

基本9：00～15：00の勤務です。

昼食・休憩

作業開始

記録等・送迎開始

バーベキュー

忘年会

施設外就労で、菌床椎茸やタモギ茸、キクラゲ茸などのキノコ類の菌床ブロックの生産・育成栽
培・パック詰め・販売までの一貫した作業所に行っています。
その他に、太陽光発電のメンテナンス作業にも施設外就労で行っています。

一日のスケジュール

送迎車到着・バイタル等記録

作業開始

休憩

作業開始

年間行事等

お花見

mailto:joynpo@ybb.ne.jp#


作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給制で最低賃金を適用しています。

1日5時間勤務の場合

790円×5時間×23日＝90850円

利用方法 ハローワークより紹介状を受けてから申し込んでください。

面接を行い、体験実習をして頂き作業の内容等をご理解いただいて市役所に利用手続きをします。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

昨年度の平均就労者は17名です 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 送迎を行っていますが、ルートが決まっていますので

ご相談ください。

昼　　食 食事提供をしています。自己負担は1食110円です。

利用料以
外の費用

作業服やゴム長靴等はご自分でご用意ください。

問合せ先 事業所にお問い合わせください、随時、施設見学ができます。

その他
メッセージ

菌床ブロックの製造・運搬・移動・仕分け・廃菌などの作業
菌床椎茸の摘み取り・選別・パック詰めなどの作業
農地の草刈り作業や草取り作業、太陽光発電のメンテナンス作業等







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 【一日の流れ】 【年間行事】
年間行事等 ☆ 一日や半日のドライブ

☆ ショッピング

☆ レクリエーション

☆ 夏祭り など・・・

作業だけでなく

楽しくコミュニケーションができる時間を

※現在、毎週木曜日は13時に退所・送迎をして 作っています

　います。

サービス管理責任者：1名

13：00～14：50 　作業やカリキュラム受講

14：50～ 　清掃

15：00～ 　退所・送迎

09：00～10：00 　来所・送迎・健康チェック

10：00～11：50

12：00～13：00 　昼休憩

営業時間：8:30～16:30

サービス提供時間：9:00～15:00（作業・訓練時間は10:00～15:00までとなります。）

（研修先企業の業務によってはこの限りではありません）

時　間 内　容

　作業やカリキュラム受講

7 19

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）・盆（8月13日～15日）はお休みとなります。

職員体制

利用時間

管理者：1名

生活支援員：２名

職業指導員：３名

目標工賃達成指導員:1名

利用者構成 年齢・性別 10代 20代

主に、精神疾患のある方が利用されていますが、障害種別を問わず受け入れております。

主に20代から５0代の方が利用されています。

人数 9

女　　性 2 6 3 2 4 1

50代 60代 70以上

男　　性 5 3 5 4

30代 40代

障害種別 身体 知的 精神

主な対象者 身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等対象者の方で

就労に向けてステップアップしたい方

事業内容 放課後デイ自立訓練

当事業所は、『Challenge（挑戦）』『Change（変化）』『Chance（好機）』をモットーに

一人ひとりの才能と力を、より発揮できるようにお手伝いさせていただき

そして、より輝けるようにサポートしています。

info@sysconsul.biz

http://sysconsul.biz/

相談支援

定　　員 20 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

多機能型事業所　３GIFT

株式会社　システムコンサルタント

大分市大字鴛野９４６－８

097-578-7726

097-578-7727



【古着等のオークション出品】

【その他】

有料老人ホームでのメンテナンス

（清掃）作業を行っています。

【ラベル作成】 【アメニティグッズ作成】

最終更新：平成　30年　5月

問合せ先 多機能型事業所3GIFT　097-578-7726

受付時間　9:30～16:00（土・日・祝日を除く）

その他
メッセージ

お気軽にお電話・ご相談ください

ができる最寄りの場所での送迎となります。自

宅前までの送迎についてはご相談くださいo

までの送迎はいたしておりません。車両の乗降

利用料以
外の費用

送迎をご希望される方は、一日当たり100円をご負担していただきます。（燃料費等）

当事業所での昼食をご希望される方は、食事代を40円いただいております。

（食事提供体制加算該当の方）

その他、行事参加等で費用がかかる場合がございます。

昼　　食 ご希望の方には昼食を提供しております。

利用方法 まずは、見学・体験利用をお勧めします。

その後、本人にあった利用回数や内容をスタッフと考えていきます。

週1回からの利用が可能です。

プライバシー保護のため、原則として自宅前

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

平成29年度実績 周辺地図

一般企業：4名　就労継続支援A型：0名

　

　

　

　

（就労移行支援・就労継続支援B型）

一般就労継続者：2名（3年間）

送　　迎 現在、大分市内を3～４ルートで実施しています。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

就労継続支援B型では、１時間290円の工賃を支給しています。

その他、外部受託作業へ参加された方には、追加工賃を支給する場合もあります。

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 9：45～朝礼

9：50～作業時間

(40分作業すると5分休憩があります。)

12：00～お昼休憩

13：00～作業時間

15：00～終礼

年間行事等 12月クリスマスイベント有♪

その他レクリエーションは一部負担金が発生する為、参加希望のある方のみ

利用曜日 月～土(通院の状況等に合わせて調節することも可能)

日曜日、年末12/31～年始1/2のみ休み

利用時間 9：45～15：05(前後あり)

生活介護との多機能施設になっているので定員は14人となっております。

職員体制 サービス管理責任者　1名

生活支援員　1名

職業訓練指導員　1名

人数（重複可） 0 0 8

女　　性 1 1 3 1

男　　性 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

定　　員 14

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

Mavi GüL *tomoni*　(マービーグル　トモニ)

株式会社C.S-Advance

大分市大字旦野原900番地の185

097-511-1099

097-511-8790

c.s.advance.co.2011@gmail.com

https://coralsea1122.wixsite.com/csasarvis

動物の専門資格を持つスタッフと提携するアニマルショップを中心に、人も動物も植物も、ともに
1 つの屋根の下で同じ音を聞き、同じ季節を感じ、同じものを見る、新たな企業を目指していま
す。
当作業所では通所タイプと在宅タイプがあり、利用される方それぞれの状況に合わせて作業を
行うことができます♬

精神・知的・身体に障がいのある方、障害基礎年金１級を受給されている方、
一般企業への就労経験はあるが再就職に困難さを感じている方、50歳以上の方

現在精神障がいを持たれている方のみ在籍しておりますが、
知的障がいや身体障がいを持たれている方も利用募集しております。

50代 60代 70以上

mailto:c.s.advance.co.2011@gmail.com
https://coralsea1122.wixsite.com/csasarvis


昼　　食 お弁当あり(250円負担)

利用料以
外の費用

行事参加費、ドリンク代が実費相当額かかります。(希望の場合)

最終更新：令和　4年　2月

問合せ先 電話やメール、ホームページのお問い合わせフォームにて。

現在、見学・体験・利用希望受け付けております♪

その他
メッセージ

送　　迎 あり(無料)

徒歩、自転車、バイク、車通所も可能です♪

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

利用方法

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

現在はまだ一般就労利用者等はありません。 周辺地図

　

　

　

　

Mavi GüL とは、
トルコ語で青いバラを意味します。
花言葉は『夢かなう』
「働きたいな」「何かしたいな」「今の状況から一歩踏み出したいな」
「自分の得意とすることを生かしたいな」「体調に合わせて働きたいな」
「作業をすることでできることが増えたりするかな」
「通うことは難しいけど家で少しでも働きたいな」

大切なのは『やってみようかな』という気持ち！通所作業や在宅作業を通して生まれる「こんなのどうかな」
「これしてみたいな」「もっとしっかり働きたいな」も全部、”夢”なんです♪

まずはそんな”プチ夢”から≪夢かなう≫一歩を『tomoni』始めませんか？

《施設通所》
・うさぎ、鳥等の動物の健康観察、お世話
・うさぎ、鳥等の写真撮影、編集
・商品管理　　　・SNS投稿
・グッズ作成　　・物品作り
・フリマ出品、発送
・画像、動画編集
・デザインetc…

《在宅作業》
・シール貼り位置決め
・シール貼り
・シードの種分け
・三角ペットシーツ切り
・デザイン　　 ・チラシ配り
・価格調査　　・SNS投稿
・HPのSEO対策
・更新したHPの添削
・動画編集　  ・画像編集

作業内容や能力等により報酬が変わります。

在宅作業の方は自分の体調を考えながら作業を行えます。

※在宅作業と通所作業は多少の工賃の差があります。

基本は月～金、隔週土曜日の9：45～15：05で利用予定を組みますが、
相談により調整することが可能です♪



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

※コロナ禍により現在は行えていない行事もあります。

利用時間 作業時間　９：００～１５：００

10：45～12：00

作業 ５月

10：30～10：45

利用曜日 月曜日～金曜日（法人が決めた土曜・祝日）

祝祭日・年末年始休業

職員体制 管理者・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

（資格）社会福祉士・精神保健福祉士・栄養士・介護福祉士

人数（重複可） 4 35 4

女　　性 6 1 6 3

男　　性 7 4 5 2

身体 知的 精神

50代 60代 70以上

0 3

1

生活介護自立訓練

利用者構成 年齢・性別 10代 20代 30代 40代

障害種別

定　　員 25

主な対象者 知的障がい者・精神障がい者

事業内容

ステップ「おおいた」

社会福祉法人　大分市福祉会

大分市大字松岡５４２４－１

０９７-５２０-５５７５

０９７-５２０-５５７６

oitashifukushikai@miracle.ocn.ne.jp

http://o-fukushi.net/

10

就労移行支援

9:00

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

9：10～10：30

休憩（おやつ） ６月

１０月 ミニ縁日

ミニ運動会・誕生日会

クリスマス会・餅つき大会

ドライブ １１月

スポーツ大会 １２月

12：00～13：00 昼食・休憩 ８月 ビンゴゲーム・誕生日会 ２月

１日の流れ 年間行事

通所・朝礼 ４月 入所式・お花見

ぶどう狩り・宝探しゲーム ３月 いちご狩り・誕生日会

作業 ７月 旅行・映画鑑賞 １月 初詣・新年会・成人祝賀会

利用する皆様が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう就労の機会を提供するとともに生産活動そ
の他の活動の機会を通じて必要な支援を行います。主に室内で、お菓子などの箱折り、椎茸の袋詰め、食品加工、食
品充填、楽器のメンテナンス、農作物の袋詰めなどの作業に取り組んでいます。作業過程を細かくし、それぞれの能力
にあった働き方を提供しています。一人ひとりの持つ能力を活かすことで作業を完成し達成感を感じてもらいます。社
会の一員として、一人ひとりが自己実現できることを目指しています。

14：45～15：00 清掃・終礼

おやつ作り・創作活動

13：00～14：45 作業 ９月

15:00 退所
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最終更新：令和４年１０月

問合せ先 見学・体験は随時受け付けています。

まずは、お電話下さい。　０９７－５２０－５５７５　担当：飯倉

その他
メッセージ

昼　　食 給食を提供　３８０円／１食

利用料以
外の費用

送　　迎 料金：無料

送迎場所、通勤手段等は相談に応じます。

対応エリア：大分市内（要相談）

利用方法 利用曜日や時間帯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）

周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

平均工賃　約１５，０００円

ボーナスは余剰金があれば年３回支給

作業内容
活動内容

箱折り作業 ラッシング作業 楽器のメンテ いちご狩り

お菓子などの箱折り、乾燥椎茸の袋詰め、食品加工、楽器のメンテナンス、農作物の袋詰めなど

主に室内での作業に取り組んでいます。　行事も行っています。

農作物の袋詰め食品加工作業椎茸の袋詰め作業



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

利用時間

作業

　15：30～15：45 清掃・帰りの準備

　15：50～ 終礼

　16：00～ 退所・送迎

　13：00～14：00 作業

　14：00～14：15 休憩

　14：15～15：30

休憩 11月 忘年会

　10：15～12：00 作業 3月 総合防災訓練

　12：00～13：00 昼食・休憩

一日の流れ
年間行事等

　　8：30～ 朝礼 4月 入社・入所式

　　8：45～10：00 作業 7月 避難訓練

　10：00～10：15

利用曜日 月曜日～金曜日（土・祝祭日　利用日あり）

休暇：土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始休暇（12月29日～翌年1月3日迄）

A型 ： 8：45～16：00（勤務場所により　8：00～17：00）

1日の流れ 年間行事

10代から60代まで幅広い年齢層で、和気あいあいと仕事に従事しております。

職員体制 職　種 ：管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、

　　　　   賃金向上達成指導員、目標工賃達成指導員、事務員（支援員兼務）

利用者構成

人数（重複可） 3 15 2

2 1 2

女　　性 4 3

障害種別 身体 知的 精神

50代 60代

男　　性 4 3

自立訓練

清掃業務やリサイクル業務を主として、一人一人の性格や能力に合った作業ペースで

個人を尊重しながら仕事に従事しております。

年齢・性別 10代 20代 30代 40代 70以上

10 10

主な対象者 知的・身体・精神に障がいをお持ちの方で、障がい者手帳又は自立支援医療受給者証をお持ちの方

事業内容 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

B型 ： 8：45～16：00

oitashifukushikai@ceres.ocn.ne.jp

http://o-fukushi.net/service/sien-a/

定　　員

多機能型事業所　福祉工場「松岡」

社会福祉法人　大分市福祉会

大分市大字松岡4079番地

097-520-5020

097-520-5021

就労継続支援A型／就労支援継続B型

就労移行支援
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・工場内作業 （電力メーター分解作業、リサイクル仕分け作業等）

・温泉施設のメンテナンス、接客業務 ・除草作業

・リサイクル手選別業務 ・公園清掃 ・洗浄清掃（看板・コーン等）

その他
メッセージ

リサイクル活動や温泉接客業務などの仕事を通して、地域の方々との交流を深め、

地域に密着した施設を目指しております。

最終更新：令和４年１０月

利用料以
外の費用

通勤費（A型のみ）

給食費（お弁当代）

その他必要経費

問合せ先 社会福祉法人　大分市福祉会　福祉工場「松岡」

※見学や利用に関するお問い合わせなどお気軽にお電話ください。

昼　　食 各自で準備

希望者は業者によるお弁当配達も可能です。

1食　-　370円

※現在、大分市内（明野、鶴崎方面～大分駅周辺）の

通　　勤
（送　迎）

A型 : 基本的に自主通勤。 （ご希望により送迎利用可能）

B型 : 希望により送迎バス利用可能。

ＴＥＬ：097-520-5020

　　　　送迎費用は各自負担となります。

　　　　・工　場：250円/日　　・施設外就労：500円/日

　　　　・施設外就労：500円/日

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

A型 : 能力に応じて時間給で支給。（最低賃金除外申請の手続きをし、時給の決定をする場合があります。）

B型 : 各作業にて工賃単価支給。

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

ハローワークを通じての雇用形態になります。就業規則を原則とした利用日数での就業。

詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

温泉メンテナンス（A・B型）

作業内容
活動内容

リサイクル手選別業務（A型） 公園清掃（B型）

　 送迎を実施。

J

S

C

大
分
工
場



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 日の主な流れ
年間行事等 ： ～ ： 送迎

： ～ ： 作業準備・作業 年間行事

： ～ ： お茶休憩

： ～ ： 作業準備・作業 ・夕涼み

： ～ ： 片付け・昼食準備・昼食・昼休み ・餅つきクリスマス会

： ～ ： 作業準備・作業 ・ゆうあいスポーツ大会

： ～ ： お茶休憩 ・青空フェスタ

： ～ ： 作業・片付け・掃除 ・課外活動等

： ～ ： 帰宅準備・帰りの会

利用時間 ９：３０～１５：３０　　　活動時間

利用曜日 月～金（不定期で土日祝祭日の開園日あり）

休日は、土日祝祭日、年末年始休暇

職員体制 管理者　　１名（常勤・兼務）

サービス管理責任者　　１名（常勤・兼務）

生活支援員　2名（常勤・専従1名　非常勤・専従１名）

職業指導員　2名（非常勤・専従）

人数（重複可） 2 29

女　　性 1 5 4 1 1 4

50代 60代 70以上

男　　性 2 1 3 4 2 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 身体障害者・知的障害・精神障害者

（現在の主な利用者は知的障害です）

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

ａｐｐｌｅｍｉｎｔ１９５１－０９２０ⓐｅａｇｌｅ．Ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ

定　　員 25

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

ペパーミント

社会福祉法人　　アップルミント

大分市大字宮河内２２４４－３

０９７－５２４－７００７

０９７－５２４－７００８



・パン工房

食パン、菓子パン、調理パン作り　焼き菓子作り（クッキー、シフォンケーキ、パウンドケーキ等）

市内各地への販売・各種イベントへの販売参加

焼き菓子ギフト商品の作成

・園芸作業

季節に応じた野菜作り（イモ類・ナス・トマト・ピーマン等）

漬物加工

野菜の収穫・選別・出荷準備等（農家からの委託作業） パン作業

カボス収穫作業（施設外就労）

・室内作業

　　箱折り（菓子箱・お茶箱）

しおり入れ・封筒入れ

シール貼り

室内作業

最終更新：令和　　　３年　２　月

問合せ先 見学、体験ともに電話で受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。

　　　ＴＥＬ０９７－５２４－７００７　担当：伊串

その他
メッセージ

利用者、職員とも笑顔が多くあふれている施設です。

希望者には給食対応

利用料以
外の費用

給食希望者は1食230円

送　　迎 大分市全域

利用方法 原則、毎日の利用

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

なし 周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

月給制

ボーナスは年3回（8月・12月・4月）支給

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 　　8：30　送迎・作業準備
年間行事等 　10：00　朝のミーティング

　10：10　作業（休憩各自）

　11：50　昼食準備

　12：00　昼食・昼休憩

　13：30　作業（休憩各自）

　15：15　片付け・掃除

　15：30　帰りのミーティング　

　15：45　送迎

夢・ひこうせんは就労継続支援Ｂ型（定員17名）と生活介護（定員23名）を行っている多機能型の
通所施設です。

　入社式・ひこうせん祭り・クリスマス会・成人式等の年
間行事の他、楽しく交流ができるようなクラブ活動を
月に1回程度行っています。

就労継続支援Ｂ型事業所　夢・ひこうせん

社会福祉法人　夢・ひこうせん

大分市下戸次4255番地

097－597－8817

097－597－5197

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

yumehikousenpaso@yahoo.co.jp

定　　員 17

主な対象者 身体・知的・精神障がいの方

障がい者総合支援法の対象となる難病患者の方

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 2 2 2 1 3 2

女　　性 2 4 2

人数（重複可） 6 11 4

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

生活支援員　2名

目標工賃達成指導員　1名

利用曜日 月曜日～金曜日

休業日：土日　祝祭日　夏期休暇　年末年始

利用時間 利用時間　9：45～15：45

営業時間　8：30～17：30

mailto:yumehikousenpaso@yahoo.co.jp
mailto:yumehikousenpaso@yahoo.co.jp
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【カッター部品の組立て】 【電気メーターの分解・仕分け】

【自動車ゴム部品の加工】

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

【Ｂ型】月額支給　平均工賃8000円

利用方法 見学・体験をしてもらい面談の上、利用者さんの状況に応じて決めていきます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

特にありません。 周辺地図
　

事業所の周辺地図については
「夢・ひこうせん」を検索頂けますと
Googleマップ等で詳細な地図を

ご確認いただけます。

　

　

送　　迎 送迎車両を運行しています。（有料）

昼　　食 420円で提供可能です。実質食事提供加算分を控除し120円の負担となります。

利用料以
外の費用

送迎費用（距離・回数によって金額が変わります。）

最終更新：令和　　4年　　10月

問合せ先 097－597－8817

見学・体験を随時受け付けています。

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

利用曜日

一日の流れ

夏・・・・・バーベキュー

冬・・・・・お食事会

昼食（食事提供あり） 昼食（食事提供あり）

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

男　　性 1 3

就労継続支援Ａ型事業所　　ぽ　わ　ろ

株式会社　ベジフル大分

大分市大字下戸次１１８５番地の１

０９７－５７８－６２００

０９７－５７８－６２０５

powaro@aroma.ocn.ne.jp

定　　員 15

主な対象者 　身体障害者、知的障害者、精神障害者等

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

4

1

50代 60代 70以上

1

1 7

女　　性 1 1

職員体制 　管理者　　　　　　　　　　 １名（常勤兼務）

　サービス管理責任者　　１名（常勤）

　職業指導員　　　　     　３名（常勤１名、非常勤２名）

　生活支援員　　   　    　１名（常勤） 

人数（重複可）

　月曜日から土曜日まで

　週５日勤務で、日曜日と水曜日又は土曜日が休みとなります。

4

利用時間 　　8時３０分から１５時３０分までのうち５時間

　　休憩時間は、１２時から１３時まで

7:30

途中休憩あり

14:30 かたずけ、作業終了

途中休憩あり

12:00

13:00 作業再開

8:15

送迎開始

施設到着

健康チェック

8:30 作業開始

14:40 送迎開始 15:40 送迎開始

9:15 施設到着

健康チェック

9:30 作業開始

15:30 かたずけ、作業終了

年間行事等

途中休憩あり

12:00

13:00 作業再開

途中休憩あり

8:30 送迎開始

mailto:powaro@aroma.ocn.ne.jp


０９７－５７８－６２００

担当者 比永

緑に恵まれた静かな環境の中で、落ち着いて働けます。

食事提供のサービスがあります。

食事代　　　１食　１５０円

　送迎ルートよっては可能、不可能があります。

電話代、コピー代実費

電話

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

作業内容
活動内容

利用方法

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

　事業の開始時から、ほとんどの方が就労を

　継続されています。

求人は、ハローワークを通して行いますので、ハローワークの求人情報をご覧ください

作業所の見学は、いつでも可能ですので、電話でお尋ねください。

問合せ先

その他
メッセージ

昼　　食

利用料以
外の費用

送　　迎 　大分市中心部、南大分地区、鶴﨑地区で

　送迎のサービスがあります。

周辺地図

時給　　７62円

　水耕小ネギやニラを出荷するための調整、結束、袋入れなどの作業を受託しています。

　時期に応じて、玉ねぎ、トマト、ミニトマト、ピーマン、ゴボウなどの調整、計量、袋詰めの

　作業があります。



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

年間行事等

rapports@bun.bbiq.jp

http://rapports.jp/

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

マルシェ

社会福祉法人ラポール

大分市大字下戸次字中姉子1253番

097-586-7272

097-586-7282

地域活動支援センター

定　　員 6 74

【経営理念】

 『 関わる全ての人を笑顔にするラポール 』 

【法人の使命】

『法令を遵守します』　『人権を尊重します』　『安心・安全に努めます』　『自己実現を支えます』
主な対象者 知的障害者の方が多いですが、発達障害・精神障害・身体障害の方も利用されています。

事業内容

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 5 14 13 4

女　　性 4 18 12 6 1

発達

人数（重複可） 8 68 11 6

職員体制 施設長1名（常勤1）

サービス管理責任者2名（常勤2）

職業指導員11名（常勤3、非常勤9）　生活支援員8名（常勤3、非常勤4）

目標工賃達成指導員1名（常勤1）　就労支援員1名（常勤1）

事務員3名（常勤2、非常勤1）　調理員3名（非常勤3）

利用曜日 月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

毎月1回土曜日はクラブ活動で通所日

盆休み（8月13日～15日）、年末年始休み（12月29日～1月3日）

利用時間 9時30分～15時00分

7:30～9:30 送迎
1月 成人祝賀会参加

2月
音楽会・外食会

9:30～12:00 作業
本人活動セミナー参加

年1回 日帰旅行

12:00～13:00 昼食・休憩 8月
夏祭り

大分市福祉交流会参加

13:00～15:00 作業
10月 あおぞらフェスタ参加

12月
懇親会

15:00～ 送迎
餅つき大会

毎月 クラブ活動
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作業内容
活動内容

・パン、クッキーの製造販売

・直営店舗でのパン、クッキー等の販売

・清掃、除草、庭木の剪定作業

・リサイクル資源ゴミの分別作業

・野菜の皮むき、カット、真空パック作業

・農作業（野菜作り、集荷）

・布団クリーニング代理店業務

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

平成29年度平均工賃

就労継続支援B型：12,791円

利用方法 見学・実習後、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。

利用日数は週1日からでもご相談に応じます。

利用計画作成は相談支援事業所リュミエールで受け付けています。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

平成29年度一般就労 周辺地図

なし

　

　

　

　

送　　迎 無料で送迎を実施いたします。

送迎区域：大分市内全域、臼杵市、犬飼町

昼　　食 給食があります。

昼食費：250円。

利用料以
外の費用

昼食費：250円（利用される方のみ）

保護者会費：月500円。

手をつなぐ育成会会費：月700円（入会者対象）

日帰旅行費用実費（希望者は毎月の工賃から積立を行います）

最終更新：平成30年5月

問合せ先 097-586-7272　石三（いしみ）・三好（みよし）・加藤（かとう）まで

月曜日～金曜日の8:30～17:30

その他
メッセージ

安全と安心をモットーに利用者様本人が中心のサービスを心がけています。

日中の就労・生活支援や就労後のアフターフォローにも力を入れています。



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

一日の流れ ◎1日のスケジュール（自立訓練（生活訓練）） ◎1日のスケジュール（就労継続支援B型）
年間行事等 8:00　送迎 8:00　送迎

9:00～11:40訓練　（10:00と11:00に休憩） 9:00～11:50作業　（10:00と11:00に休憩）

11:40～13:15　昼休み 11:50～13:00　昼休み

13:15～14:40　作業（14:00に休憩） 13:00～14:50　作業（14:00に休憩）

14:40　片付け、掃除 14:50　片付け、掃除

15:00　就業　送迎 15:00　就業　送迎

◎年間行事

・お花見、クリスマス会等レクレーション

・防災避難訓練

就労継続支援B型：雇用契約を結んで働く事が困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うこと
が出来る福祉サービスです。

利用時間 作業時間：9時～15時

利用曜日 基本月曜～金曜　勤務シフトにより土曜出勤あり

休日：日曜・夏季休暇・年末年始休暇あり

職員体制 管理者1名、サービス管理責任者：1名

自立訓練（生活訓練）生活支援員：2名

就労継続支援B型：指導員:職業指導員：3名、目標工賃達成指導員：1名、生活支援員：3名

人数（重複可） 3 5 25

女　　性 5 3 7 1

50代 60代 70以上

男　　性 1 3 3 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 身体・知的・精神障害の方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

自立訓練（生活訓練）：日常生活を送る為に必要な訓練を行うプログラムを実施しています。

sp2w8p79＠vivid.ocn.ne.jp

http://www.haru-oita.xyz

定　　員 10 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

多機能型事業所ビフレスト

有限会社はる

大分市下戸次1245番地の１

097-548-8155

097-548-8166



その他
メッセージ

1.内職系作業

2.施設外就労

弊社では長年にわたって障害のある方の生活の支援を地域の中で尽力してまいりました。変わりゆく社
会の流れの中で、関わりあうみなさまが障害のある、ないにかかわらず地域の中で安心して自立した生
活が営んでいけるように寄り添っていきたいという理念のもとに運営しております。皆様の地域生活のた
めに弊社の施設をご活用いただければ幸いです。

最終更新：令和　１年12月

問合せ先 大分市下戸次1245番地の1　℡：097-548-8155　Fax：097-548-8166

昼　　食 現在は一律0円

利用料以
外の費用

発生の都度見積もり

送　　迎 大分市戸次地区を中心として送迎範囲設定あり

範囲内であれば一律0円。

送迎範囲であるかはご相談下さい。

利用方法 まずは体験していただき体調に合わせてご利用いただけます。ご相談下さい。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図　大分市下戸次1245番地の1

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

生産物に対する成果報酬。仕事の質や、出席・作業態度等により評価あり。

一律1ヶ月3,000円以上　業績により増減あり。

作業業績により1日1,000円の方もいます。

平成30年度平均工賃実績額：約8,500円

作業内容
活動内容

外部契約先へ、指導員と共に作業に行きます。

施設清掃（屋内清掃、屋外草取り）、芋、ピーマン、梨収穫などの農作業等

香典返し、お茶箱、贈答品等の箱折り、中敷き折り、詰作業、包装など出来る作業を指導員と共に

手順と仕上がりに注意して丁寧に行います。



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

一日の流れ

年間行事等 8：40　来所　（送迎車等にて） 春　　　　　お花見

検温・消毒 夏　　　　　レクレーション（バーベキューなど）

9：00　 作業開始 秋　　　　　レクレーション（紅葉狩りなど）

10：00　休憩（5分） 冬　　　　　餅つき大会

11：00　休憩（5分）

12：00　昼休み（13：00まで） その他　　旅行（一泊二日）年一回

13：00　作業開始

14：00　休憩（5分） ※コロナウイルス感染拡大の状況によって変更有

14：50　清掃

15：00　作業終了　帰宅

利用時間 　9：00～15：00　（お昼休み　12：00～13：00）

【　一日の流れ　】 【　年間行事　】

利用曜日 月曜日～金曜日・祝日

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　：　2名（常勤1名、非常勤2名）

利用者構成

人数（重複可） 2 8 8

障害種別 身体 知的 精神

女　　性 1 1

50代 60代 70以上

男　　性 6 1 2 3 2

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

主な対象者 知的・身体・精神に障がいのある方

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

第2あいわ園では室内作業や近隣農家の手伝いを中心とした作業を提供しています。

作業に取組んでいただく中で、仕事をすることの楽しさ、大変さなどを感じてもらいながら、

他の利用者の方とコミュニケーションを取りながら、就労に必要な知識及び能力の向上を

目標に支援させて頂いております。

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

第2あいわ園

あいわ福祉農園合同会社

大分市大字中戸次4570-5

097-511-6857

097-511-6857

aiwa@lime.ocn.ne.jp

https://ooita-aiwanouen.com/office/aiwa2/



〈　室内作業　〉

オリエント様（ヒューズ菅など）、アクト様（車の部品など）より仕事を受注して製品を作る工程で

自身で行える作業を増やしながら、理解力・迅速性などを培っていきます。

〈　施設外就労　〉

ネギの皮むきなど近隣の農家の手伝いなど一般就労により近い作業をおこないます。

甘太くんのつる切り作業、カボスの収穫作業など時期によっての作業にも参加いただけます。

一連の作業を皆でおこない協調性・社会性などを培っていきます。

最終更新：令和　　4年　3月

問合せ先 あいわ福祉農園合同会社

TEL：097-578-6202（土曜・日曜を除く）

その他
メッセージ

まずはお気軽にご連絡ください。

見学等、常時受け付けております。

学生の職場実習体験も受け付けております。

昼　　食 希望者に提供あり（１食100円）

利用料以
外の費用

希望に基づく、行事（レクレーション）参加等で費用がかかる場合があります。

利用方法 まずは見学、実習を行ってもらい登園日数等を一緒に考えていきましょう。

お気軽にお問合せください。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 あり 　※対応範囲内

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

平均工賃　時給100円～300円

登園状況、作業状況を見て昇給あり 

※昇給あり 9月、12月

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 9：30～12：00朝礼・作業
年間行事等 12：00～13：00昼食・休憩

13：00～15：45作業

15：45～15：55片づけ・清掃

15：55～16：00終礼

・施設外就労あり。企業への移動時間も作業時間に含む

・就労継続支援B型は50分作業後10分間の休憩あり

・トイレ・水分補給は適宜

ソーシャルアーチ

一般社団法人　虹色

大分市大字永興字早田941番地2　城南ガーデン内

097-544-9555

097-547-7710

social-arch-jonan@circus.ocn.ne.jp

なし

主な対象者 身体障がい・知的障がい・精神障がい（発達障がい含む）・難病

地域活動支援センター

定　　員 10 10

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

50代 60代 70以上

男　　性 3 3 2 2 1

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

女　　性 2 2 5 2 3 1

人数（重複可） 5 5 16

障害種別 身体 知的 精神

利用曜日 月曜日～金曜日（国民の祝日、お盆・年末年始を除く）

職員体制 管理者兼サービス管理責任者　1名（常勤）

生活支援員　2名（常勤）

職業指導員　4名（常勤1名、非常勤3名）

利用者構成

利用時間 9：30～16：00



作業工賃
（就労移行・
就労継続）

ソーシャルアーチ（就労継続支援A型）　最低賃金以上保障。雇用保険・労災保険あり

ソーシャルアーチ（就労継続支援B型）　訓練開始時、時給200円よりスタート

作業内容
活動内容

【活動内容】
ソーシャルアーチ（就労継続支援A型）につきましては、当法人との雇用契約に基づき、法人運営方針・
就業規則等に則った業務を提供する中で、利用者各人の課題に応じた個別支援計画を作成し、就労
に必要となる知識・技術・能力の向上を支援し、職業人として自立し自ら考えて動ける人材を育てており
ます。
ソーシャルアーチ（就労継続支援B型）につきましては、現時点で雇用契約が困難な方に対し、作業を
とおした訓練を行う中で、利用者各人の課題に応じた個別支援計画を作成し、職業人としての基礎とな
る生活習慣及び生活リズムの確立、作業能力、体力、社会性等を育てております。
また、就労支援事業所全体として、社会貢献を念頭に地域企業と連携することで、多様な就労機会を
提供し、利用者各人の適性に応じた職場への就労を目指しております。

【作業内容】
・プラスチック部品の組み立て等・工場内作業
・菓子包装等等・工場内作業
・不動産管理地メンテナンス
・DMポスティング等
・アメニティ商品袋詰め等
・PE製容器の組み立て等
・その他、地域企業からの委託業務

利用方法 市町村に利用申請し、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた後に利用可能

ソーシャルアーチ（就労継続支援A型）は週4日以上、1日5.5時間勤務が可能な方

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

昨年度実績なし 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 大分市西部地域（応相談）

もしくは、大分駅集合可能な方

問合せ先 見学の方は事前にお問い合わせください。　9：00～18：00（月～金）受付。

その他
メッセージ

昼　　食 食事の提供あり（1食200円）

利用料以
外の費用

昼食費実費







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 ・初詣

・花見

・夏祭り

・くじゅう花公園散策

・いちご狩り

・クリスマス会

・美久杜祭

・その他

利用時間 9：00～16：00（月～金）

9：00～12：00（土曜日稼働時）

利用曜日 月曜日～金曜日（土曜日、祝日稼働日あり）

GW期間、夏季、年末年始休日有

利用者年齢はバランスがとれており、それぞれの障がいをお持ちの方が利用されているため、利用者

さんの特性を理解した上、相互信頼を築くことが出来るよう支援しています。

職員体制 管理者1名　サービス管理責任者1名

目標工賃達成指導員1名

作業支援員4名　生活支援員１名

人数（重複可） 3 6 16

女　　性 2名 4名 2名 2名

50代 60代 70以上

男　　性 2名 4名 3名 9名 2名

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

就労継続支援B型事業所です。大分市郊外の10号線沿いで利便性良好です

主な作業内容はお菓子の菊家さんの内職作業、ウエス、袋、カボスの実の取出し等、外作業では

JAおおいたさんの野菜の収穫箱詰め、ニラの選別等、福祉施設メンテナンス等があり、利用者さ

個性に合った作業を提供し、支援しています。
主な対象者 知的障がい　精神障がい　身体障がい

就労定着支援 地域活動支援センター

定　　員 30

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

就労継続支援B型事業所　美久の杜

社会福祉法人　豊肥福祉会

大分県大分市大字中戸次4776番地2

097-535-8815

097-535-8816

mikunomori@leaf.ocn.ne.jp

https://houhifukushikai.jp/mikunomori.html
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・メンテナンス

（施設内清掃・庭の清掃等）

・農作業手伝い

・作業場内作業

（カボスの実取り、ウエス等）

最終更新：令和　　　４年　　２月

問合せ先 社会福祉法人豊肥福祉会美久の杜097-535-8815へお電話をいただくか

社会福祉法人豊肥福祉会本部0977-75-6775へお電話お願いします

その他
メッセージ

昼　　食 中作業の利用者さんは指定業者からのお弁当になります。

外作業の利用者さんは外食（コンビニ弁当等）になります。

利用料以
外の費用

特になし

送　　迎 法人車両にて送迎します。片道30分くらいの

距離まで対応します。利用料金はありません。

利用方法

体調面等ご利用者の状況に応じた利用

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

令和2年度の就業者なし 周辺地図

　

　

　

　

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給140円（月努力賞あり+1000円）　手当等あり

月平均15000円ほど

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 ネギ 椎茸
年間行事等 8 ネギ収穫 　9 作業開始

9 洗浄・調整開始・植え付けなど 柄切り・選別など

10 休憩 洗濯後の衣類畳み

12 昼食 12 昼食

13 調整作業・圃場管理 13 作業開始

15 作業終了

16 作業終了

利用時間 ８：００～１７：００（一日5～6時間程度）

利用曜日 月～土の週5日

祝祭日・夏季休業・年末年始・その他行事等により振替あり

職員体制 サービス管理責任者１

職業指導員１

生活支援員１

目標工賃達成指導員３

人数（重複可） 9

1

女　　性 2

50代 60代 70以上

男　　性 1 1 2 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 知的障害者・就労を希望する方・乾燥椎茸の柄切り・洗濯工場にて衣類畳み

ハウス水耕ネギ栽培（栽培・選別・調整等）に関われる方

地域活動支援センター

定　　員 10

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

第二博愛寮　就労継続支援Ｂ型事業所

社会福祉法人　博愛会

大分市大字中戸次2131番地

０９７－５９７－０２０４

０９７－５９７－０２０５

hakuai2@guitar.ocn.ne.jp

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

mailto:hakuai2@guitar.ocn.ne.jp
http://hakuai-oita.com/index.html


乾燥椎茸の柄切り・衣類の洗濯乾燥、畳み・ハウス水耕栽培の植え付け、選別、調整等

その他
メッセージ

最終更新：令和４年１０月

利用料以
外の費用

特になし

問合せ先 ＴＥＬ：０９７－５９７－０２０４　ＦＡＸ：０９７－５９７－０２０５

見学、体験等随時受付しています。相談支援事業所を経由していただくと助かります。

昼　　食 480円で提供可能。実質食事提供加算分を控除し180円となります。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

28年度より事業開始 周辺地図

29年度より農事組合法人寺尾農業組合に就職1名

　

　

　

　

送　　迎 現在は未実施。送迎の要望があれば相談可能。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

前年度実績 : 一人月額 約23,000円

利用方法 週１日より利用可／利用曜日や時間については相談に応じます。

作業内容
活動内容

■

大

分

銀

行

〒 第

二

博

愛

寮

戸

次

小

学

校
■



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

ニューフレンドひまわり

社会福祉法人　新友会

大分市梅が丘2丁目２－５

０９７－５９５－００１８

０９７－５９５－１０４０

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

作業活動だけではなく、日帰り外出や1～2泊の県外旅行も企画実行しており(昨年度、コロナの影響

で旅行は未実施)、仕事に対するやりがいや仲間との信頼関係構築につながるよう取り組んでいま

ie.info@3-flower.jp

http://www.3-flower.jp/

定　　員 30

主な対象者 主に知的障がい者の方が対象。精神障がい者の方も利用して頂いています。

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

メンテナンスや室内作業を通して、就労に必要な知識・技術の習得や社会生活における人間関係

など対人スキルを学んでもらえるよう、サービス提供を行っています。

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 7 8 2 2 2

女　　性 5 2 1 4

人数（重複可） 32 1

精神療育手帳を所持している方は1名ですが、3名の方が精神科病院より移行されています。

職員体制 管理者　(常勤)1名　　事務員　(常勤)1名

サービス管理責任者　(常勤)1名

生活支援員　(常勤)3名　(非常勤)1名

目標工賃達成指導員　1名　　　職業指導員　2名

社会福祉士　2名　介護福祉士　1名

利用曜日 月～金曜日　祝日も営業　(年に数回土曜も営業)

年末年始休業

利用時間 ８：３０～１５：００

営業時間は８：３０～１７：３０

15:00 送迎出発

8:30 送迎到着

9:00 午前作業開始

11:30 作業終了・昼食・休憩

13:00 午後作業開始
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作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

平均工賃額　　15,682円(令和元年度)

ボーナス支給　　年に２回(１１月に15,000円・3月に10,000円)

利用方法 自宅からの通所や、法人内のグループホームより通所されている方もいらっしゃいます。

他事業所との併用利用をされている方もいらっしゃいます。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

就業実績はありません。 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 大分市内・臼杵市・由布市(狭間)エリアを対応

昼　　食 1食６５０円（内３００円は補助）

利用料以
外の費用

送迎費　片道９０円　往復１８０円　

最終更新：令和　　　年　　月

問合せ先 窓口　　管理者　小塩桂史　

連絡先 ： ０９７－５９５－１０４１　　e-mail : ie.info@3-flower.jp

その他
メッセージ

メンテナンスなど外での作業が中心で、体を動かす機会が多くあります。

作業だけでなく、外出や旅行など、レクレーションの企画を毎年行い、御利用者のモチベーションに

つなげられるよう取り組んでいます。

Administrator
テキストボックス
3

Administrator
テキストボックス
2

Administrator
テキストボックス
に



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 A型 　　　　　　　　　　7：30　　　出勤 B型　 8：30　 　出勤
年間行事等 　　　　 　　朝礼 　　　　 　朝礼

9：30　　　休憩（15分） 10:30    休憩(15分）

11:20　 　昼食 12：20　　昼食

12:20　 　午後作業開始 13：20　　午後作業開始

14：00　　　休憩（15分） 14：00　　休憩（15分）

15：00　　作業終了 15：00　　作業終了

　　　　　　清掃・片付け 　　　　　　着替え・片付け

15：30　　帰宅 　　　　　　帰宅

ひまわり畑

社会福祉法人　新友会

大分市大字辻1381番地の1

097-595-1711

097-595-0007

www.3-flower.jp

主な対象者 知的・身体・精神

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

・A型は製造業

・B型は農業や施設外就労

・定着は就職後3年間会社訪問等による支援

定　　員 19 20 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

男　　性 5 11 6 5

年齢・性別 10代 20代 30代 40代

3

50代 60代 70以上

2

身体 知的 精神

女　　性 1 4 2

利用曜日 月曜日～日曜日（勤務表にて）

若い利用者の多い事業所になります。

職員体制 A型 　管理者1・さび管1・就業指導員6・生活支援員1・賃金向上達成指導員2.8

B型　 管理者1・さび管1・就業指導員1.5・生活支援員1・工賃向上達成指導員1

定着　管理者1・さび管1・就労定着支援員0.1

利用者構成

人数（重複可） 1 34 4

障害種別

利用時間 7：30～17：30
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A型　吉野工場と戸次工場の2工場で作業を行っています

吉野工場では　高菜漬け商品を中心に製造

戸次工場では　浅漬け商品を中心に製造をし

県内のスーパーなどに納品しています。

B型　野菜部門…地元の吉野で栽培した高菜・大根を

漬物の材料にしています

甘藷、じゃがいも、かぼちゃ、ナスなどの野菜も栽培しており

スーパーなどに出荷しています

甘藷は　高崎山自然動物園のお猿さんの餌として

週に3回納品をしています。

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

A型　　令和3年平均賃金　　77,772円/月

B型　　令和3年平均工賃　　31,634円/月

作業内容
活動内容

利用方法 月に最大で23日利用可能（月ごとに違います）

月に1回からでも利用可能

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

なし 周辺地図

　

　

　

　

送　　迎 あり　（無料）

大南地区

最終更新：令和　　　年　　月

問合せ先 電話連絡いただき　見学等の日程調整致します。

その他
メッセージ

昼　　食 あり　（750円　350円補助）

　　

利用料以
外の費用

あり　（実費）



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

就労継続支援A型事業所　ロイヤルウォッシュ

合同会社ロイヤルウォッシュ

豊後大野市犬飼町下津尾１０番

097-579-7455

097-579-7454

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

royalwash-1@oct-net.ne.jp

定　　員 29

主な対象者 知的障害、身体障害、精神障害

事業内容 地域活動支援センター自立訓練

リネンサプライ業や老人施設の利用者さんの私物クリーニング代行サービスの下請け

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 2 6 0 2 4 1

女　　性 3 4 3 2 2 0

人数（重複可） 5 8 17

基本的に精神の方が多い。また、年齢層は若い方と年配の方が多く４０代が少々少ない。

職員体制 サービス管理責任者　１名

生活支援員　２名

職業指導員　常勤１名　非常勤８名（0.6換算）

利用曜日 月～日（シフトによる）

利用時間 8：30～17：00（内４時間から）

8:30 始業

休憩

業務開始

休憩

10:15

10:30

12:30

13:15 業務開始

※4月に１０時間程度の残業あり

14:45

15:00

休憩

業務開始

17:00 終業

リファイングループ
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①リネンサプライ業

　　　大分県内のホテルや旅館さんのシーツ類や浴衣、タオルなどをお貸しして、

　　　使っていただいたものをクリーニングし、またお貸しする業種です。

　　　機械化が進んでいるので、作業としては、連続洗濯機といわれる機械に商品を

　　　投入したり、洗ったものを機械に入れて仕上げ作業をしたりします。

　　　すべてが単純作業なので、作業を覚えるのは難しくありません。

　　　人に気を遣わず、もくもくと作業をすることが好きな方にお勧めです。

　　　また、洗濯前シーツ類の仕分け作業もあるので、機械の投入が苦手な方でも

　　　安心です。

②私物クリーニング代行サービス

　　　老人ホームなどの施設に入所されている、利用者さんの服をヘルパーさんの替りに

　　　代行して洗濯するサービスです。各施設を１人が担当し、洗ったものを名前を見ながら

　　　畳んでいきます。キレイに仕上がった商品はとても気持ちが良いです。

　　　こちらも人に気を遣わずもくもくと作業をすることが好きな方にお勧めです。

作業内容
活動内容

作業工賃
（就労移行・
就労継続）

時給８５４円～９３０円

各種保険加入あり

夏・冬寸志あり

交通費支給

利用方法 ハローワークより紹介状をもらってきていただき、面接。その後相談支援員さんを紹介し、

市役所へ申請後利用開始。

利用はスタートは週２日からでも可。

出勤はシフト表による。

昨年度就
業者に関
する事項
（就労移行・
就労継続）

令和３年度は３名の雇用あり。 周辺地図

離職者なし。

　

　

　

　

送　　迎 犬飼駅や町口近辺の送迎あり。

昼　　食 提携先へのお弁当の注文可能

利用料以
外の費用

利用費は請求しない。

最終更新：令和　　　4年　　10月

問合せ先 合同会社ロイヤルウォッシュ　TEL097-579-7455　FAX097-579-7454

担当：生活支援員　宮迫奈緒美

その他
メッセージ

優良A型企業認定

エコアクション21認定


