
 

 

-就労継続支援（Ｂ型）- 

就労継続支援（Ｂ型） 

 

事業所の名称 ワークステーションやじろべえ 

事業所所在地 〒880-0951 宮崎市大塚町権現前 874 番地 1 

運営法人の名称 社会福祉法人まほろば福祉会 

定員 34 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ有り、手すり、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（土曜日：第 1・第 3）※祝日・年末年始・夏季休暇を除く。 

10 時～16 時（土曜日：10 時～12 時 30 分） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①一般印刷（冊子・封筒・名刺・はがき・チラシ・ポスター・パンフ 

・伝票等） 

②特殊印刷（Ｔシャツ・ポロシャツ・イベントジャンパー・タオル・エコバッグ・帽

子・のぼり・横断幕・シール等） 

③軽作業（日向夏・きゅうり・千切り大根などの選別及び袋詰め作業、DM封

入れ、シール張り、カード仕分、駐車場除草作業など） 

④その他 旅行、スポーツレク、花見会、芋煮会、夏祭りなどの行事を実施  

工賃平均（月額） 平成 30 年度：20,788 円、令和元年度：21,791 円 令和元年度：20,528 円 

連絡先 

 

電話：0985-48-2720   FAX：0985-48-2774 

E-mail：yamashita@846bee.com 

 

事 業 所 の 名 称 ブライトハウス住吉 

事 業 所 所 在 地 〒880-0121 宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番地3 

運営法人の名称 社会福祉法人清樹会 

定 員 40名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレ、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（年末年始を除く） 

9時00分～14時00分（祝日は午前中のみ） 

昼 食 の 有 無 有（1食150円 食事提供加算ありの場合） 

送 迎 の 有 無 有（場所による） 

 

 

サービスの内容 

① 配食サービス（調理、盛り付け、下ごしらえ、清掃、弁当箱等の回収・洗浄） 

② 施設外就労（食品の袋詰め等の作業） 

工賃平均（月額） 平成30年度：25,024円 令和元年度：22,953円 令和２年度：25,138円 

連 絡 先 

 

電話：0985-62-5255   FAX：0985-62-5266  

E-mail：brighthouse@siren.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称  CADセンター 

事業所所在地 〒880-0024 宮崎市祇園１丁目 50 番地 宮崎市心身障害者福祉会館 1 階 

運営法人の名称 社会福祉法人 恵佼会 

定員 18 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （ 多目的トイレ、スロープ、エレベーター有） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

9 時～17 時 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有（一定の要件有り） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①生産活動：軽作業（袋詰め等請負作業、ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ制作）、パソコン

作業（ホームページ作成・更新、各種印刷物の版下製作、データ入力等） 

②社会人としての基礎的訓練：生活のリズム、コミュニケーション能力、一

般的なマナーの習得。 

③就労支援 ： パソコン（ワード、エクセル）の技術習得、資格取得、職場実

習求職活動支援、就労定着支援。 

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,364円 令和元年度：21,018円 令和２年度：25,906 円 

連絡先 

 

電話：0985-31-6441    FAX:0985-32-5029    

 E-mail：info@fukushi-net.com 

 

事業所の名称 すてっぷ 

事業所所在地 〒880-0122 宮崎市大字塩路 3083‐42 宮崎市フェニックス自然動物園内 

運営法人の名称  社会福祉法人 巴会 

定員 24 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（土曜日：第 1・第 3）※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く 

10 時～16 時（土曜日：10 時～12 時 30 分） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有（一定要件あり） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（動物園内清掃） 

②施設外作業（フローランテ宮崎内清掃） 

③施設外作業（花苗生育作業） 

④求職活動・職場体験実習 

⑤講座（書道・絵画・パソコン ※選択制） 

⑥レクリエーション活動 

工賃平均（月額） 平成 30年度：23,440円 令和元年度：24,591円 令和２年度：25,356 円 

連絡先 

 

電話：0985‐62‐5524   FAX：0985‐62‐5525    

E-mail：step@tomoe-kai.or.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 くりん・わーくす 

事業所所在地 〒880-0915 宮崎市恒久南 3 丁目 2-2 

運営法人の名称 社会福祉法人 げんき 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝日、盆休み、年末年始を除く） 

8 時 30 分～16 時 00 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 要相談 

 

 

サービスの内容 

 

 

①メンテナンス業務 

②ビジネスマナーの座学 

③自立に向けた活動 

 ④レクリエーション 

 ⑤誕生会・定例会の開催（月 1 回） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：33,710円 令和元年度：27,697円 令和 2年度：36,256円 

連絡先 

 

電話：0985-73-9238  FAX： 0985-73-9652 

E-mail:kurin-works@future.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 障がい福祉サービス事業所いつかの杜 

事業所所在地 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方 2714 番地 5 

運営法人の名称  社会福祉法人いつか会 

定員 60 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（祝祭日・年末年始を除く） 

9 時 30 分～16 時 30 分（土曜日は、9 時 30 分～13 時 30 分） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①味噌製造販売 

②作業・生産活動・施設外就労 

③ピザハウス接客サービス、ピザ製造、お菓子製造 

④店頭販売 

⑤鍼灸マッサージ治療院施術 

工賃平均（月額） 平成 30年度：31,192円 令和元年度：32,320円 令和２年度：27,446 円 

連絡先 

 

電話：0985-64-2350   FAX：0985-64-2351 

E-mail：ituka@ituka.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 ピッコロ 

事業所所在地 〒880-0121 宮崎市大字島之内松ヶ崎 3073-1 

運営法人の名称  社会福祉法人 明和会 

定員 10 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応  有（多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日(年末年始を除く) 

9 時 50 分～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

① パン製品・焼き菓子(城の駅・直売所等にて販売) 

② 箱作業(デパート商品券入れ箱の下請け作業) 

③ クッキー・ラスクの製造・販売 

④ メンテナンス作業(住宅・アパート等の清掃・農家でのお手伝いなど) 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,080円 令和元年度：18,843円 令和２年度：17,167 円 

連絡先 

 

電話：0985-64-8300   FAX：0985-64-8302  

E-mail：piccolo-1@sky.plala.or.jp 

 

事業所の名称 サクラプリンテック 

事業所所在地 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方 2717 番地 4 

運営法人の名称  社会福祉法人 桜裕会 

定員 28 名 主たる対象者 特定なし（視覚障害を除く） 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（一部の土曜日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 

9 時 00 分～ 15 時 20 分 （施設外就労は契約による） 

昼食の有無 無（お弁当代行注文あり） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①印刷包装物の内製加工作業（施設内作業） 

②自動車部品の組立作業（施設内作業） 

③環境整備作業（ゴルフ場／施設外就労） 

④清掃作業（公共施設／施設外就労） 

  

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,027円 令和元年度：15,284円 令和 2年度：15,489円 

連絡先 

 

電話：0985-63-5353  FAX：0985-63-5454 

E-mail：sakura-printec@oukai.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 リサイクル工房 

事業所所在地 〒880-0345 宮崎市大字大瀬町字倉谷 6176 番 1 エコクリーンプラザ内 

運営法人の名称  社会福祉法人げんき 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （ 多目的トイレ有り ） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日・第 3 日曜日(シフト制) 

9 時 15 分～16 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①リサイクル品の修繕・販売・接客 

②リサイクル体験教室の準備・接客 

③本人の会(ネバーランド会)の運営 

④調理活動の実施(自立支援) 

⑤レクリエーション(屋外活動) 

⑥余暇活動(屋内活動) 

工賃平均（月額） 平成 30年度：31,447円 令和元年度：30,782円 令和２年度：30,660 円 

連絡先 

 

電話：0985-36-6606   FAX：0985-36-6706  

E-mail：koubou＠voice.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 木花通所センターひまわりの里 

事業所所在地 〒889-2151 宮崎市大字熊野字芦原 2979 番地 2 

運営法人の名称  社会福祉法人廣海会 

定員 17 名 主たる対象者 知的・身体・精神障がい者 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日・年末年始・お盆を除く）、土曜日（月 2 回余暇活動） 

9 時～16 時 

昼食の有無 無（お弁当代行注文有り） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（千切り大根の袋詰め、製袋、パッケージ等） 

②施設外作業（施設内外清掃、駐車場、庭整備） 

③職場実習、施設外支援、求職活動の支援 

④体調管理（内科検診、歯科検診、健康診断） 

⑤余暇支援（レクリエーション、土曜余暇） 

⑥防災訓練（月 1 回） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,180円 令和元年度：22,043円 令和２年度：20,973 円 

連絡先 

 

電話：0985-55-2155   FAX：0985-55-2150  

E-mail：himasato@mnet.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 ハッピーコーポレーション 

事業所所在地 〒880-2104 宮崎市大字浮田字熊税 1375-1 

運営法人の名称 社会福祉法人道志福祉会 

定員 15 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）、第 1・第 3 土曜日 

9 時～16 時  

昼食の有無 有 

送迎の有無 有（自宅送迎有） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①イオンモール宮崎の除草作業 

②ソーラー除草作業 

③ホテルの清掃作業 

④ゴルフ場のデイボットの整備作業 

⑤みその製造・販売 クッキーの製造・販売 

⑥余暇活動等（レクリエーション・外食（バイキング等）） 

工賃平均（月額） 平成 30 年:22,069 円  令和元年度：20,216 円 令和２年度：14,283 円 

連絡先 

 

電話：0985-62-3360   FAX： 0985-62-3361 

E-mail：happy-1@dream.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 工房はづき 

事業所所在地 〒880-0834 宮崎市新別府町麓 518-1 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 工房はづき 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（場合によっては変動あり） 

8 時 00 分～17 時 30 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有（10Ｋｍ未満）送迎費は無料 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①ダイレクトメール等の組合せ・封入・封緘・区分け・シール貼り・折り方  

②箱折り 

③健康食品の化粧箱折り・箱詰・シュリンク・発送等 

④ペットケア製品の製造・販売 

⑤草刈・草取り（施設外就労） 

⑥靴の乾燥剤製造（施設外就労） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：37,488円 令和元年度：35,551円 令和２年度：27,600 円 

連絡先 

 

電話：0985-71-2673   FAX：0985-71-0072 

E-mail：koubouhaduki@yahoo.co.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称  久峰食堂 

事業所所在地 〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂 16079-69 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 チームさどわら 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※週五日 

9 時～16 時（土曜日：10 時～12 時 30 分） 

昼食の有無 有（店内商品半額提供・水・金曜日弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①食堂作業（清掃、配膳下膳、レジ打ち、製麺（手打ちうどん）） 

②施設外作業（福祉施設清掃、老人ホーム清掃、公園清掃 ,市場清掃、 

③農作業（青パパイヤ生産、加工作業、干し芋作業） 

④請負作業（ラベル貼付、サプリメント詰め、箱作り、宝塔山清掃） 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：19,085 円、令和元年度：19,357 円 令和２年度：20,011 円 

連絡先 

 

電話：0985-73-8313   FAX：0985-73-8314 

E-mail：t-sadowara@star.ocn.ne.jp      

 

事業所の名称 障害福祉サービス事業 就労継続支援B型 彩工房はまゆう 

事業所所在地 〒880-0052 宮崎市丸山 2 丁目 50 番地 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 彩工房はまゆう 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇(盆休み)を除く。 

9 時～16 時  

昼食の有無 無（当日の朝注文可能） 

送迎の有無 有(実施できない場合もあり) 

 

 

サービスの内容 

 

 

①野菜(大根・人参)の皮むき 

②らっきょう漬け製造販売 

③公園清掃 

④焼き菓子製造 

⑤カフェの運営（宮崎市民プラザ 1 階） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,483円 令和元年度：12,641円 令和２年度：12,830 円 

連絡先 

 

電話：0985-23-1032   FAX：0985-67-5711 

E-mail：saiko-hamayu@tulip.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

 

事業所の名称 トリエステ 

事業所所在地 〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島 21210-24 

運営法人の名称  医療法人りっか会 

定員 20 名 主たる対象者 精神障害者 

バリアフリー対応  無  

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※祝祭日・年末年始を除く。 

9 時～16 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 無 

 

 

サービスの内容 

 

①レストランでの接客、下ごしらえ、もりつけ、洗い物等 

②パン工房での計量、成形等及びパン店舗での販売 

③受託作業（自動車部品の組み立て等） 

④施設内外、病棟の清掃等  

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,515円、令和元年度：13304円 令和２年度：13.409 円 

連絡先 

 

電話：0985-62-7088  FAX：0985-72-0640  

E-mail：ricka-trieste@crest.ocn.jp 

事業所の名称 指定就労継続支援B型事業所 喜望 

事業所所在地 〒880-0013 宮崎市松橋 2 丁目 9 番 33 号鈴木ビル 1F 

運営法人の名称 一般社団法人きぼう 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 9 時～16 時 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

 

昼食の有無 有り（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（委託作業 ・野菜の袋詰め ・菓子箱折り ・自動車部品組立 ･

給食調理補助） 

②施設外就労（清掃作業） 

③職場実習、施設外支援、求職活動の支援 

④体調管理 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：17,905 円、令和元年度：18,967 円 令和２年度：17,973 円 

連絡先 

 

電話：0985-72-8200   FAX：0985-72-8211 

E-mail：syadan. kibou@oboe.ocn.ne.jp      
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

事業所の名称 那珂の郷 

事業所所在地  〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂 12800 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人明照福祉会 

定員 30 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 有  （ 多目的トイレ、スロープ ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日(祝日、年末年始を除く、当該月-8 日内で土曜日も営業する場

合もあります)  9 時 40 分～15 時 40 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①農作業（季節野菜の生産、販売、出荷） 

②さをり織り作業 

③製品・アクリルたわし製作、土人形制作作業 

④受託作業 

⑤従たる事業所での厨房作業 

⑥レクリエーション 

工賃平均（月額） 平成 30年度：7,387円 令和元年度：7,271円 令和２年度：7,393 円 

連絡先 

 

電話：0985-30-5655   FAX：0985-74-3053 

E-mail：nakanosato@meisyo-wa.jp 

事業所の名称 障がい福祉サービス事業所 あすなろの里 

事業所所在地 〒880-0836 宮崎市山崎町浜川 6 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人 巴会 

定員 20 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日、年末年始を除く） 

8 時 30 分～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①トマトなど野菜や花苗等の栽培管理を中心とした職能訓練 

②技能訓練や礼儀作法、面接技術などの一般就労に向けた就労移行訓練 

③身だしなみや健康管理等の生活支援 

④家族等への支援（相談及び援助等）  

  

工賃平均（月額） 平成 30年度：5,530円 令和元年度：10,088円 令和２年度：7,951 円 

連絡先 

 

電話：0985-39-7692   FAX：0985-39-5778 

E-mail：asunaro@tomoe-kai.or.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 障害福祉サービス事業所 向陽園 

事業所所在地 〒880-0824 宮崎大島町北ノ原 1030‐3 

運営法人の名称  社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団 

定員 20 名 主たる対象者  知的・身体・精神 

バリアフリー対応 有（手すり・スロープ・多目的トイレ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日、祝日（年末年始を除く） 

9 時 00 分～16 時 00 分 

昼食の有無 無（お弁当の代行注文有） 

送迎の有無 有（送迎に関しては相談の上で決定） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①木工製品製作 

②委託作業 

③クラフト・手芸品製作 

④屋外作業 

⑤体調管理 

⑥避難訓練（月 1 回） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：16,151円 令和元年度：17,732円 令和２年度：18,690 円 

連絡先 

 

電話：0985‐25‐5035   FAX：0985‐25‐5139 

E-mail：koyoen@m-sj.or.jp 

事業所の名称 就労支援施設がんばる～ん 

事業所所在地 〒880-0035 宮崎市下北方町上田々942 番地 6 

運営法人の名称  特定非営利活動法人いしずえ会 

定員 20 名                                                                 

主たる対象者  特定なし 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（一部の土曜日・祝祭日を除く） 

9 時～16 時まで 

昼食の有無 無                                                          

送迎の有無 有                                                        

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①ハウス内での野菜の栽培・袋詰め・販売作業 

②クラフトバンド雑貨制作 

③在宅での作業支援 

④余暇活動（レクリエーション・工場見学・外食等） 

⑤イベント出店での販売 

⑥社会生活における一般常識 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：17,466 円、令和元年度：14,040 円 令和 2 年度：9,011 円 

連絡先 

 

電話：0985-73-8087   FAX：0985-64-8804 

E-mail：ishizue@canvas.ocn.ne.jp                                      
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

 

 

事業所の名称 多機能型事業所「跡江の杜はんぴどん」 

事業所所在地 〒880-2101 宮崎市跡江 4549-7 

運営法人の名称  社会福祉法人仁愛会 

定員 15 名 主たる対象者 知的障害者 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ、スロープ有 ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝日、年末年始は除く。土曜日は営業することがあります。）  

8 時～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①受託作業（きゅうり箱づくり、ハーネス組み立て、しいたけカット、 シール貼り） 

②施設外就労（JA宮崎中央総合選果場：箱づくり等） 

③各種行事（レクリエーション、球技大会、やまびこ祭、忘年会等） 

④余暇活動（園外活動、健脚） ⑤健康管理（バイタルチェック、服薬  

、歯科検診、年 2 回内科健診等） 

⑥避難訓練（月 1 回） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,965円 令和元年度：11,873円 令和２年度：10.005 円 

連絡先 

 

電話：0985-67-6363   FAX：0985-65-6880 

E-mail：hanpidon@dune.ocn.ne.jp           

事業所の名称 大島身体障害者通所授産所 

事業所所在地 〒880-0824 宮崎市大島町北ノ原 1029 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人宮崎県大島振興協会 

定員 20 名   主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日  ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時～16 時 （水曜日だけ 9 時～12 時まで） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

① 宮崎漆器の製造（下地付・研磨作業・堆錦加飾作業） 

② 受託作業（千切袋詰・工作キットの検品・トレカ仕分） 

③ 編物（アクリルたわし等）  

工賃平均（月額） 平成 30年度：17,680円 令和元年度：14,669円 令和２年度：15,249 円 

連絡先 

 

電話：0985-25-3668     FAX：0985-25-3649 

E-mail：urushimi@miyazaki-catv.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称  福祉サービス事業所ポノ・ポノ 

事業所所在地 〒880-0022 宮崎市大橋 2 丁目 149-1 

運営法人の名称  株式会社OFA  

定員 14 名 主たる対象者 特定無し(視覚障がい者を除く) 

バリアフリー対応 有（障がい者トイレ、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（イベント等の行事がある場合は土・日・祝日も営業します） 

9 時～15 時 30 分 

昼食の有無  無                                                                    

送迎の有無  有                                                                   

 

 

サービスの内容 

 

 

 

 

①請負作業 

②農園作業 

③野菜の出荷準備 

④スポーツイベントの準備・飲食サービス 

⑤施設外就労 

⑥オリジナルグッズ作成 

⑦コミュニケーション能力習得・血圧測定・バイタルチェック・記録票管理 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：16,998 円、令和元年度：15,247 円 令和 2 年度：15,760 円 

連絡先 

 

電話：0985-34-9331    FAX：0985-34-9332 

E-mail：ponopono@sage.ocn.ne.jp                                     

事業所の名称 SUNはぁーと 

事業所所在地 〒880-0805 宮崎市橘通東 3 丁目 4-35 ホワイトポケットビル西館A号 

運営法人の名称 株式会社 SHIBA 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（作業所内トイレ）  

サービス提供日 

・時間 

原則月～土曜日 ※年末年始・夏季休暇を除く。イベント等により日曜営業  

8 時～17 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 無 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①内職作業 (自動車部品組立作業・シール貼付作業 他) 

②ビル清掃管理 

③クリーニング工場内作業(布団たたみ他) 

④クリーニング店舗窓口受付業務 

⑤パン販売店(販売・調理補助他) 

⑥メール便配達業務(ヤマト運輸受託) 

工賃平均（月額） 平成 30年度： 12,352 円 令和元年度： 12,204 円 令和 2年度：12,235円 

連絡先 

 

電話： 0985-22-1123 FAX： 0985-89-3177 

E-mail：sunheart@aqr.bbiq.jp  
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 じょいわーくす 

事業所所在地 〒889-1602 宮崎市清武町今泉甲 6876 番地 5 

運営法人の名称  社会福祉法人たらちね会 

定員 34 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日(土・日曜日、年末年始は休日) 

9 時 00 分～16 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①清掃受託業務（施設内及び施設外） 

②レストラン運営（接客・調理補助・皿洗い） 

③野菜選別業務（施設外） 

④下請け業務（精密機械部品袋詰・菓子袋詰） 

⑤一般就労に向けた訓練 

⑥祝祭日を利用した余暇支援 

工賃平均（月額） 平成 30年度：16,715円 令和元年度：16,060円 令和２年度：14,529 円 

連絡先 

 

電話：0985-82-8180   FAX：0985-82-8188  

E-mail：try@bz03.plala.or.jp 

事業所の名称 就労継続支援B型事業所「椿の会」 

事業所所在地 〒880-0852 宮崎市高洲町 22-5  

運営法人の名称 株式会社E-gao 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時～14 時（土曜日・祝祭日：9 時～12 時 00 分） 

昼食の有無 有（1 食 100 円） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（千切り大根、野菜の皮むき） 

②施設外作業（清掃） 

③体調管理 

 

 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：16,530 円、令和元年度：17,019 円 令和 2 年度：15,677 円 

連絡先 

 

電話：0985-88-3069   FAX：0985-88-3069 

E-mail：tsubaki-01@outlook.jp    

134



 

 

-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

事業所の名称 障害者自立支援施設芳明館 就労支援事業所ふれあい 

事業所所在地 〒880-0933 宮崎市大坪町草葉崎 2072-3 

運営法人の名称  医療法人芳明会 

定員 20 名 主たる対象者 精神障がい・知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（祝祭日、年末年始を除く） 

9 時 00 分～15 時 00 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 （片道 15 分以内） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①受託作業（清掃・印刷） 

②手工芸品の制作及び販売（クラフトバック・小物等） 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,311円 令和元年度：14,491円 令和 2年度：14,988円 

連絡先 

 

電話：0985-59-5510   FAX：0985-73-9621 

E-mail：fureai@houmei.or.jp 

事業所の名称 セサミ・みやざき 

事業所所在地 〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島 20036-3 

運営法人の名称 社会福祉法人 明和会  

定員 10 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日、年末・年始を除く） 

9 時 ～16 時  

昼食の有無 無（弁当斡旋） 

送迎の有無 有（無料） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①個人住宅、アパート・マンション、店舗等の外回り部分の清掃・除草等 

②公共施設、公園等の除草・清掃、トイレ等の清掃等  

③お寺や個人墓地等の清掃・除草及び供花、線香供養等 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：21,931円 令和元年度：22,147円 令和 2年度：25,173円 

連絡先 

 

電話：0985-73-8825   FAX:0985-73-8863 

E-mail：sesami_sa@dune.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称  おうちカフェだんだん 

事業所所在地 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町三反田 698-2 

運営法人の名称  特定非営利活動法人うつ予防の会だんだん 

定員 10 名                                                                

主たる対象者  精神疾患の方、知的障がいの方、引きこもりの方  

サービス提供日 

・時間 

日曜祝日、年末年始を省く月～土曜日、（9時 30分～15時 30分、土は 14時 30

分終了）＊話し合いにより、祝日、日曜等にイベント参加もある。 

昼食の有無  有（300 円）                                                                     

送迎の有無  有（片道 30 分以内。帰り送迎は 15 時（土曜は 14 時）に出発します                                                                 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

（１）【 工賃が出るもの・休憩を取ながら行ってもらいます。 】  

①お客様のランチの準備片付け等 

②野菜や花の栽培、庭畑手入れ、内職、小物つくり、デザインイラスト作成 

③野菜物品のための仕分け作業、事務作業、発送準備など 

（２）【 工賃は発生しないが、参加できること 】 

季節の行事、イベント参加。体調管理のための(メンタル含む)健康チェック 

工賃平均（月額） 平成 30年度：6300円 令和元年度：6728円 令和 2年度：6,680円 

連絡先 

 

電話：0985‐89‐3006   FAX：0985‐89‐3006  

E-mail：ouchicafe.dandan@gmail.com  (お急ぎの場合は、お電話ください) 

事業所の名称 カラダのほぐし屋（従たる 大島治療院） 

事業所所在地 〒880-0837 宮崎市村角町灰作 1408 番地 7 

従たる 〒880-0835 宮崎市阿波岐原町坂元 2017 番地 1 

運営法人の名称 株式会社 さきがけ 

定員 15 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜（月－8 日の為 予備日第 1，3 土曜振替有） 

9 時 00 分～18 時 00 分（従たる同じ） 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

① 鍼灸マッサージ業 

② ポップコーンラベル貼り 

③ 軽作業 陶器制作 

 

  

工賃平均（月額） 平成 30年度：50,462円 令和元年度：50,936円 令和 2年度：45,226円 

連絡先 電話：0985-22-3456   FAX： 0985-22-3456 

136



 

 

-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

 

 

事業所の名称 きんこんかん 

事業所所在地 〒880-0833 宮崎市昭栄町 155 番地 

運営法人の名称  有限会社九州福祉サビス 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレあり バリアフリー 車椅子対応可  ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日・第 1・3 土曜日(年末年始祝日を除く。その他カレンダーを考慮) 

10 時 00 分～16 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①イモの皮むき作業 

②千切り大根選別 

③リサイクル商品の買取販売 

④マッサージ業 

⑤コミックセット本作成・納入 

⑥100 円ショップ商品・青汁等の封入作業・納入 

工賃平均（月額） 平成 30年度：円 令和元年度：円 令和 2年度：20,267円 

連絡先 

 

電話：0985-74-6262   FAX： 0985-74-6261 

E-mail：kinkonkan@vesta.ocn.ne.jp 

事業所の名称 奏 

事業所所在地 〒880-0804 宮崎市宮田町 13 番 18 号 

運営法人の名称  社会医療法人如月会 

定員 30 名 主たる対象者 精神障がい・知的障がい者 

バリアフリー対応 無  

サービス提供日 

・時間 

月～土 ※土曜日に関しては清掃作用のみ営業 

9 時 00 分～15 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 無 

 

 

サービスの内容 

①野菜加工（野菜のカット、洗浄、計量など） 

②清掃作業（病院関連施設内の清掃） 

  

工賃平均（月額） 平成 30年度：13,341円 令和元年度：12,286円 令和 2年度：15,019円 

連絡先 

 

電話：0985-82-6262   FAX：0985-82-6263  

E-mail：kanade@miyazaki-wakakusa.or.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 穂っと穂っと 

事業所所在地 〒880-0837 宮崎市村角町六反田 346 番地 1 

運営法人の名称  社会福祉法人清樹会 

定員 10 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （ 多目的トイレ有   ） 

サービス提供日 

・時間 

月・水・木・金・土・日  8 時～17 時 

定休日：火曜日・年始（1/1～4） ※シーズンにより定休日の変更あり 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有（範囲や時間がありますので、お問い合わせください） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①焼き菓子形成作業及び製造作業補助 

②商品包装及び検品作業 

③環境整備等 

 工賃平均（月額） 平成 30年度：20,020円 令和元年度：18,446円 令和 2年度：24,773円 

連絡先 

 

電話：0985-65-9033   FAX：0985-65-9030  

E-mail：hothot@athena.ocn.ne.jp 

事業所の名称 サンプラス宮崎 

事業所所在地 〒880-0123 宮崎市芳士 856 番地 

運営法人の名称 サンプラス株式会社 

定員 14 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ、車いす対応可能、段差なし） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（一部の土曜日・祝祭日・年末年始を除く） 

8 時～17 時（土曜日：8 時 00 分～12 時 00 分） 

昼食の有無 無（弁当代行注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内での自動車用ワイヤーハーネス組立作業  

②施設内での千切り大根の袋詰め、計量        

③施設外就労（自動車用ワイヤーハーネス加工） 

④施設外就労（企業内の清掃、整備） 

⑤職場実習、施設外支援、求職活動の支援 

⑥体調管理 

 工賃平均（月額） 平成 30年度：0円 令和元年度：0円  令和 2年度：22,135円 

連絡先 

 

電話：0985-65-6886   FAX：0985-65-6887  

E-mail：samplus-m@joy.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 らくぱっく 

事業所所在地 〒880-0024 宮崎市祇園 2 丁目 93 番地 

運営法人の名称  らくぱっく株式会社 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（段差なし・車いす対応可能   ） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※年末年始休暇を除く 

9 時 00 分～17 時 00 分 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①設設内作業（タオル広げ、たたみ、梱包） 

②施設内作業（衣類たたみ、梱包） 

③施設内作業（洗濯物の運搬） 

④施設外作業（洗濯物仕分け） 

⑤施設外作業（洗濯機・乾燥機への洗濯物出し入れ） 

⑥施設外作業（客先へ洗濯物配達） 

工賃平均（月額） 平成 30年度 ： ‐ 円 令和元年度 ： ‐ 円 令和 2年度：13,086円 

連絡先 

 

電話 ： 0985-35-3399   FAX ： 0985-35-3473 

E-mail： office@rakupack.co.jp 

事業所の名称 指定就労継続支援Ｂ型事業所 アクセプト 

事業所所在地 〒880-0916 宮崎市恒久 6 丁目 7 番地 1 大野マンション 101 

運営法人の名称  合同会社大盛 

定員 20 名 主たる対象者 視覚障がいを除く 

バリアフリー対応 有（車いす対応トイレ） 

サービス提供日 

・時間 

月～ 土曜日 

10 時 ～ 15 時 

昼食の有無 有（お弁当注文有） 

送迎の有無 有（宮崎市内近郊） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①千切り大根の封入作業 

②電子機器（PC、ゲーム機）のメンテナンス作業※不定期 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度 ： ‐ 円 令和元年度 ： ‐ 円 令和 2年度：11,192円 

連絡先 

 

電話 ： 0985-65-8820   FAX ： 0985-65-8821 

E-mail： info@accept.red 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 知的障害者総合福祉施設 向陽の里 

事業所所在地 〒880-1101 国富町大字本庄 1407 

運営法人の名称 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団 

定員 30 名 主たる対象者 知的、精神、身体（内部障がい） 

バリアフリー対応  有 （スロープ、手すり） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

9 時～16 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有（要相談） 

 

サービスの内容 

 

 

①農作業（トマト等野菜の栽培・出荷調整、花卉栽培） 

②受託作業（園外での環境整備、花壇定植等） 

③配膳訓練（入所施設での食事の準備・片付け等） 

④体調管理   

工賃平均（月額） 平成 30 年度：14,285 円、令和元年度：15,090 円 令和２年度：15,715 円 

連絡先 

 

電話：0985-75-2200   FAX：0985-75-2862 

E-mail：t-kouyou@m-sj.or.jp 

 

事業所の名称  障害者通所福祉施設あや作業所 

事業所所在地  〒880-1303 綾町大字南俣 5849 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 Green of green 

定員  20 名 

主たる対象者  知的障がい・発達障がい者 

サービス提供日 

・時間 

 祝日を含む月～金曜日(土日、年末年始は休業) 

 9 時～15 時 

昼食の有無  有（希望者のみ、1 食 100 円） 

送迎の有無  有（綾、国富エリア 応相談） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①草、ハーブなどの加工・販売 

②果樹、ハーブ、山菜などの栽培・出荷作業 

③花生、ニンニク、柚子、ブルーベリーなどの苗の食品加工 

④花木、ハーブ、花、野菜などの栽培・販売 

⑤菓子製造、販売 

⑥イベント出店、販売    ⑦レクリエーション（月 1 回） 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：20,244 円、平成 31 年度：20,035 円 令和２年度：20,815 円 

連絡先 

 

電話：0985-77-3110   FAX：0985-77-1181 

E-mail：green-of-green@shore.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 綾ほとくり作業所 

事業所所在地 〒880－1303 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 2547－1 

運営法人の名称  特定非営利活動法人ほとくり会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （軽度の車いす対応のみ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日・祝祭日・年末年始・お盆休みを除く。 

9 時 00 分～15 時 30 分  

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（請負作業、袋詰め） 

②施設外作業（柑橘類採取、ブルーベリー採取、畑での農作業） 

③売店での販売業務 

④ジャム、マーマレードの製造 

⑤銀杏の採取 

⑥団子づくり 

工賃平均（月額） 平成 30年度：30,014円 令和元年度：26,088円 令和２年度：26,874 円 

連絡先 

 

電話：0985-77-0559   FAX： 0985-77-0559 

E-mail：hotokuri＠river.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 障がい福祉サービス事業所わーくすぽっと Aya 

事業所所在地 〒880－1301 東諸県郡綾町大字入野 1207 

運営法人の名称 合同会社 Face to Face 

定員 20 名 主たる対象者  特定無し 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

日曜日～土曜日（休日は販売活動等で出勤日あり）※年末年始休暇有り 

10 時 00 時 ～ 15 時 00 分 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有（宮崎市、西都市、国富町、綾町の全域） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①事業所内作業（小物作製、野菜・果物の袋詰め） 

②事業所内作業（自社農園の管理、草刈り、剪定） 

③事業所外就労（契約農園での農作業） 

④ＱＯＬ（生活の質）向上の為の助言、支援 

⑤体調管理 

⑥行政等への手続き、助言。福祉情報等のお知らせ 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：16,487 円 令和元年度：17,241 円 令和 2 年度：12,033 円 

連絡先 

 

電話：0985-69-1820 FAX：0985-69-1820 

E-mail：go.facetoface@outlook.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 綾グリーンガーデン 

事業所所在地 〒880－1303 東諸県郡綾町大字南俣 654 番地 5 

運営法人の名称 特定非営利活動法人綾グリーンガーデン 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

日曜日、年末年始を除く。 

9 時 00 分～15 時 00 分 

昼食の有無 有（無償提供） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①エリンギ、選別作業 

②施設外就労（農産物の収穫、選別作業） 

③施設外作業（清掃、花の育成、管理） 

④商品の袋詰め、シール貼り付け作業  

⑤体調管理                            

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,200 円 令和元年度：20,298 円 令和 2年度：20,139円 

連絡先 

 

電話：0985-83-0010      FAX:0985-83-0090 

E-mail:ayagreengarden@kind.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 つむぎ 

事業所所在地 〒880-1302 東諸県郡綾町大字北俣 1028 番地 4 

運営法人の名称 社会福祉法人エデンの園 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（スロープ、多目的トイレ、屋内バリアフリーにより車いす対応可） 

サービス提供日 

・時間 

月～金（特定の土曜）＊祝祭日、12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

9 時 00 分～16 時 30 分 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設外作業（高齢者施設の清掃、洗濯等） 

②施設内作業（千切り大根の異物除去、シール貼り） 

③施設外作業（契約農家での除草、植え付け、袋掛け、収穫等） 

④法人運営事業所の清掃、除草、洗車等 

⑤体調管理（検温、手指消毒、連絡ノートの活用） 

⑥年 3～4 回レクレーション（忘年会、バーベキュー等） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,940円 令和元年度：15,405円 令和 2年度：13,805円 

連絡先 

 

電話：0985-86-7260   FAX：0985-86-7261  

E-mail：tsumugi-sb@gaea.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 はぐるま工房 

事業所所在地 〒889-2533 日南市大字星倉字加江田久給 154 番地 3 

運営法人の名称 有限会社ゆめや 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（お盆休み・年末年始を除く） 

9 時 00 分～15 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①生産活動支援（パン・焼菓子の製造、販売、パソコン操作、清掃等） 

②求職活動・一般就労移行支援 

③社会適応支援（外出、買い物、調理、金銭管理、防災の理解等の支援） 

④リハビリテーション活動支援 

⑤コミュニケーション（対人関係）支援 

⑥健康支援（健康チェック・緊急時の対応・衛生管理等） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：28,229円 令和元年度：27,911円 令和２年度：31,359 円 

連絡先 

 

電話：0987-23-1390   FAX：0987-23-1390 

E-mail：yumeya@rhythm.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 おおぞら園 

事業所所在地  〒887－0032 日南市大字益安 1025 番地 8 

運営法人の名称  社会福祉法人にちなん会 

定員  32 人 

主たる対象者  特定なし 

サービス提供日 

・時間 

 当該月から８日を引いた日数で土曜日も営業する場合もある 

 9 時～16 時 

昼食の有無  無 

送迎の有無  有（実費負担） 

 

サービスの内容 

 

 

 ①施設外就労・施設外支援（電子部品の組立作業） 

 ②電子部品（ケース、パレット等）の洗浄 

 ③菓子製造 

 ④清掃作業 

工賃平均（月額）  平成 30 年度：26,034 円、平成 31 年度：30,000 円 令和２年度：30,152 円 

連絡先 

 

 電話：0987-23-7286 FAX：0987-23-7299 

 E-mail：oozoraen@ia5.itkeeper.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 障害福祉サービス事業所 サン・スマイル 

事業所所在地 〒889-2533 日南市大字星倉 2308 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人 サン・スマイル福祉会 

定員 12 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （ 車椅子対応 ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日、隔週土曜日（祝祭日・年末年始を除く） 

 9 時～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①昼食用弁当製造・販売 

②スイートピー農家での施設外就労 

③弁当製造・販売に伴う洗濯業務  

工賃平均（月額） 平成 30年度：45,825円 令和元年度：46,762円 令和２年度：46,176 円 

連絡先 

 

電話：0987-25-9800   FAX：0987-25-5323 

E-mail：sunsunhome@msn.com 

 

事業所の名称 さくらの里 

事業所所在地 〒889-2402 日南市北郷町郷之原乙 2009 番地 1 

運営法人の名称 特定非営利活動法人育成会さくらの里 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日(月の日数から 8 日を控除した日数、祝祭日・年末年始・夏季休暇

を除く） ９時～１６時（土曜日は９時～１２時３０分） 

昼食の有無 有（お弁当の代行注文） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①受託作業（花壇植栽・除草・草刈り・清掃・美化作業） 

②縫製作業（エプロン・フクロ等の自主製品作成販売） 

③ネーム刺しゅう及び裾上げ等補修作業 

④農作業（季節の野菜生産、出荷、販売） 

⑤外部受託作業（草刈り、庭の剪定等） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,647円 令和元年度：21,088円 令和２年度：20,526 円 

連絡先 

 

電話：0987-55-4228   FAX：0987-55-4228  

E-mail：sakuranosato1993@ybb.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 つよし共働センター 

事業所所在地 〒887-0034 日南市大字風田 3585 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人つよし会 

定員 19 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無  

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（月の日数から 8 日を控除した日数） 

9 時 00 分～15 時 30 分（土曜日は 9 時～13 時） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①生産活動（野菜販売、稲作等） 

②受託活動（清掃、草刈り、運玉作業、受託作業） 

③レクリエーション活動・特別活動等 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：22,683円 令和元年度：22,799円 令和２年度：30,435 円 

連絡先 

 

電話：0987-24-0400   FAX：0987-22-5524 

E-mail：tuyoshikyoudo-center@tsuyoshi-kai.com 

事業所の名称 ひなこみち 

事業所所在地 〒889-2541 日南市吾田東 7 丁目 1-3 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 風笛 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（月の日数から 8 日を引いた日数、あらかじめカレンダーでお知らせします。）

、9 時～16 時（施設外就労・施設外支援等の場合を除く）。 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①直売所事業（農家さん対応、レジ打ち、お店の清掃等） 

②受託事業（一般宅の清掃・草むしり、農家さんの手伝い、 

③企業に出向いての内職作業や清掃（施設外就労） 

④農業事業（農作物の生産、市場への出荷、直売所での販売等） 

⑤地域のイベントへの参加（販売活動） 

⑥事業所内ボーリング大会等の余暇活動。 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：25,209 円、令和元年度：21,353 円 令和 2 年度：18,196 円 

連絡先 

 

電話：0987-22-4411   FAX：0987-22-4411 

E-mail：npo_kazabue@yahoo.co.jp      
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 かがやき 

事業所所在地 〒889-2523 日南市大字松永 1784 番地 

運営法人の名称 特定非営利活動法人ふれあいスポットかがやき 

定員 20 名                                                                 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（土日、8/13～8/15、12/29～1/3 を除く） 

9 時～15 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①農産物の生産・販売 

②木工品の製造・販売 

③食品加工の製造・販売 

④委託元農家での農作業 

⑤オリーブ栽培 

  

工賃平均（月額） 平成 30 年度：23,524 円 令和元年度：24,606 円 令和 2 年度：23,877 円 

連絡先 

 

電話：0987-23-1127   FAX：0987-23-1127 

E-mail：kagayaki.since2008@gmail.com 

事業所の名称 南風の丘 

事業所所在地 〒889-3202 日南市南郷町中村 1068 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人大樹会Socialwork日南 

定員 10 名 主たる対象者 身体障害 知的障害 精神障害 

バリアフリー対応 有  （スロープ等 車椅子対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月曜日～日曜日(事業所が必要な場合に(土)(日)を出勤とする場合がある。ただ

し、12 月 29 日から 1 月 3 日は除く)  9 時～16 時 

昼食の有無 無（お弁当代行注文有り） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①太陽光発電施設管理作業等 

②サービス付き高齢者向け住宅メンテナンス作業等 

③農作業等 

④その他委託業務等 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：17,732円 令和元年度：20,514円 令和 2年度：22,712円 

連絡先 

 

電話：0987-67-4665   FAX：0987-67-4665  

E-mail：socilwork-nichinan@apricot.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 大地ワーク作業所 

事業所所在地 〒889-3532 串間市大字大平 6997 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人龍口会 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時～15 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①農業（季節の野菜の生産、出荷） 

②受託（剪定・除草・清掃・土木・木工等、依頼主との契約による） 

③農家での外部活動 

 

  

工賃平均（月額） 平成 30 年度：16,089 円、令和元年度：17,354 円 令和２年度：15,408 円 

連絡先 

 

電話：0987-74-1611   FAX：0987-74-1622 

E-mail：asuka-3781@arion.ocn.ne.jp      

 

 

事業所の名称 フクちゃん工房 

事業所所在地 〒889-2402 日南市北郷町郷之原 2006 番地 1 

運営法人の名称  社会福祉法人日南市社会福祉協議会 

定員 20 名 主たる対象者 身体・知的・精神・難病等患者 

バリアフリー対応 有 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） ※イベント参加時は休日もサー

ビス提供日となります。 通常は 9 時 30 分～16 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①相談及び援助等の支援   

②生活面・健康面等への支援 

③職場実習及び求職活動等の支援 

④余暇活動等支援 

⑤生産活動及び受託作業等の機会の提供 

⑥寄り合いやふれあいの居場所づくり等の支援 

工賃平均（月額） 平成 30年度：6000円 令和元年度：7206円 令和 2年度：5,788円 

連絡先 

 

電話：0987-55-2719   FAX：0987-55-3829 

E-mail：fukuchankoubou@gmail.com 

147



 

 

-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 就労支援事業所SQOL 

事業所所在地 〒888-0001 串間市西方 5721-1 

運営法人の名称 一般社団法人ひかり 

定員 20 名 主たる対象者 身体・知的・精神 

バリアフリー対応  無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※その他必要とする場合は土日祝日も開所 

9 時～16 時（土曜日：9 時～12 時 00 分） 

昼食の有無 無（徒歩圏内にコンビニ、スーパー、飲食店等有） 

送迎の有無 有（串間市、日南市、志布志市） ※約 30 分圏内 

 

サービスの内容 

 

 

●施設内作業 

①デザイン・印刷 （Tシャツデザインプリント、印刷物デザインプリント） ②事

務作業等（データ入力代行、文書作成、行政委託施設運営） ③農作業（ニ

ンニク、インゲン、ほうれん草等栽培） 

④インターネット販売（自主生産品、仕入れ販売） 

●施設外作業 

⑤清掃作業 （公共施設清掃、ハウスクリーニング、洗車 

●体調管理（バイタルチェック、睡眠確認等） 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：25,975 円、令和元年度：29,077 円 令和 2 年度：36,080 円 

連絡先 

 

電話：0987-72-5143   FAX：0987-72-5144 

E-mail：hikari2018sqol@gmail.com      

 

事業所の名称 就労継続支援事業所 太陽 

事業所所在地 〒885-0093 都城市志比田町 5641 番地 6 

運営法人の名称  社会福祉法人 都城あおぞら 

定員 20 名 主たる対象者 精神障がい者・知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（週 2 日休み） 

8 時 00 分～17 時 00 分（休憩 12：00～13：00） 

昼食の有無 無 

送迎の有無 無 

 

 

サービスの内容 

 

①野菜の袋詰め       ②古紙回収 

③農産物の栽培・販売   ④公園清掃 

⑤藁の袋詰め         ⑥農家の手伝い 軽石の袋詰め 植物栽培 

工賃平均（月額） 平成 30年度：60,191円 令和元年度：62,594円 令和２年度：66,216 円 

連絡先 

 

電話：0986-24-7023   FAX：0986-24-7034  

E-mail：taiyou.sagyosyo.miyazaki.247023@btvm.ne.jp 

 

 

148



 

 

-就労継続支援（Ｂ型）- 

事 業 所 の 名 称 加工センターキャンバス 

事 業 所 所 在 地 〒885-0017 宮崎県都城市年見町13号8-1 

運営法人の名称 社会福祉法人キャンバスの会     

定 員 10名           主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

年中無休(12月30日～1月3日迄を除く) 

8時～17時までの所定の時間 

昼 食 の 有 無 有 

送 迎 の 有 無 有                                                                   

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①受託作業 

②エコ作業 

③環境整備 

④施設外就労(野菜の袋詰等) 

⑤体調管理 

 

工賃平均（月額） 平成30年度： 20,000円、令和元年度： 23,000円 令和２年度：27,991円 

連 絡 先 

 

電話：0986-51-5132   FAX：0986-26-5735 

E-mail：canbas-minobaru@wine.ocn.ne.jp                                      

 

事業所の名称 障害福祉サービス事業所あじさいの里 

事業所所在地  〒889-1801 都城市山之口町富吉字上犬王 6732 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人あじさいの里 

定員 15 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有（多目的トイレ、スロープ、車いす、車いす対応自動販売機） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 土曜日の開所あり 法人の年間カレンダーによる。 

8 時 30 分～16 時 00 分（水曜日は 14 時まで） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（ごみ袋包装委託作業）②施設外作業（高齢者生活支援） 

③缶バッジの作成・販売 ④草刈り作業（農園・個人宅等） 

⑤レクリエーション・余暇活動支援 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：17,352 円、令和元年度：12,669 円 令和２年度：15,610 円 

連絡先 

 

電話：0986-57-3107   FAX：0986-57-5934 

E-mail：ajisai@btvm.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事 業 所 の 名 称 CBSリネンしゃぼん 

事 業 所 所 在 地 〒885-0004 都城市都北町3628-1       

運営法人の名称 社会福祉法人キャンバスの会     

定 員 20名                                                                 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（手すり） 

サービス提供日 

・時間 
月～土曜日 

9時～15時30分 

昼 食 の 有 無 有 

送 迎 の 有 無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①タオルやベビー服等の洗濯、計量、乾燥、たたみ、分別、結束 

②事務作業 

③施設外就労(野菜の袋詰め) 

④体調管理 

 

 

工賃平均（月額） 平成30年度： 25,000円、令和元年度：27,000円 令和２年度：29,205円 

連 絡 先 

 

電話：0986-38-3005   FAX：0986-38-3005 

E-mail：canbas-minobaru@wine.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 まーる工房 

事業所所在地 まーる工房 〒885-0085 宮崎県都城市平塚町 2956-1 

まーる菓子工房 〒885-0082 宮崎県都城市南鷹尾町 12-17 

運営法人の名称  特定非営利活動法人まーる工房 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無  

サービス提供日 

・時間 

月～金（祝祭日・お盆休み・年末年始を除く）土曜（月に 1、2 回） 

8 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 無（お弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①洋菓子製造・販売 ②農作物の加工（袋詰め、シール貼り） 

③公園、トイレ清掃   ④施設外就労（シール貼り、箱詰め等） 

⑤手芸制作（クラフトかご、マスク等） ⑥余暇活動・体調管理 

工賃平均（月額） 平成 30年度：16,231円 令和元年度：17,677円 令和２年度：16,964 円 

連絡先 

 

まーる工房 電話：0986-22-0630   FAX： 0986-22-0630 

まーる菓子工房  電話：0986-22-3837   FAX： 0986-22-3837 

E-mail：hukuhuku@btvm.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事 業 所 の 名 称 ななえ福祉作業所 

事 業 所 所 在 地 〒885-0082  都城市南鷹尾町18街区23号 

運営法人の名称 特定非営利活動法人明朗会 

定 員 20名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 9時～16時（年末年始・お盆を除く） 

土曜日 9時～1２時 

昼 食 の 有 無 無（弁当注文可能） 

送 迎 の 有 無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（農産物選別・電線芯取り出し・） 

②施設外作業（清掃、公園整備） 

③職場実習、施設外支援、求職活動の支援 

④体調管理 

工賃平均（月額） 平成30年度：31,370円、令和元年度：27,119円 令和２年度：33,047円 

連 絡 先 

 

電話：0986-24-1922   FAX：0984-24-1931 

E-mail：btvn01@btvm.ne.jp 

 

事業所の名称 障害者自立支援センターどりーむわーくす 

事業所所在地 〒885-0112 都城市乙房町 2372 番地 1 

運営法人の名称 社会福祉法人奨禮会 

定員 15 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ有り、スロープ）  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 9 時～15 時 30 分 

※不定期にレクリエーション中心の休日営業有り 

昼食の有無 有（１食 300 円） 

送迎の有無 有（無料） 

 

 

サービスの内容 

 

①甘藷の栽培、収穫、袋詰め、販売等 

②水稲の栽培、収穫、販売等 

③菌床椎茸栽培、収穫、袋詰め、販売、加工 

④陶器の製作、販売等 

⑤事業所、同一法人内施設からの受託（清掃・環境整備）作業  

工賃平均（月額） 平成 30 年度：22,300 円、令和元年度：21,200 円 令和２年度：19,259 円 

連絡先 

 

電話：0986-45-4110   FAX：0986-37-3820 

E-mail：dream-works@syoureikai.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 はなみずき工房 

事業所所在地 〒885-1205 都城市高城町石山 3709 番地 3 

運営法人の名称  一般社団法人宮崎県身体障がい者団体連合会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、玄関スロープ、手すり設置 ） 

サービス提供日 

・時間 

月曜日〜金曜日 ※国民の休日、夏季休暇、年末年始を除く 

9 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業  乾物袋詰、黒砂糖袋詰め 

②施設内作業  小物づくり(腕カバー、巾着袋、レース編み等) 

③施設内作業  クラフトかごづくり 

④施設内作業  施設内にある小さな農園での季節の野菜栽培 

シイタケ栽培 

工賃平均（月額） 平成 30年度：12,776円 令和元年度：10,757円 令和２年度：10,129 円 

連絡先 

 

電話：0986-58-2336   FAX：0986-58-5729 

E-mail：hanamizuki@btvm.ne.jp 

事業所の名称 障害福祉サービス事業所なのはな村 

事業所所在地 〒885-0041 宮崎県都城市一万城町 82 号 4 番 

運営法人の名称  社会福祉法人なのはな村 

定員 25 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ スロープ ※作業内容は基本的に立作業になります） 

サービス提供日 

・時間 

月～日曜日（シフト制による） ※年末年始・夏季休暇を除く 

9 時～15 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①農業 

②養鶏 

③レストラン 

④食品加工 

⑤施設外就労（精肉工場・農業法人 他） 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：17,794 円 令和元年度：18,373 円 令和２年度：19,850 円 

連絡先 

 

電話：0986-46-3737   FAX：0986-46-3736  

E-mail：nanohanamura@rouge.plala.or.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事 業 所 の 名 称  山田りんどう福祉会 

事 業 所 所 在 地 〒889-4601 宮崎県都城市山田町山田3063番地4 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 

定 員 20名                                                                 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （トイレ、スロープ等全館対応） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日・年間カレンダーで決められた土曜日。但し、祝祭日、お盆休み 

（8/13～8/15）及び年末年始（12/29～1/3）は除く。9時～15時30分 

昼 食 の 有 無 有（１食230円） 特性に合わせて食事の提供ができます。                                                  

送 迎 の 有 無 有                                                                    

 

 

サービスの内容 

 

 

 

 

委託作業等を通じて、経験や実習を積むことで地域で生きていく事への自信に

つながるように支援します。一人一人の特性や目標に合わせ支援します。 

【自治体委託】山田町内公共施設資源ごみ収集運搬業務、公共施設屋外清掃 

 業務、くえびこ山田クリーン清掃作業（施設外就労） 【民間委託】DM封入作業

・シール貼り・ごみ袋の内職・カンコー学生服内軽作業・工場内ゴミ分別（施設

外就労）・椎茸カット・菌床破棄（施設外就労）等 【地域参加】イベント出店、新

入学児童防犯グッズ配布、防犯パトロール等、民生員交流会、事業所内研修 

工賃平均（月額） 平成30年度：19,462円 令和元年度：22,362円 令和２年度：24,331円 

連 絡 先 

 

電話：0986-45-6133   FAX：0986-45-6134 

E-mail：jimu@rindou.or.jp                                      

事業所の名称 都城市福祉作業所 

事業所所在地 〒885-0091 都城市横市町 5281 番地 1 

運営法人の名称  社会福祉法人 共友会 

定員 12 名 主たる対象者 知的・身体・精神 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ、スロープ有り、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日、祝日（年末年始を除く） 

9 時 00 分～16 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①農作物の栽培、販売（野菜・ブルーベリー・大豆）、ジャム（ブルーベリー・ 

大豆・梅）、味噌製造・販売 

②受託作業（青果物皮むき・袋詰め、木工製品梱包、都城市公園管理、 

施設内清掃・洗車、除草作業等） 

③健康管理（健康観察、歯磨き支援、体重・血圧測定、ストレッチ、軽運動） 

④余暇活動（音楽教室（月 1 回）、所外活動（月 1 回程度）、体操教室） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,047円 令和元年度：12,318円 令和２年度：12,724 円 

連絡先 

 

電話：0986-36-4141   FAX：0986-36-4140  

E-mail：miyafuku3@lion.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 デイステーションぷらむはうす 

事業所所在地 〒885-0095 都城市蓑原町 1656 番地 1 

運営法人の名称 社会福祉法人博愛会 

定員 15 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（土曜日、祝日の一部を営業日とすることがある） 

9 時 30 分～16 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（リサイクル作業、農作業、農産物加工作業等） 

②施設外作業（はっぴぃエコプラザ｟廃品回収｠、除草作業、公園整備等） 

③健康管理(バイタルチェック、服薬管理等) 

④個別支援外出 

⑤旅行 

⑥防災訓練(月 1 回) 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：22,927 円、令和元年度：6,335 円 令和２年度：6,231 円 

連絡先 

 

電話：0986-24-5867    FAX：0986-25-1421 

E-mail：midorien100@able.ocn.ne.jp      

事業所の名称 なないろ 

事業所所在地 〒885－0095 都城市蓑原町 8241－3 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 リノラ未来 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（12/30～1/3 を除く）祝祭日営業・月により土曜営業あり 

9 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業→受託作業（ゆず、シール作業、しいたけシート作業） 

②さつまいもの作業（季節により異なる） 

③オリーブ作業（草取り、管理等） 

④日常生活に必要な勉強会 

⑤感染症対策についての学び 

⑥健康管理、面談等 

工賃平均（月額） 平成 30年度：18066円 令和元年度：13433円 令和２年度：14,848 円 

連絡先 

 

電話：0986－36－5430   FAX：0986－36－5431  

E-mail：linora-future@linola.org 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

事 業 所 の 名 称 お弁当のまるよし 

事 業 所 所 在 地 〒885-0016 都城市早水町9-1 

運営法人の名称 社会福祉法人キャンバスの会 

定 員 10名                                                                 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有  

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（日曜日、年末年始を除く） 

9時～15時30分 

昼 食 の 有 無 有 

送 迎 の 有 無 有                                      

 

サービスの内容 

 

①弁当箱 食器洗い 

②箱作り 

③体調管理 

 

工賃平均（月額） 平成30年度：40,000円、令和元年度：39,000円 令和２年度：50,161円 

連 絡 先 

 

電話：0986-24-0440   FAX：0986-24-0445 

E-mail：canbas-minobaru@wine.ocn.ne.jp                                   

事業所の名称 障害福祉サービス事業所風の道 

事業所所在地 〒885-0063 都城市梅北町 2465 番地 2 

運営法人の名称  社会福祉法人風の道 

定員 25 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレあり、車いす対応可能 ） 

サービス提供日 

・時間 

月～日曜日 ※グループにより利用日が異なります。夏季・年末年始休暇有

り    8 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①就労支援 

パン、ケーキ、クッキー等の製造販売、ピザレストランでの接客・厨房作

業、公園清掃委託作業、地域の企業からの委託作業等 

②余暇支援 

エアロビクスや季節の行事や旅行等のレクレーション 

③健康支援 

毎日のバイタルチェック・隔月の医療生協による健康観察 

工賃平均（月額） 平成 30年度：12,430円 令和元年度：13,185円 令和２年度：11,563 円 

連絡先 

 

電話：0986-39-4804   FAX：0986-36-4877 

E-mail：kazenomiti@aioros.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 モジラ・テラス 

事業所所在地 〒885-0055 都城市早鈴町 10 街区 32 号 

運営法人の名称  社会福祉法人スマイリング・パーク 

定員 １３名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

原則として月曜日～土曜日（当該月の日数から 8 日を引いた日数）  

9 時 15 分～15 時 15 分 ※土曜日は 9 時 15 分～13 時 00 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

【事業所内就労・施設外就労】 

○地元企業（広告代理店、印刷会社）からの委託による生産活動 

○製袋作業（地元企業から委託作業） 

○地元企業、福祉事業所（高齢者、児童）、不動産業者からの委託による環境整備作業 

【一般就労への支援】 

○企業等への就労支援  ○就労移行支援事業所への移行支援  ○生活支援・相談支援 

工賃平均（月額） 令和元年度：13,077円 令和 2年度：14,357円 

連絡先 

 

電話：0986-36-5350   FAX：0986-36-5351 

E-mail：mojira@smilehohoemi.com 

事業所の名称 こころワーク 

事業所所在地 〒885-0063 都城市梅北町 4391-2 

運営法人の名称  社会福祉法人こころ 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレあり スロープあり 車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日(当該月-8 日内で土曜日も営業する場合もあります) 

9 時 00 分～15 時 30 分（土曜日 9 時～13 時） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①海産物等の加工・販売 

②農作業 

③木工製品の作成と梱包 

④清掃作業 

⑤厨房食器洗浄 

⑥地元農産物の委託販売 

工賃平均（月額） 平成 30年度：21,961円 令和元年度：22,116円 令和 2年度：24,897円 

連絡先 

 

電話：0986-36-7375   FAX：0986-36-7375 

E-mail：ny01250823@yahoo.co.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 就労継続支援B型事業所 Reaction （リアクション） 

事業所所在地 〒885－0017 都城市年見町 5 街区 9 

運営法人の名称  株式会社 ACURRUCARSE (アクルカーシ) 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（トイレ手すり、スロープ、車いす対応可能  ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 祝祭日のみ午前就労 ※年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時 30 分～15 時 30 分（祝祭日 9 時 30 分～11 時 30 分、水曜日 9 時 30

分～15 時） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①農業全般【除草、植え付け等、季節野菜（枝豆・芋）の生産、販売、出荷】 

②エアコンクリーニング 

③洗車 

④アクセサリー作成・販売（サンキャッチャー等） 

工賃平均（月額） 令和 2 年度：19,168 円 令和 2 年度 7 月より事業開始  

連絡先 電話：0986－24－6644   E-mail：acurrucarsekk@gmail.com 

事業所の名称 都城まほろば 

事業所所在地 〒889-4602 宮崎県都城市山田町中霧島 3158 

運営法人の名称 株式会社AIM for Dream 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始、夏季休暇などを除く） 

9 時～17 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①竹工品製作           

②クラフト製品製作 

③屋外作業 

④フィギュア等制作 

⑤パソコンリサイクル 

⑥熱帯魚ブリーディング その他、利用者さんの要望を実現していきます。 

工賃平均（月額） 令和元 2年度：10,177 円 

連絡先 

 

電話：059-202-7304   FAX：0986-57-7562  

E-mail：saien@qk2.so-net.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 宇宙（そら） 

事業所所在地 〒889-1901 北諸県郡三股町樺山 1774 番地 

運営法人の名称  三股福祉作業所 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有、スロープ、車椅子対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日※祝祭日・年末年始を除く 

9 時 00 分～15 時 00 分（土曜日：9 時 00 分～12 時 30 分） 

昼食の有無 有（200 円／食） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①企業からの受託作業（5 社） 

②施設外支援（老人ホームでの洗濯物たたみ、清掃、ベッドメーキング） 

③農産物の栽培及び販売 

④自社製品（ＥＭ石けん）製造・販売 

⑤季節の行事・遠足 

⑥健康管理（月初めに体重測定・血圧測定・体温測定を実施） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,323円 令和元年度：20,522円 令和２年度：18,363 円 

連絡先 

 

電話：0986-58-7321 FAX：0986-58-7322  

E-mail：sorafks@mild.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 えがおの里三股 

事業所所在地 〒889-1901 北諸県郡三股町大字樺山 4672 番地 50 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 笑福会 

定員 10 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ、屋内車椅子対応） 

サービス提供日 

・時間 

月～金（場合によっては変動あり) 

9 時～15 時 

昼食の有無 有（1 食 250 円） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①農作業（胡麻の栽培、季節に応じた野菜の栽培） 

②収穫した野菜の袋詰め作業 

③野菜のカット・加工 

④簡単な入力作業やイラストレーター等を使用したPC作業 

⑤軽作業（箸袋・印紙等を入れる封筒作成等） 

⑥清掃作業 等 

工賃平均（月額） 平成 30年度：30,400円 令和元年度：30,266円 令和 2年度：23,578円 

連絡先 

 

電話：0986-51-5772   FAX：0986-5774  

E-mail：smile@mimata.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 超えがお 

事業所所在地 〒889-1914 宮崎県北諸県郡三股町蓼池 1476-3 

運営法人の名称 一般社団法人 すまいるど 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

10 時～16 時（土曜日：10 時～12 時 00 分） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業 

（内職 シール貼り 野菜の袋詰め 車の部品を作る作業） 

②施設外作業 

（農作業） 

  

工賃平均（月額） 平成 30 年度：17,122 円、令和元年度：16，568 円 令和 2 年度：15,218 円 

連絡先 

 

電話：0986-77-7763   FAX：0986-77-7763 

E-mail：smiledo777@yahoo.co.jp      

 

 

事業所の名称 さつき福祉作業所 

事業所所在地 〒889-1901 北諸県郡三股町大字樺山字大工原 3066 番地 1 

運営法人の名称  特定非営利活動法人さつき福祉作業所 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （スロープ、車いす対応トイレ有り） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（但し、作業の進行により土・日に作業する場合あり） 

8 時～17 時 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①施設外就労（リサイクル事業、病院・老人施設での受託事業） 

②施設内作業（木工品作成の受託事業、農作業） 

③アパート管理（草取り、清掃） 

④町内でのスポーツ祭、各種研修への参加 

 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：19,527円 令和元年度：20,274円 令和 2年度：21,321円 

連絡先 

 

電話：0986-36-4777   FAX：0986-36-4767  

E-mail：satukifukushi@true.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 ふれあいさろん「元気」 

事業所所在地 〒886-0004 小林市細野 2011 番地 25 片平ビル 1F 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 広域障害者連絡協議会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※原則として祭日及び年末年始を除く。 

10 時～15 時 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①小林市役所よりの受諾作業 

②県内外からの各種下請け事業 

③ポップコーンの製造販売 

④塗装や草刈り等の維持管理作業 

⑤メダカの生産販売 

 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：18,939 円、令和元年度：21,762 円 令和２年度：25,608 円 

連絡先 

 

電話：0984-24-1533   FAX：0984-24-1534 

E-mail：info@m-genki.net      

 

事業所の名称 ふれあいの里 

事業所所在地 〒886-0003 小林市堤 2950 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人燦燦会 

定員 32 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（土曜日：第 2・第 4）※祝祭日・年末年始を除く。 

9 時～15 時 45 分（土曜日：9 時～15 時 30 分）※送迎時間を除く 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

【生産活動】①クッキー製造販売 ②漬物製造販売 ③ぶどう生産販売 ④

木工製品の製造販売 ⑤リサイクル回収事業 ⑥委託作業 

⑦施設外就労（ゴルフ場、製材所、公園清掃など） 

【健康管理】検温、体重測定（月 1 回）、健康診断（年 1 回） 

【地域交流】「社会参加の日」として月 2 回、地域の行事やボランティア活動

に参加。また、社会見学やレクリエーションなどをおこなう。 

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,454円 令和元年度：21,290円 令和２年度：18,745 円 

連絡先 

 

電話： 0984-23-4478   FAX：0984-23-4503 

E-mail：sansan@mx61.tiki.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

事業所の名称 あさひの里ハッピーポパイ 

事業所所在地 〒886－0007 小林市真方因幡塚 162 番地 1 

運営法人の名称  社会福祉法人興愛会 

定員 14 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 

サービス提供日 

・時間 

月曜日～金曜日、土曜日（行事等により営業日や時間の変動有り） 

8 時 30 分～16 時 00 分 土曜日は 8 時 30 分～11 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①自主製品(野菜、花苗、果樹類、ＥＭ石鹸作り等) 

②委託作業(民間企業、個人より委託) 

③販売活動（自主製品の販売へ地域を回り、交流を図る） 

④買い物訓練（作業に必要な物を買いに行き、お金の使い方を知る） 

⑤土曜日の活動は余暇活動（ＤＶＤ鑑賞、カラオケ等）を中心に行なう 

⑥その他、地域の行事へ参加 

工賃平均（月額） 平成 30年度：9,325円 令和元年度：12,582円 令和２年度：13,534 円 

連絡先 

 

電話：0984-23-8780 FAX：0984-23-8780 

E-mail：hapipo_2010_asahi@yahoo.co.jp 

事業所の名称 サニーサイド宮崎 

事業所所在地 〒886-0006 宮崎県小林市北西方 3737-1 

運営法人の名称   社会福祉法人陽気会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日、祝祭日は開所（土曜開所月あり）※年末年始・夏季休暇を除く 

9 時 00 分～16 時 00 分（送迎時間除く） 

昼食の有無 有（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①養鶏作業（小屋掃除・餌やり・採卵・卵洗浄・パック詰め・卵販売） 

②畑作業(野菜・葡萄の生産直売) 

③施設外就労支援（うどん生地踏み・野菜生産・収穫） 

④リサイクル（空き缶・ペットボトル等の分別） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,350円 令和元年度：13,885円 令和 2年度：17,132円 

連絡先 

 

電話：0984-27-3253   FAX：0984-27-3254 

E-mail：qqxa5zr9k@ark.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

事業所の名称 菜の花作業所 

事業所所在地 〒886-0007 小林市真方 209 番地 

運営法人の名称 NPO法人西諸地域活動センター 菜の花 

定員 20 名 主たる対象者  特定なし但し、身体障がい者は肢体不自由のみ 

バリアフリー対応  無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時～15 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①パン・クッキーなどの製造と販売、袋シール貼り 

②小物作り（縫製作業・粘土細工） 

③リサイクル、段ボールや空き缶などの回収 

④施設外就労（リサイクル作業・福祉ショップでの販売） 

 ⑤研修および屋外レクリエーション 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：7,140 円  令和元年度：7,886 円 令和 2 年度：9,712 円 

連絡先 

 

電話：0984-23-6090   FAX：0984-48-6101 

E-mail：kb_nanohana_wks@aioros.ocn.ne.jp      

事業所の名称 多機能型事業所 TSUNAGU 

事業所所在地 〒886-0005 小林市南西方 1073-7 

運営法人の名称 TSUNAGU株式会社 

定員 10 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

土・日祝日を除く毎日（場合によっては土・祝日も提供） 

8 時 30 分～17 時 30 分の間で 5 時間程度 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有（事業所から 30 分圏内） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①受託作業（野菜や果物の加工） 

②施設外就労（野菜の加工、農作業、飲食店の清掃等） 

③健康管理 

④求職活動の支援 

  

工賃平均（月額） 令和元年度：11,609円 令和 2年度：10,850円 

連絡先 

 

電話：0984-22-0503     FAX： 0984-22-0504 

E-mail：tsunagu@lime.plala.or.jp 

162



 

 

-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 えびの福祉作業所 

事業所所在地 〒889-4311 えびの市大字大明司 455 番地 3 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 えびの福祉作業所 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  無  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 有（お弁当） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①陶芸・陶器販売 

②農産物栽培・販売 

③花・苗作り、販売 

④受託作業(野菜袋詰め、草取り他) 

⑤リサイクル(空き缶回収) 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：11,715 円、令和元年度：12,172 円 令和２年度：14,238 円 

連絡先 

 

電話：0984-33-2245   FAX：0984-33-2245 

E-mail：tanokan-h12.9-1@vega.ocn.ne.jp      

 

 

事業所の名称 福祉サービス事業所スマイルハウス 

事業所所在地 〒886-0213 小林市野尻町三ヶ野山 133 番地 12 

運営法人の名称  合同会社優心会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有（スロープ、トイレ２か所、手すり棒） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※年末年始・夏季休暇を除く。 

10 時～16 時（祝祭日：10 時～12 時） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①唐揚げ弁当製造販売（パック詰め、行商販売） 

②施設外就労(老人ホーム清掃作業) 

③工芸品製造（一貫張り、アクセサリー等作成） 

④委託内職作業（ゴム部品バリ取り、着物ばらし） 

⑤施設外作業（園芸作業等） 

⑥体調管理及び個人ＳＳＴの実施 

工賃平均（月額） 平成 30年度：12．000円 令和元年度：11.500円 令和 2年度：7,595円 

連絡先 

 

電話：0984（47）4865  FAX：0984（47）4865 

E-mail：sumairu_3424_seto@yahoo.co.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 障害福祉サービス事業所あさひの里 

事業所所在地 〒889-4411 西諸県郡高原町大字広原 3845 番地 18 

運営法人の名称  社会福祉法人興愛会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 8 時 30 分～16 時（祝祭日 お盆休み 年末年始は除く）  

（行事の時は営業日の変動あり） 

昼食の有無 有 （給食３５０円） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①末山商会部門…製麺類、お菓子類 梱包作業 

②加工部門…みそつくり・ゆず胡椒・真空たけのこ ギフト作り 加工作業 

③委託部門…官公庁や企業等の請負作業を行う。販売訓練等 

④行事・・・誕生会 クリスマス会 成人式 体育祭 盆踊り あさひ祭り 

        遠足等 季節に応じた行事を予定     

・地域行事に参加 

工賃平均（月額） 平成 30年度 10,784円 令和元年度 11,182円 令和２年度 10，641円 

連絡先 

 

電話：0984-42-0200   FAX： 0984-42-3223 

E-mail：asahinosato@sunny.ocn.ne.jp 

 

事業所の名称 サポート友喜たかはる 

事業所所在地 〒889-4412 西諸県郡高原町大字西麓字広原 642-1 

運営法人の名称  株式会社 常喜 

定員 10 名 主たる対象者 知的障害・精神障害・身体障害者 

バリアフリー対応 有 スロープ・トイレ(車椅子可能) 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 年末年始 夏季休暇を除く。 

9 時 00 分～15 時 30 分（ 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①配線等組み立て 

②配線等テープ巻き 

③リサイクル (ペットボトル・空き缶) 

④バリ取り 

⑤健康管理 

⑥環境整備 

 

工賃平均（月額） 令和３年３月開始 

連絡先 

 

電話：0984-42-5050   FAX： 0984-42-5051 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 指定多機能型事業所 うからの里 高鍋事業所 

事業所所在地 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江 7778 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人 晴陽会 

定員 18 名 主たる対象者  知的障がい 

バリアフリー対応  有 （車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 

9 時 ～17 時 ※施設外就労（喫茶部門）は月・木曜日が休み 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

利用者一人一人が仕事に楽しみと充実感を持ち、生活力の向上と将来の

希望が持てるように支援します。 

①施設外就労（展望&喫茶「眺」、うからの里） 

②事業所内作業（手芸、パッキン外し、封筒入れ、検品等） 

③事業所外作業（店舗清掃、除草作業）   ④ 地域イベントでの販売 

⑤四季の行事、レクリエーション、地域イベントへの参加 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：1.1000 円、令和元年度：13,500 円 令和２年度：11,186 円 

連絡先 

 

電話：0983-21-1511   FAX：0983-21-1620 

E-mail：ukara-takanabe@orion.ocn.ne.jp       

事業所の名称 清水台通所センター 

事業所所在地 〒881-0004 西都市大字清水 793 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人 光陽会 

定員 25 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日、年末年始を除く） 土曜日（不定期） 

9 時～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①手工芸班：腕カバー、エプロン、雑貨他作成 

②農園班：花の苗、野菜の苗栽培 

③施設外就労班：老人ホーム、病院内清掃 

④弁当、パン製造、販売 

⑤イベント出店、販売 

⑥レクリエーション活動、旅行有 

工賃平均（月額） 平成 30年度：27,148円 令和元年度：28,438円  令和２年度：23,473 円 

連絡先 

 

電話：0983-43-0012   FAX：0983-43-0023  

E-mail：k-tuusyocenter@ivy.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 障害福祉サービス事業所しろはと工房 

事業所所在地 〒884—0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋 299 番地 

運営法人の名称  特定非営利活動法人しろはと工房 

定員 14 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 （祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 

8 時 30 分～16 時 30 分 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①自立支援のための作業 

 ・農業 ・お菓子作り ・工房生産物の販売 

 ・委託作業（野菜の袋詰め / 焼酎の梱包・発送 / 老健施設の清 

掃 等） 

②暮らしの充実にむけて 

 ・四季折々の行事 ・レクリエーション ・各種大会やイベント 

への参加 

 ・健康管理 ・金銭管理 ・一泊研修旅行 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,263円 令和元年度：14,747円 令和２年度：16,797 円 

連絡先 

 

電話 ： 0983-22-0602   FAX ： 0983-22-0602 

E-mail ： shirohatokobo12@dolphin.ocn.ne.jp 

事業所の名称 サンプラス 

事業所所在地 〒884-0003 児湯郡高鍋町大字南高鍋 6441 番地 

運営法人の名称 サンプラス株式会社 

定員 24 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレ、車いす対応可能、段差なし） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（一部の土曜日・祝祭日・年末年始を除く） 

8 時～17 時 （土曜日：8 時～12 時） 

昼食の有無 無（弁当代行注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（自動車用ワイヤーハーネス・カメラ部品組立作業）  

②施設外就労（自動車用ワイヤーハーネス加工） 

③施設外就労（サツマイモ・白菜・キャベツ・ニラなどの農作業） 

④在宅作業（自動車用ワイヤーハーネス組立作業） 

⑤職場実習、施設外支援、求職活動の支援      ⑥体調管理 

 工賃平均（月額） 平成 30年度：20,421円 令和元年度：20,775円 令和 2年度：20,149円 

連絡先 

 

電話：0983-32-7140   FAX：0983-32-7141  

E-mail：samplus@ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 就労支援 空と海 

事業所所在地 〒884-0001 児湯郡高鍋町大字高鍋町 842－8 

運営法人の名称 株式会社 シエル・エ・メール 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（ スロープ、車椅子対応可能 ） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日※祝祭日・年末年始休暇を除く。 

9 時～17 時 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①店頭販売・接客（ポップコーン・かき氷・ソフトクリーム・タピオカドリンク等） 

②軽作業（カメラ部品のシール張り、剥がし、他） 

③制作活動（竹灯篭作り） 

④施設外就労かわの農園での農作物（キャベツ・白菜・トウモロコシ・ほうれ

ん草・落花生等）の生産活動、収穫、仕分け、袋詰め他 

⑤施設外就労（他農園、草刈作業等） 

工賃平均（月額） 令和元年度：12,322円 令和 2年度：13,970円 

連絡先 

 

電話：0983-30-3050   FAX： 0983-30-8143 

E-mail：soratoumi2019@miyazaki-catv.ne.jp 

事業所の名称 あゆみの里 

事業所所在地 〒889-1403 新富町大字上富田 4726-1 

運営法人の名称  社会福祉法人 望洋会 

定員 30 名 主たる対象者 身体障害者 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

当該月の日数から 8 日を引いた日数(祝祭日、年末年始を除く) 

月～金曜日 9 時 30 分～15 時 30 分 土曜日 9 時 30 分～13 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①一般印刷、特殊印刷事業 

②軽作業 

③その他 

工賃平均（月額） 平成 30年度：25,897円 令和元年度：25,216円 令和２年度：27，151円 

連絡先 

 

電話：0983-33-1155   FAX：0983-33-0110 

E-mail：ayuminosato@ayuminosato.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 セサミ・ファーム 

事業所所在地 〒889-1406 児湯郡新富町大字新田字楠木迫 18797 番地 12 

運営法人の名称  社会福祉法人明和会 

定員 18 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ、スロープ有り、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日、祝日（年末年始を除く）  

9 時 30 分～16 時 30 分 

昼食の有無 有（給食 18 日、弁当 0～5 日） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①パン・クッキー・ラスク製造／販売 

②餃子製造／販売 

③屋外メンテナンス（清掃） 

④下請作業 

⑤園芸作業 

ホームページ： https://akiwakai.amebaownd.com/ 

工賃平均（月額） 平成 30年度：22，001円 令和元年度：25，050円 令和２年度：25，227円 

連絡先 

 

電話：0983-35-1250   FAX：0983-35-1085  

E-mail： sesami@zaronbai.net 

 

事業所の名称 元気 （多機能型就労支援事業所） 

事業所所在地 〒889-1401 児湯郡新富町大字日置 1550 番 2 

運営法人の名称  特定非営利活動法人ハッピーデイズ 

定員 14 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 （業務状況により土日祝活動する場合あり） 

通常 9 時 30 分～15 時 45 分（業務状況、社会状況により変更の場合あり

） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①ちらし寿司販売作業（週１回 注文または訪問等にて販売） 

②企業敷地内整備（草刈り、剪定、落ち葉等清掃） 

③公園トイレ清掃（新富町委託） 

④喫茶作業（定食調理、片付け等） 

⑤縫製、編み物等商品製作販売 

⑥農作物生産等作業 

⑦その他外部請負作業（農作物出荷作業、パンフレット入れ作業等） 

工賃平均（月額） 平成 30年度： 13,562円 令和元年度： 13,185円 令和 2年度：15,711円 

連絡先 

 

電話：0983-33-0330   FAX：0983-33-3910 

E-mail：syuuroushien_genki@happydays.or.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 就労継続支援Ｂ型のうふく 

事業所所在地 〒889-1403 児湯郡新富町大字上富田 7243 番地 1 

運営法人の名称  株式会社 福祉サポート秀 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （ 車いす対応可   ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年を除く 

9 時 00 分～17 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①野菜の生産 

②選別・袋詰め作業 

③施設外作業（軽清掃） 

④近隣農家からの作業受託 

⑤体調管理 

⑥求職活動支援 

工賃平均（月額） 令和元年度：12，570円 令和 2年度：13,460円 

連絡先 

 

電話：0983-33-3303   FAX：0985-72-4433 

E-mail：tabata@fs-hide.com 

 

事業所の名称 チャレンジキャンパスくぅねる遊ぶ 

事業所所在地 〒889-1411 宮崎県児湯郡新富町富田 2 丁目 79 番地 

運営法人の名称 特定非営利活動法人ライフカンパニー新富 

定員 14 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

9 時～16 時(イベント等により土曜日開所あり) 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（トマトのパック詰め、他シール貼り等の内職） 

②施設外作業（カフェ業務・清掃業務・食品加工業務） 

③職場実習、施設外支援、求職活動の支援 

④体調管理 

⑤日報記入の練習(字の練習などの個別課題) 

⑥SST・余暇活動 

工賃平均（月額） 令和元年度：20.000 円 令和 2 年度：20,994 円 

連絡先 

 

電話：0983-32-1164   FAX：0983-32-1164 

E-mail：kuuneruasobu2006@gmail.com      
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 茶臼原自然芸術館 

事業所所在地 〒884-0102 児湯郡木城町大字椎木 603 番地 1 

運営法人の名称  社会福祉法人石井記念友愛社 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（イベント販売等で祝祭日に活動する場合あり） 

9 時 30 分～15 時 30 分（通常） 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①農作物の生産・販売 

②草木染製品の製造・販売 

③機織り製品の製造・販売 

④縫製製品の製造・販売 

⑤施設外就労（農福連携） 

⑥体調管理 

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,018円 令和元年度：19,615円 令和２年度：20,058 円 

連絡先 

 

電話： 0983-32-4607   FAX： 0983-32-4615 

E-mail：yuuaisya-shizengeijyutukann@kijo.jp 

 

事業所の名称 就労継続支援Ｂ型事業所 もくもく 

事業所所在地 〒884-0102 児湯郡木城町椎木 2232 番地 

運営法人の名称 特定非営利活動法人ふぁむ・ふぁーむ 

定員 20 名 主たる対象者 特定しない 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金 

10 時 00 分～15 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①りんごジャム・ピー辛ジャコウジ加工惣菜等製造 

②衣類小物製作 

③請負作業（草刈り・清掃作業・洗車作業） 

④アルミ缶回収等リサイクル事業 

⑤カレーショップ（週 1 回の飲食店） 

⑥洗剤販売  

工賃平均（月額） 平成 30年度：10,708円 令和元年度：10,272円 令和 2年度：10,989円 

連絡先 

 

電話：0983-26-6222   FAX：0983-26-6223  

E-mail：npo5@femme-farm.com 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 グリーンハート川南 

事業所所在地 〒889-1301 児湯郡川南町大字川南 14389 番地 31 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 ネットワーク福祉会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （ 多目的トイレ・手摺等  ） 

サービス提供日 

・時間 

平日月～金曜日、土曜・祭日営業日あり 

9 時 00 分～ 16 時 00 分 

昼食の有無 外注弁当 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

①受託清掃作業 

②受託室内作業等 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：8,365円 令和元年度：8,409円 令和２年度：9,258 円 

連絡先 

 

電話：0983-27-0733   FAX：0983-27-0901 

E-mail：greenheart.k@gmail.com 

 

事業所の名称 すい～ぷ 

事業所所在地 〒889-1301 児湯郡川南町大字川南 17702-34 

運営法人の名称  株式会社 ｏｒｂ 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日（祝祭日、お正月休み・お盆休みを除きます） 

9 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①インターネット販売     

②いろいろな受託業務（箱つくりなど） 

③ミニトマト農園         

④イベント会場での出店(軽トラ市など) 

⑤ふるさと納税（出品、パソコンでの管理） 

⑥パソコンの入力作業（みんな、練習してがんばっています） 

⑦検品、梱包、発送（得意なこと、やりたい事をお仕事につなげます） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：17,489円 令和元年度：17,367円 令和 2年度：6,694円 

連絡先 電話：0983-35-4185   FAX：0983-35-4185 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 ちへいせん 

事業所所在地 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南 1170-128 

運営法人の名称  株式会社ラクーンドッグ 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏期休暇を除く（場合により土曜日開所有） 

9 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①ポット苗植え 

②農作業 

③個人宅での除草作業等 

④農作物の計量等 

※施設外就労あり 

工賃平均（月額） 平成 30年度：12,457円 令和元年度：12,653円 令和 2年度：12,591円 

連絡先 

 

電話：0983-27-0155 

E-mail：chiheisen0701@gmail.com 

 

事業所の名称 セサミ・ツノ 

事業所所在地 〒889-1201 都農町大字川北字中部 1241-5 

運営法人の名称 社会福祉法人明和会 

定員 24 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日、年末年始を除く） 

9 時～16 時 

昼食の有無 有（給食） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①パン・ラスク等の製造販売 

②古布等を使った手芸品の製造販売 

③清掃メンテナンス（施設外就労） 

④就職支援  

工賃平均（月額） 平成 30年度：20,095 円 令和元年度：16,157 円 令和２年度：20,109 円 

連絡先 

 

電話： 0983-25-5521   FAX： 0983-25-5520 

E-mail： sesami-2@face.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 第二白浜学園 

事業所所在地 〒883-0021 日向市大字財光寺 1096 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人浩和会 

定員 14 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 

9 時～16 時 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①季節の野菜、花の苗栽培・販売 

②委託作業（トマトパック詰め、千切り大根の選別、ギフト梱包、イチゴパック 

シ－ル貼り、椎茸箱折り等） 

③施設外支援や施設外就労など、個人に合った活動の提供を行ない、日中

活動の充実を図る 

工賃平均（月額） 平成 30年度：27.104円 令和元年度：28.019円 令和２年度：28,687 円 

連絡先 

 

電話：0982-54-1155  FAX：0982-55-3232  

E-mail：dai2sirahamagakuen@gmail.com 

事業所の名称 日向共働社 

事業所所在地 〒883-0021 日向市大字財光寺字岩淵 3541-1 

（従たる）（都農事業所）〒889-1201 都農町大字川北 6616-1 

運営法人の名称 社会福祉法人共生会 

定員 25 名（うち都農事業所 11 名） 主たる対象者 特定無し 

バリアフリー対応  

サービス提供日 

・時間 

その月から 8 日を引いた日数以内 

8 時 40 分～16 時 30 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

①食品袋詰作業 

②製函作業 

③石けん製造 

④印刷作業 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：23,147 円、令和元年度：20,056 円 令和２年度：22,595 円 

連絡先 

 

電話：0982-54-5511   FAX：0982-54-0667 

（都農事業所/電話:0983-25-0911   FAX：0983-25-0911） 

E-mail：kyouseikai@adagio.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 風舎とみたか 

事業所所在地 〒883-0034 日向市富高 6522 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人 風舎 

定員 30 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有、スロープ有、車いす対応有、事業所入口下り坂有    ） 

サービス提供日 

・時間 

月曜～土曜日（祝祭日休み） 

9 時 00 分～16 時 00 分（月曜日９時～１２時１５分） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①生産及び販売活動（天然酵母パン、焼き菓子、コロッケ、各種イベント販売）

②施設外就労（居宅、共用部、施設清掃、衛生管理、ガラス清掃、フロアメンテ

ナンス作業・企業、個人宅除草作業③就労に向けての支援 

④健康管理（健康診断、身体測定、服薬管理等） 

⑤利用者研修（防災訓練、公共交通機関利用訓練、体力作り、季節行事 

等）⑥地域交流（田んぼ作業、餅つき大会、ボランティア体験） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,140円  令和元年度：15,429円 令和２年度：19,071 円 

連絡先 

 

電話：0982-50-0260   FAX：0982-50-0261  

E-mail：fu-sha@fusha.jp 

事 業 所 の 名 称 障害福祉サービス事業所 中心の里作業所 

事 業 所 所 在 地 〒889-1111 日向市美々津町5627番地98 

運営法人の名称 社会福祉法人 中心の里 

定 員 20名                                                                 主たる対象者 特定無し 

バリアフリー対応  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く）隔週土曜日   8時

45分～15時30分(但し、土曜日は8時45分～13時15分) 

昼 食 の 有 無 有 

送 迎 の 有 無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①農園 

②EMボカシ 

③食品加工 

④製造（浴用ホカホカよもぎ、うこん粉等）    

⑤その他（トイレ清掃等） 

工賃平均（月額） 平成30年度：11,595円、令和元年度：12,348円 令和２年度：13，254円 

連 絡 先 

 

電話：0982-58-0157   FAX：0982-58-0176 

E-mail：chusin-sato@tiara.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 クリーンサービスひだまり 

事業所所在地 〒883-0021 日向市財光寺長江 420 番地 1 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 ひむか福祉サービス 

定員 １０名                                                                主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日  ＊ただし（土日祝祭日、年末年始、夏季休暇）休みあり     

８時～１７時       

昼食の有無  無（弁当注文先有り）                                                                  

送迎の有無  有                                                                

 

 

サービスの内容 

 

 

 

 

 

①洗濯代行（介護施設入所者、病院に入院されてる方などの洗濯物） 

②清掃業（介護施設、日向市社会福祉協議会） 

③外注作業（トマト農園さんからの委託作業、エコバック作り） 

          

＊土曜日に余暇活動を行う場合いもあります。 

 

工賃平均（月額） 平成３０年度：23,411円、令和元年度：24,369円、令和２年度：25,143円 

連絡先 

 

電話：0982-54-0938              FAX：0982-66-5580 

 E-mail：hidamari@elf.ocn.ne.jp                                      

事業所の名称 多機能型事業所スマイルホーム 360 

事業所所在地 〒883-0021 日向市東郷町山陰乙 1812 番地 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 日向市手をつなぐ育成会 

定員 10 名 主たる対象者 知的障がい者、身体障がい者、難病患者等 

バリアフリー対応 有 （多目的トイレ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日、祝日（お盆、年末年始、春分の日、秋分の日を除く） 

9 時 30 分～16 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業 （さをり織り、くすオイル・チップ商品） 

②施設外就労 （清掃、焼きいも袋詰め） 

③健康管理 （バイタルチェック、服薬管理、健康診断、毎月の保健教室等） 

④創作活動 （アロマ教室、３Ｂ体操、音楽教室） 

⑤その他外部委託作業 

工賃平均（月額） 平成 30年度：12,663円 令和元年度：14,510円 令和 2年度：17,009円 

連絡先 

 

電話：0982-69-3610   FAX：0982-69-3620 

E-mail：smile360.info@gmail.com 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 とうきゅう農園 

事業所所在地 〒889-1111 日向市美々津町 1203 番地 1 

運営法人の名称  株式会社東九 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有 （ 多目的トイレあり ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（9 時～15 時） ※祝祭日・年末年始を除く 

第 1・3・4・5 土曜日（9 時～11 時 30 分） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設外作業（ハウス作業、清掃作業） 

②農作業および販売 

③食品加工（受託作業） 

④リサイクル回収・分別（アルミ缶、スチール缶など） 

⑤勉強会、誕生会、レクリエーション 

⑥体調管理、健康観察  

 工賃平均（月額） 平成 30年度：14,315円、令和元年度：18,649円 令和 2年度：22,192円 

連絡先 

 

電話：0982-58-1850   FAX：0982-58-1851  

E-mail：tokyu@trad.ocn.ne.jp 

事業所の名称 就労サポートセンター太陽の樹 

事業所所在地 〒883-0014 日向市原町二丁目 4 番 6 号 

運営法人の名称 合同会社明弘社 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （ 手すり、室内スロープ   ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日、お盆休み、年末年始を除く） 

9 時～15 時 30 分 ※変動あり（ イベント参加、職場実習など ） 

昼食の有無 無( お弁当の代行注文あり。当施設の近くであれば外食も出来ます。 ) 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①千切り大根作業（異物処理、軽量、袋詰め） 

②しいたけ作業（異物処理、軸切り、石づき切り） 

③クラフト製品作業（かご、小物入れ、マスコット、布製品など） 

④シール貼り、箱折り作業 

⑤余暇活動（季節毎に年平均 4 回以上） 

⑥職場実習、施設外就労、施設外支援、求職活動支援 

工賃平均（月額） 平成 30年度：10,576円 令和元年度：8,065円 令和 2年度：8,033円 

連絡先 

 

電話：0982-60-3958   FAX：0982-60-3958 

E-mail：taiyounoki201671＠yahoo.co.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称  福丸縁 

事業所所在地 〒883-0062 日向市大字日知屋 3389-48 

運営法人の名称 一般社団法人福丸縁  

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  

サービス提供日 

・時間 

月曜日～土曜日（月１日月曜日カレンダー指定日、年末年始除く） 

9 時 00 分～15 時 00 分（休憩 60 分） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有（要相談） 

 

 

サービスの内容 

①施設内作業（かふぇ運営、菓子製造、請負作業多数） 

②施設外作業（梱包作業） 

③施設外支援、求職活動の支援 

④体調管理 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：18,370 円 令和元年度：18,751 円 令和 2 年度：19,684 円 

連絡先 

 

電話：0982-57-3638   FAX： 0982-57-3536 

E-mail：fukumaruen@aroma.ocn.ne.jp   

事業所の名称 就労継続支援B型事業所「めだかハウス日向」 

事業所所在地 〒883-0067 日向市亀崎東 2 丁目 55 

運営法人の名称  株式会社めだかファミリーグループ 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

10 時～15 時（金曜日：10 時～12 時 00 分） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①農福連携（選果・選別・袋詰め） 

②林福連携（椎茸加工・コマ打ち） 

③清掃サービス（定期清掃） 

④九州パンケーキカフェ日向東郷店（定期清掃等） 

⑤データ入力・データ処理 

⑥企業連携（段ボール加工等） 

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,372円 令和元年度：12,051円 令和 2年度：16,758円 

連絡先 

 

電話：0982-66-7130   FAX：0982-66-7131 

E-mail：medakafamilygroup@gmail.com     
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

事業所の名称 ワークセンター 悠々工房 

事業所所在地 〒889-0605 東臼杵郡門川町庵川西 6 丁目 60 番地 

運営法人の名称  社会福祉法人 友隣会  

定員 19 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレ    ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日(土日祝祭日の開館あり) 

10 時 00 分～15 時 30 分（施設外活動や実習について、時間の変更有） 

昼食の有無 無(弁当注文可) 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

＜作業内容＞ ①食品加工科（無添加ひむかのすり身製造・販売） 

②工作リサイクル科（木工製品の製作販売・アルミ缶リサイクル作業） 

③OA科（パソコンでの軽印刷作業・シール貼り等の請負作業） 

④施設外請負作業他（園芸作業・除草作業 等） 

*地域行事参加や販売活動 

*必要に応じて、求職活動や職場定着支援も行います。 

工賃平均（月額） 平成 30年度：15,800円 令和元年度：14,700円 令和元年度：15,352円 

連絡先 

 

電話：0982-63-6580   FAX：0982-63-6582  

E-mail：you-you@deluxe.ocn.ne.jp 

事業所の名称 就労継続支援B型事業所 キャッチボール 

事業所所在地 〒889-0616 東臼杵郡門川町南町 1 丁目 5 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 ふれあい 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  無  

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ※年末年始を除く。 

9 時 30 分～15 時 30 分※イベント等ある際には、日曜日も営業します。 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①弁当事業 

②水産加工事業 

③委託事業 

④おむつ事業 

⑤畑作業・小物作業 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：18,361 円、令和元年度：19,941 円 令和 2 年度：20,875 円 

連絡先 

 

電話：0982-63-0809   FAX：0982-57-3039 

E-mail：qqbc7nq9k@abeam.ocn.ne.jp     
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 グリーンハート美郷 

事業所所在地 〒889-0901 東臼杵郡美郷町北郷宇納間 670 番地 1 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 ネットワーク福祉会  

定員 10 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ・スロープ・車いす）  

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・夏季休暇・年末年始を除く。 

9 時 30 分～15 時 30 分 

昼食の有無 無（業者へ弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

①施設内作業（乾燥シイタケの足切り・贈答用箱折・金柑加工） 

②施設外作業（役場のトイレ清掃・ボートピアのワックスがけ） 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：8,372円 ・ 令和元年度：8,490円 令和 2年度：8,026円 

連絡先 

 

電話：0982-68-6711   FAX： 0982-68-6722 

E-mail：greenheart.mi@gmail.com 

 

 

 

 

事業所の名称 浩洋ワーキングクラブ 

事業所所在地 〒889-0623 東臼杵郡門川町宮ヶ原 4 丁目 74 番地 

運営法人の名称 特定医療法人 浩洋会 田中病院 

定員    20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレ有り スロープ  車いす対応可能  ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日  

9 時 ～15 時  

昼食の有無 有 

送迎の有無 有（個人負担なし） 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①病院の環境整備 園芸 

②リサイクル活動 

③農園活動 

④室内作業（ビー玉、ツイスト線テープ止め） 

⑤外部委託作業（庭管理） 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：15,005円 令和元年度：13,251円 令和 2年度：13,252円 

連絡先 

 

電話：0982-57-3630   FAX： 0982-57-3631 

E-mail：koyo-workingclub.17@sage.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 カンナ工房 

事業所所在地 〒882-0003 延岡市稲葉崎町 3 丁目 1313 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人藤慶会 

定員 20 名 主たる対象者  特になし 

主たる対象者 有（多目的トイレ有り、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

火～土曜日（祝祭日を除く） 

7 時～16 時 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①パン・クッキー等の製造・販売 

②花卉類の栽培及びプランターリース 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：26,966円 令和元年度：25,951円 令和２年度：19,487 円 

連絡先 

 

電話：0982-26-1682   FAX：0982-26-1763 

E-mail：kanna-koubou@rouge.plala.or.jp        

 

事業所の名称 やわらぎの里ドリーム社 

事業所所在地 〒882-0024 延岡市大武町 5296 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人 愛育福祉会 

定員 15 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（年末年始・お盆休みは除く）9 時 30 分～15 時 20 分 

Café蒼空 月、木～日曜日（火・水は定休日） 10 時～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①Café蒼空での接客、盛り付け、洗い物等 

②食品加工受託（鮭フレークの骨取り作業） 

③施設業務委託（施設内トイレ清掃、シーツ交換、ゴミ出し） 

④農作物の栽培・販売 

⑤河川敷の草刈り、公園清掃 

⑥観葉植物のリース、管理  

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,433円  令和元年度：12,882円  令和２年度：8,428 円 

連絡先 

 

電話：0982-26-5666   FAX：0982-26-5711  

E-mail：yawaragi@road.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 すまいる作業所 

事業所所在地 〒882-0017 延岡市川島町 2733 番地 1 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 すまいる 

定員 24 名 主たる対象者 知的障がい、精神障がい 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月曜日～金曜日 土曜日・祝日出勤の場合有り 

9 時 00 分～16 時 00 分（水曜日・土曜日 9 時 00 分～13 時 00 分） 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（リサイクル、菌床椎茸栽培、木工作業、企業・個人委託作業

、裁縫・編物・小物作り等） 

②施設外作業（企業・個人委託作業） 

③体調管理等の生活面支援 

④求職活動の支援 

⑤その他(網戸張り替え、地域の高齢者へのサポート及び相談受付) 

工賃平均（月額） 平成 30年度：18,152円 令和元年度：20,135円 令和２年度：20,163 円 

連絡先 

 

電話：0982-28-6123   FAX：0982-28-6120  

E-mail：nobu-kai@ma.wainet.ne.jp 

 

事業所の名称 はまゆう園多機能型恒富事業所 

事業所所在地 〒882-0836  延岡市恒富町 2 丁目 11 番 2 

運営法人の名称  社会福祉法人高和会 

定員 30 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（原則） 8 時 30 分～16 時 30 分  

＊ただし、それ以外の曜日に営業することもある 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（菓子製造、施設内清掃、洗濯業務、襖・網戸の張替作業） 

②施設外作業（施設外就労含む）（清掃、除草、援農作業） 

③職場実習、施設外支援、求職活動支援 

④体調管理 

⑤座学（日常生活に必要な知識やマナーの習得） 

⑥余暇活動支援 

工賃平均（月額） 平成 30年度：14,462円 令和元年度：14,730円 令和２年度：18,508 円 

連絡先 

 

電話：0982-26-5286   FAX： 0982-26-5287 

E-mail：hamayuuen-tunetomi@royal.ocn.ne.jp  
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事 業 所 の 名 称 はまゆう園多機能型事業所 

事 業 所 所 在 地 〒882-0104 延岡市北方町角田丑1369-35 

運営法人の名称  社会福祉法人 高和会 

定 員 10名 主たる対象者 知的障害者 

バリアフリー対応 無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（原則） ※但し、それ以外の曜日に営業することもある。 

8時15分～16時00分 

昼 食 の 有 無 有 

送 迎 の 有 無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①農作業（農作物栽培・椎茸栽培・販売など） 

②アルミ缶作業 

③各種請負作業（除草・草刈りなど） 

④洗濯請負作業 

⑤健康管理 

⑥相談及び援助 

工賃平均（月額） 平成30年度：12,300円 令和元年度：13,500円 令和2年度：16,596円 

連 絡 先 

 

電話：0982-47-3481   FAX：0982-47-2822 

E-mail：k-hamayu@ma.wainet.ne.jp 

 

事業所の名称 ひかり工房 

事業所所在地 〒882-0063 延岡市古川町 74-1 

運営法人の名称  社会福祉法人光紀会 

定員 34 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（ トイレ ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日、お盆休み、年末年始を除く） 

9 時 00 分～15 時 30 分（月により土・日・祝祭日に出勤あり）※希望者の

み 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業 

・ 木工製品や手作りの雑貨づくり 

・ 菓子・弁当の製造、販売、配達 

・ パソコンを使用した名刺等の印刷、その他請負作業など 

②その他の訓練 

・職場見学・実習、施設外就労（不定期）バザー等での販売活動 

工賃平均（月額） 平成 30年度：7,345円 令和元年度：7,905円 令和２年度：11,085 円 

連絡先 

 

電話：0982-34-1389   FAX：0982-23-1617  

E-mail：koukikai@koukikai33.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称  障害児・者支援施設ひかり学園（デイセンターひかり） 

事業所所在地 〒889-0514 延岡市櫛津町 3427 番地 4 

運営法人の名称 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団 

定員 20 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 無                         

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（国民の休日及び 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く）  

9 時～16 時 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①クリーニング作業（園内）・ハウスキーピング作業・リサイクル作業 

②菓子製造（かりんとう・ラスク製造）、販売 

③受託作業（農事・洗車・除草等環境整備） 

④職場実習 

⑤求職活動支援 

⑥職場定着のための支援 

工賃平均（月額） 平成 30年度：11,210円 令和元年度：11,025円 令和２年度：11,435 円 

連絡先 

 

電話：0982-37-0210   FAX：0982-37-0210 

E-mail：hikari@m-sj.or.jp 

 

事業所の名称 就労継続支援B型いろどり事業所 

事業所所在地 〒882-0861 延岡市別府町 3092 

運営法人の名称 株式会社ワークステーションいろどり 

定員 30 名（内 10 名CAMP事業所） 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  無 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日  

9 時～16 時 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 無 

 

サービスの内容 

 

 

①ホテルリネン全般のクリーニング仕上げ軽作業(いろどり事業所内) 

②衣類・制服類のクリーニング全般の作業（CAMP事業所） 

③余暇活動・レクリエーション等 

④就労の為の学習会および企業見学・企業実習 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：43,179 円、令和元年度：45,100 円 令和２年度：45,601 円 

連絡先 

 

電話：0982-23-1612   FAX：0982-23-1673 （いろどり事業所） 

電話：0982-20-3330   FAX：0982-20-3331 （CAMP事業所） 

E-mail：irodori@sunny.ocn.ne.jp  URL:http://www.ws-irodori.com/ 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

 

 

 

 

事業所の名称 障がい福祉サービス事業所 のぞみ園 

事業所所在地 〒882‐0024 延岡市大武町 5295 番地 

運営法人の名称 社会福祉法人愛育福祉会 

定員 20 名 主たる対象者 知的障がい者 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇有り（該当月から―8 日を除した日

数） 9 時～16 時 （土曜日：9 時～13 時） 

昼食の有無 有（給食提供） 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

①施設内作業（粘土製品の製作、バリ取り作業、食品加工・木杭作業）②施

設外就労（バルブ製品の部品組立、有料老人ホームの清掃作業）③余暇支

援（クラブ活動・レクレーション） 

④生活支援（買い物支援等）⑤体調管理（検温・バイタルチェック・服薬管

理・健康診断） ⑥施設外支援（職場実習開拓） 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：38,966 円 令和元年度：39,398 円 令和２年度：37，281 円 

連絡先 

 

電話： 0982-35-7715   FAX：0982－35－7716 

E-mail：nozomien@sage.ocn.ne.jp 

事業所の名称 大瀬作業所 

事業所所在地 〒882-0803 延岡市大貫町 5 丁目 1736 番地 

運営法人の名称 特定非営利活動法人のべおか城昇会 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  無 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日＊第 1・3 土曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く 

9 時～15 時 

昼食の有無 無（弁当事業・注文可能） 

送迎の有無 有（加算算定） 

 

サービスの内容 

 

①施設内作業（注文弁当：盛付、配達、パン・菓子製造、請負作業：昆布袋

詰め、箱折り） 

②施設外作業（農園芸作業、リサイクル作業、公営トイレ清掃、依頼作業） 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：16,074 円、令和元年度：21,608 円 令和２年度：20,320 円 

連絡先 

 

電話：0982-31-5337   FAX：0982-31-5338 

E-mail：siro-ose@ma.wainet.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 ラ・ベルファム延岡 

事業所所在地 〒882-0866 延岡市平原町 5 丁目 1492-59 

運営法人の名称 社会福祉法人 真雅  

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  （多目的トイレ有り、車椅子対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～土曜日 ＊年末年始除く。 

10 時 00 分～15 時 00 分 

昼食の有無 有(弁当注文可能) 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①昆布の選定、計量、袋詰め 

②虎彦 饅頭の箱詰め、シール貼り等 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：8，615円 令和元年度：7，950円 令和 2年度：10,849円 

連絡先 

 

電話：0982-20-7065   FAX：0982-20-7067  

E-mail：labellefemme.7066@cap.ocn.ne.jp 

 

 

事業所の名称 就労継続支援B型事業所「めだかハウス延岡」 

事業所所在地 〒882-0826 延岡市船倉 2−2 

運営法人の名称 株式会社めだかファミリーグループ 

定員 20 名 主たる対象者 特になし 

バリアフリー対応  有 （多目的トイレ有り、スロープ、車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く。 

10 時～15 時（金曜日：10 時～12 時 00 分） 

昼食の有無 無（弁当注文可能） 

送迎の有無 有 

 

サービスの内容 

 

 

①めだか飼育・販売・レンタル 

②コンビニエンス仕分け 

③マンション・アパート管理 

④点字名刺・チャイルドシート洗浄・洗車 

⑤農福連携・林福連携・企業連携 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：13.922 円、令和元年度：15,948 円 令和 2 年度：17,937 円 

連絡先 

 

電話：0982-20-4984   FAX：0982-20-4985 

E-mail：medakafamilygroup@gmail.com      
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

事業所の名称 パワーはーと 

事業所所在地 〒882-0056 延岡市岡富町 798 番地 36 

運営法人の名称 有限会社はーと介護 

定員 14 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ、スロープ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 

10 時 ～ 15 時  

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設外就労（法人内ベーカリー） 

②レクリエーション 

 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：20,525 円 令和元年度：29,610 円 令和 2 年度：31,380 円 

連絡先 

 

電話：0982-20-5577   FAX：0982-20-5588 

E-mail：kaigo@heartcare.link 

 

事業所の名称 ふれあい作業所あまてらす 

事業所所在地 〒882-1621 西臼杵郡高千穂町大字岩戸 972-1 

運営法人の名称 特定非営利活動法人天岩戸友愛会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有り・スロープ・車いす対応可能） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日（祝祭日及び夏季休暇・年末年始を除く） 

9 時～16 時 イベント参加・余暇活動の際は休日のサービス提供あり 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①農作物の栽培・販売 

②施設外就労（公園掃除・農作業） 

③菓子製造・販売 

④木工品・布製品・製造・販売 

⑤外部委託製品検品・袋詰め 

⑥体調管理 

工賃平均（月額） 平成 30 年度：13,467 円 令和元年度：13,746 円 令和２年度：14,374 円 

連絡先 

 

電話：0982-74-8070   FAX：0982-82-2662 

E-mail：spb45vv9@road.ocn.ne.jp   
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 高千穂焼作業所 

事業所所在地 〒882-1621 西臼杵郡高千穂町大字岩戸 1498－1 

運営法人の名称 特定非営利活動法人 談笑会 

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（ 多目的トイレ有り、スロープ、車イス対応可能 ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金 ＊祝祭日・年末年始・夏季休暇除く 

9 時 30 分～15 時 00 分 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①粘土勾玉製造・販売 

②菓子（チーズ饅頭、ケーキ類、らくがん、チョコレート等）製造・販売 

③布製品（帽子、ポーチ等）製造・販売 

④外部委託製品選別 

⑤各種イベント参加 

工賃平均（月額） 平成 30年度：19,944円 令和元年度：17,167円 令和２年度：11,023円 

連絡先 

 

電話：0982－76－1866   FAX：0982－76－1866 

E-mail： hanakobo@sky.plala.or.jp 

 

事業所の名称 にじいろ 

事業所所在地 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井 1171-7 

運営法人の名称  特定非営利活動法人 彩り 

定員 10 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有  

サービス提供日 

・時間 

月、火、水、金 

10 時 00 分～15 時 00 分 

昼食の有無 無 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（農産品加工、軽作業） 

②施設外就労（菓子製造） 

③体調管理 

④施設外支援、職場実習、求職活動の支援 

工賃平均（月額） 平成 30年度：13,124円 令和元年度：20,112円 令和 2年度：18,813円 

連絡先 

 

電話：0982-83-0707   FAX：0982-83-0708  

E-mail：nijiiro@galaxy.ocn.ne.jp 
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-就労継続支援（Ｂ型）- 

 

事業所の名称 フラワーパークのぞみ工房 

事業所所在地 〒882-0301 西臼杵郡日之影町大字七折 535 

運営法人の名称 社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会  

定員 20 名 主たる対象者 特定なし 

バリアフリー対応 有（多目的トイレ有、スロープ、車いす対応可  ） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 ※祝祭日・年末年始を除く。 

10 時～16 時 30 分 

昼食の有無 無(ご飯・味噌汁のみ、弁当注文可) 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

 

 

①施設内作業（乾しいたけの足切り、しめ縄作成、袋作成、農作物加工） 

②施設外作業（清掃、草刈り） 

③椎茸栽培 

④園芸・農作業 

⑤職場実習、施設外支援、求職活動の支援 

⑥体調管理 

工賃平均（月額） 平成 30年度：25,013円 令和元年度：26,629円 令和２年度：32,086円 

連絡先 

 

電話：0982-88-1158   FAX：：0982-88-1158 

E-mail：f-nozomi@ma.wainet.ne.jp 

 

事業所の名称 福祉作業所 日融工房 

事業所所在地 〒882-1202 西臼杵郡五ヶ瀬町大字桑野内 5191-1 

運営法人の名称  株式会社 日融 

定員 20 名 主たる対象者 精神・知的・身体障がい者 

バリアフリー対応 有 （スロープ、車いす対応可能トイレ有） 

サービス提供日 

・時間 

月～金曜日 

10 時 00 分～15 時 00 分（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 

昼食の有無 有 

送迎の有無 有 

 

 

サービスの内容 

 

①農作物生産販売 

②受託作業 

③機織り、クラフト、竹、布等による製品作成および販売 

④食品の製造販売 

 

工賃平均（月額） 平成 30年度：7,979円 令和元年度：8,259円 令和 2年度：8,112円 

連絡先 

 

電話： 0982-73-5416    FAX：0982-73-5418 

E-mail：nichiyuukoubou@able.ocn.ne.jp 
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