
事業所の名称

TEL　０５４－６２９－５７１２

FAX　０５４－６２９－５７８３

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　齋藤ますみ

一部送迎

４ヶ月に１回支給・作業内容、作業態度、時間、日数により変動

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容
９：３０　　朝礼
　　　　　　体操
　　　　　　歩行
１０：２０　作業
　　　　　　隔週月：クラブ
　　　　　　金：運動
１１：４０　清掃・片付け
１２：００　昼食・歯磨き
　　　　　　昼休み
１３：３０　作業
　　　　　　土：余暇活動
１５：２０　掃除・片付け
　　　　　　帰宅準備
　　　　　　終礼
　　　　　　送迎
１６：００　降所

土曜開所日
１５：００　掃除・片付け
　　　　　　帰宅準備・終礼
１５：３０　降所
　　　　　　※施設の送迎はなし

事業所からの声（セールスポイント）

保護者送迎

社会福祉法人　焼津福祉会　虹の家（生活介護）

所在地
４２５－００８８

焼津市大覚寺３－２－１

連　絡　先 定員 　　　３８名

http://www.yaizu-fukusikai.or.jp

月～金（土：開所日あり・日、祝：休所）

８：３０～１６：３０

９：００～１６：００　１５：３０（土）

JR焼津駅から徒歩２５分　自主運行バス「総合福祉会館」下車徒歩１分

自主製品（縫製）

プラモデルの袋詰

ピンチ、フック、洗濯バサミ、ハンガー、ね
じ回し等の軽作業

牛乳パックの回収、納品

自主製品は焼津の特産品の魚河岸生地、鰹縞、
かつおの手ぬぐい等を使用し、地元に根づく
製品を目指しています。

作業時間は個人個人に合った作業内容を提供
し、少しづつ新しい工程等に挑戦することで、
できることを増やしていきます。

余暇支援では希望教室やグループ別外出等を
行い、楽しみを持って生活できるようにして
いきます。

http://www.yaizu-fukusikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukusikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukusikai.or.jp/


事業所の名称

TEL（054）622-6008

FAX（054）622-6008

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　市川武

　平均2,000円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9：30～　通所・
　　　　バイタルチェック
10:00～　朝礼

10:30～　午前の活動

11:30～　昼食休憩

13:00～　午後の活動

15:00～　片付け、終礼

15:45～　退所

・仕分け作業
・ピンチ組み立て作業
・ウォーキング
・精米、出荷米準備
・レクリエーション
・畑仕事
・避難訓練
　　　　　　　　　　など

事業所からの声（セールスポイント）

・タイムスケジュールに沿っての活動
が基本となりますが、個々のペースに
合わせた対応を柔軟に取り入れていま
す。
・生活介護でありながら、作業活動の
機会を多く提供しています。
・屋外で体を動かす時間を大切にして
います。

駐車場実費負担なし

焼津の空と大地と（生活介護）

所在地
〒421-0204

焼津市高新田2399-54

連　絡　先 定員 　　　　　14名

http://soradai.sakura.ne.jp/

月～金（土日は休み）

8：30～17：15

9：30～15：45（利用者の活動時間）

焼津市自主運行バス　睦園・大井川寮バス停より徒歩2分

http://com/
http://com/
http://com/


事業所の名称

054-631-7707

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先 　

写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者 小蔦慎二

　平均 1,000円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

AM　9:00～12:00
【運動支援】
【農作業】
【動画鑑賞】
　
昼食

PM　13:00～16:00
【農作業】
【運動支援】
【トレーニングジム清掃】
　※火曜日のみ。

事業所からの声（セールスポイント）

駐車場実費（円/月）

障害者生活介護支援相談所 吉祥宝印

所在地
〒421-0205　静岡県焼津市宗高812-1

連　絡　先 定員 　　　　２０名

https://ksh812.jp/

月～土　※祝日開所

８:３０～１７:３０

９:００～１６:００

自主運行大井川焼津【大井川庁舎‐上島】大井川庁舎前

・農作業

・トレーニングジム清掃

・運動支援

・入浴サービスあり

「未だない、時間の提供。利用者本人とご家
族が円満になる障がい福祉サービスを」

・時間外日中一時預かり(地域生活支援事業)

・自費による時間外日中一時預かり
・計画相談支援(障害児相談・特定相談)
・利用者家族への心理カウンセリング
・障がい者専門美容室(訪問美容)

https://ksh812.jp/
https://ksh812.jp/
https://ksh812.jp/


事業所の名称

TEL (054)623-9464

FAX (054)639-5177

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　福島　一樹

　平均5000円程度/４か月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容
8:40～9:30 送迎・登所
9:30～10:00 着替え・健康
チェック・水分補給
10:00～10:30 朝の会
10:30～11:30 運動・作業・個
別活動・クラブ活動・余暇的活動
11:30～13:30 昼食・昼休み
13:30～14:30 運動・作業・個
別活動・創作活動
14:30～15:00 着替え・降所準
備・水分補給
15:00～15:20 帰りの会
15:40～16:30 送迎・降所

事業所からの声（セールスポイント）

焼津福祉会　ゆりかもめ（生活介護）

所在地
〒425-0068

焼津市中新田1890－1

連　絡　先 定員 30名

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/

月～金（土曜日不定期）

8:30～16:30

焼津循環線　バス停「中新田配水場」より徒歩４分

駐車場実費（なし/月）

・日常生活上の支援

・創作的、文化的活動

・（作業）洗濯ピンチの組み立て

・（作業）金具部品の組み立て及び
袋詰め

・本人や家族のニーズを明確化し、
相互理解、信頼関係を築き、支援し
ます。

・活動に選択の幅を持たせ、少人数
制のグループ活動に取り組むことに
より、利用者本人の興味や生活の質
をより深めます。

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/


事業所の名称

ＴＥＬ(054）662－0036

ＦＡＸ(054）622－3763

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

  ｸﾞﾗﾝﾘﾊﾞｰ

                          大井川交番　　　　　　　　　　　　　〒

  焼津市役所　　 消防署

  大井川庁舎　　 図書館

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　赤川好恵

職員が付き添い集合場所まで送迎します

　平均1,400円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

８：３５ 　　送迎車出発

９：００ 　　登所、準備等

１０：００　 朝のミーティング

　　　　　　体操・歩行

　　　　　　生産活動・個別活動

（休憩10:45～11:00）

１１：５０　 片付け、昼食準備

１２：００ 　昼食、歯みがき

　　　　　　 昼休み

１３：３０　 生産活動・個別活動

１４：５０　 清掃

１５：００　 着替え・帰宅準備

１５：２５　 帰りのミーティング

　　　　　　 送迎車出発

１６：００     降所

（1）日常生活上の支援

（２）生産活動

　　　（受注作業・自主製品「木工製品等」）

（３）創作的・社会的活動〈個別活動〉

　　　（フラワーアレジメント・美術・園芸等）

（４）身体機能の維持向上

（５）健康管理

事業所からの声（セールスポイント）

・自主製品（木工製品等）を製作しています。木工製

品は糸鋸を使用し、丁寧にやすり掛けをして仕上げて

います。商品開発にも力をいれています。

・日常生活上の支援や軽作業等の生産活動、創作的活

動等の日中活動の機会を提供することにより、自立支

援や社会参加を促します。生きがいや楽しみをみいだ

し、充実した生活が営なまれることを目的とします。

すいせん(生活介護）

所在地
〒421-0205

焼津市宗高949‐2

連　絡　先 定員 20名

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp

月～金(土は月1,2回程度）

8:30～17:15

9:00～16:00(利用者の活動時間）

バス焼津大島線大井川庁舎・中川原バス停より徒歩５分

県

道

島

田

大

井

川

線

国道１５０号線

★すいせん

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/


事業所の名称

TEL（054）622-6008

FAX（054）622-6008

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先 老人ホームでの清掃業務（吉田町）・パソコンでの在宅ワーク（焼津市）　など

写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　市川武

　平均16,000円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9：30～　通所・
　　　　バイタルチェック
10:00～　朝礼
　　　　　作業

12:00～　昼食休憩

13:00～　作業

15:00～　片付け、終礼

15:45～　退所

・仕分け作業（施設外）
・清掃作業（施設外）
・農家に出向いての農作業（施設外）
・草刈り作業（施設外）
・藤枝MYFC試合準備作業（施設外）
・車の部品組み立て作業
・ピンチの袋詰め作業
・マスク製作　　　　　　など

事業所からの声（セールスポイント）

・企業に出向いて作業する施設外就労
の機会が多くあり、様々な経験を積み
ながら難しい作業にも挑戦することが
できます。
・将来的に企業就労を目指す方も利用
し、就職に向け積極的にサポートして
いきます。
・若いメンバーが多く、活力の溢れる
職場です。

駐車場実費負担なし

焼津の空と大地と（就労継続支援B型）

所在地
〒421-0204

焼津市高新田2399-54

連　絡　先 定員 　　　　13名

http://soradai.sakura.ne.jp/

月～金（土日は休み）

8：30～17：15

9：30～15：45（利用者の活動時間）

焼津市自主運行バス　睦園・大井川寮バス停より徒歩2分

http://com/
http://com/
http://com/


事業所の名称

TEL(054)629-8777

FAX(054)629-8777

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　松村 正敏

　平均円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9：00　  登所、朝礼
9：15  　作業開始
10：30　休憩
10：40　作業開始
12：00　片付け・昼食
13：00　作業開始
14：15　休憩
14：25　作業開始
15：30　片付け・清掃
15：45　終礼
16：00　退所

事業所からの声（セールスポイント）

駐車場実費（円/月）

らいふさぽーと結・結　（就労継続支援B型）

所在地
〒425-0035

焼津市東小川６丁目15番３号

連　絡　先 定員 　　　20名

なし

月曜～金曜（土曜月1日程通所日あり、日曜・祝日休み）

８：３０～１７：１５

９：００～１６：００　

しずてつジャストライン　小川宿バス停より徒歩3分

・CD,DVD等解体作業

・組み立て、袋入れ、シール貼り等

軽作業

『明るく・楽しく・元気よく』

そこから何かが始まる、何かが生まれる、
これを活動の原点とし、利用者一人ひと
りの成長・自立に向けた支援を行ってい
ます。
お互いの顔が見え、声が聞こえる。そん
なかかわりの中でそれぞれが成長できる。
小さな事業所だからこその環境利点を大
切にしています。

結・結



事業所の名称

TEL　０５４－６２０－８７９０

FAX　０５４－６２０－８７９１

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　阿部典子

焼津市内のみ一部送迎

　平均８,000円/月（Ｒ２年度実績：作業内容・日数・時間により変動）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

8:45  ～　朝の会

9:00  ～　歩行・作業開始

10:30～　休憩

10:45～　作業

11:45～  片付け・清掃

12:00～  昼食・昼休み

13:00～  作業開始

14:00～　休憩

14:15～　作業

15:15～　片付け・清掃

15:45～  帰りの会・退所

事業所からの声（セールスポイント）

保護者送迎は可

社会福祉法人　焼津福祉会　ワークすばる（就労継続支援Ｂ型）

所在地
〒４２５－００８８

焼津市大覚寺三丁目２番地の１

連　絡　先 定員 　　　４０名

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp

月～金（土：開所日あり　日・祝は休所）

8:30～16:30

8:45～15:50(利用者の活動時間）

JR焼津駅から徒歩２５分　自主運行バス「総合福祉会館」下車徒歩１分

・鰹節パック箱詰め、箱折り、シール貼り

等の軽作業

・解体・分別作業

・プラスチック製品の袋詰め

・自主製品製作（縫製・缶バッチ）

・人参の皮むき

・金具の検品・ネジ付け

障がいのある方に、日常生活の支援や就労・
生産活動の機会を提供しています。
作業は企業からの下請けを中心に、個々の特
性に合わせ、自身のペースで進めてもらって
います。作業を 通してやりがいや楽しさを
感じてもらい、働くこ とへの意欲が高めら
れるよう支援を行っていま す。
昼食は、併設されている厨房で調理された温
かい食事を提供しています。
見学の際は気軽にご相談ください。

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/


事業所の名称

ＴＥＬ(054）625-9870

ＴＥＬ(054）625-9870

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者：山本

　平均15,000　円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9:00　通所、朝礼

9:05　清掃、消毒

9:15    作業開始

　

10:30  中休憩

10:45  作業再開

12:15  昼休憩

13:00  消毒、作業再開

　

15:20　片付け・清掃

15:30   退所

※上記時間内より個人の目標

に合わせて利用時間を決めら

れます。

【古着屋の運営】

・店舗清掃

・古着の陳列、品出し

・古着の値札タグ付け

・古着のクリーニング、アイロンがけなど

※接客はあまりありません。

【服飾品のインターネット通販】

・古着、財布、バッグなどのクリーニング

・スマートフォンでの撮影・出品

・商品梱包、仕分け

事業所からの声（セールスポイント）

【穏やかな環境】

・穏やかな声掛けを心掛けています。

・作業ノルマはありません。

【長所を活かす】

・個人の特性・長所に着目した支援を行います。

・個々の長所を活かす作業環境を構築します。

・色々な作業を特性に合わせて行えます。

【自己決定を大切にする】

・「こうなりたい」「こう生きたい」という目標や意思を尊重した支援を

行います。

ライト(就労継続支援B型）

所在地
〒425-0022

焼津市本町１丁目1-5

連　絡　先 定員 20名

https://efficasy-kk.com/right-open/

月～金：月8日休み（原則土日） 月9日以上土日がある場合は土曜開所あり

8:30～17:00（事業所営業時間）

9:00～15:30(利用者の活動時間）

JR焼津駅南口より徒歩7分　バス停市役所入口から徒歩2分

https://efficasy-kk.com/right-open/
https://efficasy-kk.com/right-open/
https://efficasy-kk.com/right-open/


事業所の名称

☎054-621-5442

📠054-621-5443

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　渋谷　正

焼津市内のみ(場所によっては要相談)

　平均円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容
9：00～　通所・体操・朝礼

9：30～　　作業

10：30～　休憩

10：45～　作業

12：00～　昼食・休憩

13：00～　作業

14：30～　休憩

14：45～　作業

15：30～　片付け・終礼

事業所からの声（セールスポイント）

つぶら作業所(就労継続支援B型)

所在地
〒４２５－００７７

焼津市五ケ堀之内６２８－５

連　絡　先 定員 　　　20　名

https://www.eiikukai.jp/sagyou02/

月～金(土曜日は月１程度営業日有)　日・祝は休み

8：00～17：30

9：00～16：00(利用者の活動時間)

JR西焼津駅より徒歩２０分　焼津市自主運行バス　三ケ名西バス停より徒歩８分

・組み立て、並べ

・袋詰め(ティーバック・プラモデ
ル・１００均商品等)

・シール貼り

・古紙回収

・自分のことは自分でしよう
・ありがとうの気持ちをもとう
・みんなで助け合おう
～笑顔・あいさつ・身だしなみ～
をモットーに日々頑張っています

家庭的な雰囲気があり、利用者さん
とのコミュニケーションを大事にし
利用者さん職員の距離も近く何でも

つぶら作業所

至 静岡

焼津文化会館
三ケ名IC

150号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

https://www.eiikukai.jp/sagyou02/
https://www.eiikukai.jp/sagyou02/
https://www.eiikukai.jp/sagyou02/


事業所の名称

ＴＥＬ(054）629－7711

ＦＡＸ(054）629－7712

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先 （株）Rｙuメディカルグループ、ウェルシアオアシス株式会社

写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。担当者：サービス管理責任者　出雲

　平均19,000円/月（勤続年数・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9:00～　通所

9:15～　朝礼開始

9:30～　作業開始

10:30～  中休憩

10:45～  作業

11:45～  昼食休憩

12:45～  作業開始

13:45～  中休憩

14:00～  作業開始

14:50～  作業終了、清掃

15:15～  終礼

・授産製品製作（プラ板、ステンドグ
ラス、アイロンビーズ）
・木工作業
・カカオ豆検品作業
・施設外就労（駐車場清掃等）
・粘土を使用したアクセサリー製作
・美術

事業所からの声（セールスポイント）

・授産製品は静岡県内のお土産屋さん
等で販売されており、大変ご好評いた
だいております。
・ものづくりを通して個々の得意を伸
ばし、できることが増えていくようサ
ポートしています。

駐車場実費（円/月）

スタジオ　プレアデス（就労継続支援B型事業所）

所在地
〒425-0022

焼津市本町1-2-4　3F

連　絡　先 定員 　　20　　名

https://pleiades-yaidu.jimdofree.com/

月～金（土曜開所あり、日・祝は休み）

8：30～16：30

9：00～15：15（利用者の活動時間）（土　9：00～12：00）

JR焼津駅より徒歩10分

https://pleiades-yaidu.jimdofree.com/
https://pleiades-yaidu.jimdofree.com/
https://pleiades-yaidu.jimdofree.com/


事業所の名称

ＴＥＬ(054）622－3758

ＦＡＸ(054）688－9600

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

  ｸﾞﾗﾝﾘﾊﾞｰ

                          大井川交番　　　　　　　　　　　　　〒

  焼津市役所　　 消防署

  大井川庁舎　　 図書館

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　赤川好恵

　平均20,000円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

８：５０ 　　利用者登所、着替え等

９：００ 　　朝のミーティング

　　　　　　 ラジオ体操

９：０５　 　生産活動

　　　　　（休憩10:30～10:45）

１１：５０　 片付け、昼食準備

１２：００ 　昼食、歯みがき

　　　　　　 昼休み

１３：0０　 生産活動

                　（休憩14:00～14:15）

１５：３０　 片付け、清掃

１５：４５　 着替え・帰宅準備

１５：５０　 帰りのミーティング

　　　　　　 送迎車出発

１６：００    降所

（１）日常生活上の支援

（２）生産活動

（受注作業）

　人参の皮むき、乾物加工、紙折り、部品加工、

　シール貼り、仏用包装など

（施設外就労）

　車椅子清掃、畑作業、草取り、箱折り作業など

（３）創作的・社会的活動

　　（クラブ活動、グループ別外出など）

（４）健康管理

事業所からの声（セールスポイント）

・地元の各企業様から、食品関係、工業製品など様々

な種類の作業を頂いています。たくさんの作業を覚え

て、自分の力を伸ばせます。そして、頑張れば工賃を

たくさんもらえますよ。

・利用者同士みんなで、仲良く楽しくお仕事を頑張っ

ています！（☆利用者さんの声）。

すいせん(就労継続支援B型）

所在地
〒421-0205

焼津市宗高949‐2

連　絡　先 定員 20名

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp

月～金(土は月1,2回程度）

8:30～17:15

9:00～16:00(利用者の活動時間）

バス焼津大島線大井川庁舎・中川原バス停より徒歩５分

県

道

島

田

大

井

川

線

国道１５０号線

★すいせん

http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/
http://www.yaizu-fukushikai.or.jp/


事業所の名称

TEL（054）625-8261

FAX（054）625-8262

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先 うるおい八楠、施設外就労あり

写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　押尾　理香

　平均17,000円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

  9:30～通所・体調確認

  9:45～作業開始

10:45～休憩

11:00～作業再開

12:00～昼食休憩

13:00～作業開始

14:00～休憩

14:15～作業開始

15:15～片付け・清掃

15:30～退所

事業所からの声（セールスポイント）

台数制限あり

就労継続支援B型事業所うるおい八楠

所在地
〒425-0091

焼津市八楠1丁目5-19　小池ビル2階東

連　絡　先 定員 　　　　　20名

http://com

月～金（土曜日・日曜日・祝日はお休み、年末年始・夏季休暇あり）

8：00～17：00

9：30～15：30

焼津市自主運行バス高草橋バス停から徒歩2分

・プラモデルの袋詰め

・部品の組み立て

・コードの組付け

・シール貼り

・梱包作業、ネジの取り付け 等

ノルマはなく、それぞれの目標に向
かって作業に取り組んでいただけま
す。

http://com/
http://com/
http://com/


事業所の名称

tell （054）631-6853

Fax（054）631-6852

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 応相談

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　　水野　秀実

913円/時間給

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

　9：20～出勤

　9：30～朝礼

　9：35～清掃

　9：50～作業開始

 12：00～昼休憩

 13：00～作業開始

 14：55～片付け

 15：00～退所

※ 時間差出勤にも対応しています

・古着販売（接客対応・仕分け・品出し）

・ネット販売（撮影～出品～発送）
　パソコンやタブレットを使っての作業です。

・施設外就労（ギフト商品セット等）

事業所からの声（セールスポイント）

☆利用者様一人一人が主体となり自ら
　考え、やりがいを感じられるような
　事業所をめざしています！

☆店舗作業を通して、地域の方々と
　関わりを持ち、社会とつながって
　いきます。

駐車場実費（円/月）

就労継続支援A型事業所 ライム

所在地
　〒425-0074

　焼津市柳新屋827-2

連　絡　先 定員 １０名

http://www.kk-maple.co.jp

週休2日（日曜定休）月により、1～2回土曜・祝日出勤あり

9：00～18：00

9：30～16：00のうち4.5時間

JR西焼津駅より徒歩10分

http://www.kk-maple.co.jp/
http://www.kk-maple.co.jp/
http://www.kk-maple.co.jp/


事業所の名称

054-625-8335

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　髙塚むつ代

　平均90387円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9:00　　始業・朝礼

9:05　　作業開始

10:30　休憩

10:45　作業

12:15　昼休憩

13:00　作業開始

14:20　片付け、清掃

14:30　終礼・終業

【服飾品のインターネット通販】
　・バッグ、財布などのクリーニング
　・スマートフォンでの撮影・出品
　・商品の梱包、仕分け
　・パソコン入力作業など
【冷凍餃子の無人販売】
　・商品の梱包、補充作業
【古着屋の業務】
　・古着商品の値付け、仕分け
　　　　　　　　　　　　　　その他

事業所からの声（セールスポイント）
【穏やかな環境】

穏やかな声掛けを心掛けています。
作業量にノルマはありません。

【長所を活かす】
個人の特性、長所に着目した支援を行います。
個々の長所を活かす作業環境を構築します。

色々な作業を特性に合わせて行えます。

【自己決定を大切にする】
「こうなりたい」「こう生きたい」という
目標や意志を尊重した支援を行います。

駐車場各自契約（約5000円/月）

ミライ 就労継続支援A型

所在地
焼津市駅北3丁目22番地10

連　絡　先 定員 　　　20　名

https://efficacy-mirai.net/

月～金（月8日休み 月9日以上土日がある場合は土曜開所あり）

8:30～17:00（事業所営業時間）

9:00～14:30（利用時間） 

JR焼津駅北口から徒歩9分 しずてつバス駅北3町目から徒歩4分

https://efficacy-mirai.net/
https://efficacy-mirai.net/
https://efficacy-mirai.net/


事業所の名称

TEL(054)626-3222

FAX(054)626-3237

ホームページ

営　業　日

営業時間

開所時間

公共交通機関・バス停

車通勤 可　・　不可

送迎 有　 ・　　無

平均工賃・賃金

１日の流れ

就労先
写真 アクセス（地図）

不明な点は、お手数ですが事業所までご連絡ください。　担当者：管理者　押尾浩二

焼津市・藤枝市　送迎利用料／片道50円往復100円

　平均円/月（作業内容・日数・時間による）

１日の流れ
作業内容
支援内容

セールスポイント

作業・支援内容

9:00
朝礼・ウォーキング
9:30
作業開始
10:30 ～10:45
休憩
12:00～13:00
昼食休憩
13:00
ラジオ体操
作業開始
14:00 ～14:15
休憩
14:15
作業開始
14:45
片づけ・掃除
15:00
終礼・出来高報告
15:15
退所

箱折り・シール貼り・袋詰め
製品の検品
製品の解体
軽作業全般（主に食品関係）
除草作業（草刈り、片づけなど）
自主製品／生産・販売
喫茶「野いちご」の営業
厨房作業・接客・掃除片付け

事業所からの声（セールスポイント）

下請け作業を中心とした「工房」と喫
茶店の営業全般を行う「喫茶」に分か
れて活動しています。
本人の希望や得意な事を活かして
作業の内容を決めていきます。

専用駐車場有り

NPO法人 焼津育成の会 野いちご

所在地
〒425-0086

焼津市小土1294-1

連　絡　先 定員 　　　20名

http://noichigo.canariya.net

月～金曜日・土日、祝日は休み（特別開所・土曜日営業）

8:30～17:15

9:00～15:00

JR西焼津駅　徒歩5分

http://noichigo.canariya.net/
http://noichigo.canariya.net/
http://noichigo.canariya.net/


施設名（正式名） 連絡先

福祉行政
窓口

焼津市役所　地域福祉課
〒425-0022焼津市本町５-６-１（アトレ庁舎内）

℡054-626-1127

家庭児童
相談

こども相談センター
〒425-0022焼津市本町５-６-１（アトレ庁舎内）

℡054-626-1165

生活支援センターわおん
（焼津福祉会）

〒425-0045焼津市祢宜島345-１

℡054-624-3077

暁（高風会）
〒425-0088焼津市大覚寺３-１-２

℡054-620-9202

スリーハート
（インクルージョン志太）

〒425-0077焼津市五ヶ堀之内530-３

℡054-626-0022

相談支援センターあおぞら
（春風寮）

〒425-0052焼津市田尻58

℡054-623-2228

焼津市社会福祉協議会
〒425-0088焼津市大覚寺３-２-２

℡054-621-2941

（株）エフィカシー　アスク
〒425-0028焼津市駅北３—22-10

℡054-625-8373

FLAT８（株）　スカイパーク
〒425-0036焼津市西小川１丁目11-６

℡054-625-8880

プランセンターてん（ポップ）
〒421-0218焼津市下江留313

℡054-639-9553

障害者生活介護支援相談所
吉祥宝印

〒421-0205焼津市宗高812-1

℡054-631-7707

社会福祉法人焼津福祉会
虹の家

〒425-0088焼津市大覚寺３-２-１

℡054-629-5712

社会福祉法人焼津福祉会
ゆたか

〒425-0088焼津市大覚寺３-２-２

℡054-628-9760

社会福祉法人焼津福祉会
ゆりかもめ

〒425-0068焼津市中新田1890-１

℡054-623-9464

特定非営利活動法人
静岡福祉総合支援の会
空と大地と　焼津の空と大地と

〒421-0204焼津市高新田2399-54

℡054-622-6008

社会福祉法人焼津福祉会
生活介護　すいせん

〒421-0205焼津市宗高949-２

℡054-662-0036

NPO法人インクルージョン志太
アンティーク布花工房・沙羅

〒425-0077焼津市五ヶ堀之内530-３

℡054-626-2116

社会福祉法人嬰育会
緑遥作業所

〒425-0066焼津市大島132

℡054-623-5401

焼津市事業所情報

障害相談
窓口

生活介護



特定非営利活動法人焼津育成の会
生活介護　野いちご

〒425-0086焼津市小土1261-３

℡054-628-0202

有限会社池ちゃんの家・ドリームケア
小規模多機能ホーム「池ちゃん家」
焼津 本部事務局

〒425-0073焼津市小柳津638-4

℡054-625-9820

障害者生活介護支援相談所
吉祥宝印

〒421-0205焼津市宗高812-１

℡054-631-7707

特定非営利活動法人
静岡福祉総合支援の会
空と大地と　焼津の空と大地と

〒421-0204焼津市高新田2399-54

℡054-622-6008

社会福祉法人焼津福祉会
就労継続支援　すいせん

〒421-0205焼津市宗高949-２

℡054-622-3758

社会福祉法人嬰育会　緑遥作業所
〒425-0066焼津市大島132

℡054-623-5401

社会福祉法人嬰育会
つぶら作業所

〒455-0077焼津市五ヶ堀之内628-５

℡054-621-5442

特定非営利活動法人焼津育成の会
就労継続支援Ｂ型　野いちご

〒425-0086焼津市小土1294-１

℡054-626-3222

特定非営利活動法人焼津育成の会
喫茶　野いちご

〒425-0088焼津市大覚寺３-２-２

焼津市総合福祉会館内

℡054-620-1644

社会福祉法人焼津福祉会
ワークすばる

〒425-0088焼津市大覚寺３-２-１

℡054-620-8790

社会福祉法人高風会　暁
〒425-0088焼津市大覚寺３-１-２

℡054-620-9202

社会福祉法人高風会　漣
〒425-0071焼津市三ヶ名1592-１

℡054-626-8902

合同会社結・結
らいふさぽーと結・結

〒425-0035焼津市東小川６丁目15-３

℡054-629-8777

株式会社富士山ドリームビレッジ
焼津ドリームビレッジ
ラビット焼津

〒425-0064焼津市三和951

℡054-625-7550

有限会社スターワールド
スタジオプレアデス

〒425-0022焼津市本町１-２-４

℡054-625-8020

株式会社潤い総研　うるおい八楠
〒425-0091焼津市八楠1-5-19

℡054-625-8261

特定非営利活動法人輝望
インフィニティ
ひまわりの橋

〒425-0022焼津市本町５-１-１

℡054-625-8895

株式会社エフィカシー　ライト
〒425-0022焼津市本町１-１-５

℡054-625-9870

就労継続
支援Ｂ型

生活介護



株式会社富士山ドリームビレッジ
焼津ドリームビレッジ

〒425-0056焼津下小田中町９-４

℡054-625-8744

株式会社メープル　ライム
〒425-0074焼津市柳新屋827-２

℡054-631-6853

株式会社エフィカシー　ミライ
〒425-0028焼津市駅北３-22-10

℡054-625-8335

就労
移行支援

社会福祉法人高風会　暁
〒425-0088焼津市大覚寺３-１-２

℡054-620-9202

すぴか
〒425-0026焼津市焼津３-11-３

℡054-626-2877

こすもⅠ、Ⅱ

〒425-0036焼津市西小川５-19-６

オスオハイツ

℡054-626-2877

くれあⅠ、Ⅱ

〒425-0035焼津市東小川７-15-28

アメニティコーポ山崎

℡054-626-2877

かぺら
〒425-0026焼津市焼津３-11-２

℡054-626-2877

グループホーム樹羅
〒425-0082焼津市大村３-３-３

℡054-620-5523

ドリームゲート焼津
〒425-0056焼津市下小田中町９-４

℡054-625-8707

メロン
〒425-0066焼津市大島315-１

℡054-639-9820

ソーシャルインクルーホーム
焼津惣右衛門

〒425-0065焼津市惣右衛門10-1

℡054-624-5110

就労継続
支援Ａ型

共同生活
援助

グループ
ホーム


