
事業所の名称

ＴＥＬ0547-34-4119

ＦＡＸ0547-34-4122

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

駐車場無料

ケアセンター野ばら(生活介護事業所)

所在地
〒427-0008

島田市落合645番地13

連　絡　先 定員 　　　　20名

http://yamabatogakuen.jp

月曜日～金曜日(日・祝日は休み/不定期で土曜登所日あり)

8：30～17：30

9：00～15：00(ご利用者さんの活動時間)

島田駅から車で14分。島田駅大津線バスにて28分。その後、落合春日神社下車徒歩6分。

不明な点はお手数ですが、ケアセンター野ばらまでご連絡ください。担当：主任　舘脇幸雄

島田駅より北方面～南方面(それ以外の場所は要相談)

アルミ缶回収　ビーズ作品

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
10:15～　朝の会
10：30～　散歩
11：30～12：30　昼食
12：30～13：30昼休み
13：30～作業・リハビリ
14：10～片付け・補水・
連絡帳記入
15：00～　退所

事業所からの声（セールスポイント）

・午前中の日課は散歩が中心となっ
ています。

・午後の作業、リハビリでは、3つの
活動班に分かれ、個別支援に応じた
活動を行っています。

・ご利用者さん、職員ともに年齢層
が幅広く、20代～70代の方に、ご利
用頂いています。

・昼食は隣接している障害者支援施
設の調理室より、家庭的で栄養満点
な昼食を提供しています。

・毎月各1回、レクダンス、絵画教
室、リフレクソロジー、理学療法士
の先生方をお招きし、余暇の充実や
専門的なアドバイスを頂いています。

http://yamabatogakuen.jp/
http://yamabatogakuen.jp/
http://yamabatogakuen.jp/


事業所の名称

TEL（0547）36-5535

FAX（0547）36-5535

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

駐車場実費負担なし

島田の空と大地と（生活介護）

所在地
〒427-0011

島田市東町２４１

連　絡　先 定員 　　　　　20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）

JR六合駅から徒歩2０分

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　杉山浩子

　平均1,200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
・ウォーキング
・体力作り
・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。
・一人一人の得意とすることに取り組
めるよう、個別作業を取り入れていま
す。
・自分たちで決めたレクリエーション
で楽しく過ごしています。

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


事業所の名称

TEL　0547-39-6477

FAX　0547-39-6478

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

駐車場実費（円/月）

ワーク旭（生活介護事業所）

所在地
〒427-0018

島田市旭3丁目7-28

連　絡　先 定員 　　　20名

http://swc-aisei.or.jp

月～金、祝日及び事業所の指定する土日

10：00～16：00

8：30～17：30

JR島田駅から徒歩25分　静鉄バス旭町バス停より徒歩5分

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　池谷　和也

現在 島田市内及び吉田町、焼津市（大井川）場所により要相談

　なし（収益は行事に充当し、自己負担の軽減を図っています）

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

　8：30～　送迎

10：00～　朝の会

10：20～　活動①

11：45～　昼食
　　　　　　昼休み

13：30～　活動②

14：30～　休憩

14：45～　活動③

15：45～　帰りの会

16：00～　送迎

事業所からの声（セールスポイント）

・自動車の部品組み付け

・散歩、軽運動

・手先を使った軽作業

・創作活動

・レクリエーション、外出等

毎日楽しく生活できる場所を目指し
ています。

活動は請負作業や散歩など、その人
に合った活動をバランスよく提供し
ます。

祝日も開所する為、生活リズムを作
りやすいです。

http://swc-aisei.or.jp/
http://swc-aisei.or.jp/
http://swc-aisei.or.jp/


事業所の名称

ＴＥＬ(0547）54－4787

ＦＡＸ(0547）54ー4787

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

駐車場実費（円/月）

おれんじ初倉　かりん （生活介護事業）

所在地
〒427-0111

島田市阪本797-5

連　絡　先 定員 　　　２０名

http://npo-wellbe.com

月～金(土日・祝は休み,）

8:30～16:30

9:00～15:30(利用者の活動時間）

JR島田駅より　静鉄バス谷口辻バス停より徒歩５分

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　野中　美知子

応相談

　平均1000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

 9:45～   朝礼・ラジオ体操

10:00～  作業開始

11:00～  中休憩

11:15～  ストレッチ・

　　　　　セレクトタイム

12:00～  昼食休憩

13:00～  作業開始

14:15～  余暇活動

15:00～  片付け・清掃

15:20～  退所

事業所からの声（セールスポイント）

・CD等解体作業

・古紙等分別

・ペットボトル分別

・無農薬紅茶の袋詰め

・シール貼り等

2021年4月から、1階で重症心身障害
者の受け入れができる体制を整えま
した。

2階では、作業活動を通して集中力
が身につくように支援しています。
また、創作余暇活動や外出体験など
も取り入れ楽しく活動しています。
社会人として、自分のできることは
自分でやり、多くのことが身につく
ように支援します。

http://npo-wellbe.com/
http://npo-wellbe.com/
http://npo-wellbe.com/


事業所の名称

0547－34－3370

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

駐車場実費（円/月）

特定非営利活動法人イマジン　生活介護事業所「雲のことば」

所在地
静岡県島田市船木２７３－１

連　絡　先 定員 　　40名

月～金（土曜開所日あり）

8：00　～　17：00

9：00　～　16：00

しずてつジャストライン「初倉中学入口」

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　渡辺広記

　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

9：30　～　朝礼

9：45　～　散歩・作業

12：00　～　昼食・休憩

13：30　～
     　散歩・作業・創作活動

15：30　～　降所

事業所からの声（セールスポイント）

・空港、吉田公園など散歩

・室内での軽作業

（ネジ、ペグ差し、スプーン分別

割りばし袋入れ、キャップはめ等）

・食事、排せつ、着替えなどの支援

・月ごとの行事を実施します。

（お花見・節分・初詣など）

・毎月、リトミックを実施。

・創作活動（編み物、折り紙など）



事業所の名称

TEL（054７）３６-５５３５

FAX（054７）３６-５５３５

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

駐車場実費負担なし

島田の空と大地と（就労定着支援）

所在地
〒42７-0０１１

島田市東町２４１

連　絡　先 定員
就職日の半年後
から3年間

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

月～金（土日は休み）

8：30～17：15

8：30～17：15

JR六合駅から徒歩2０分

アクセス（地図）

　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

9：１５～　定着巡回
・仕事面・生活面のサポート
・職場担当者やジョブコーチとの連携
・突発的な変化に対しての対応法
・良好なコミュニケーション法　など

事業所からの声（セールスポイント）

・就職後も安定した状態で取り組め
るよう、環境の整備や職員への引継
ぎ等を行います。
・休まず働けるよう、生活リズムを
整えるサポートを行います。
・社会人としての自立を目指し、働
く仲間たちとの交流会を開催してい
ます。

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


事業所の名称

TEL（054７）３６-５５３５

FAX（054７）３６-５５３５

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

駐車場実費負担なし

島田の空と大地と（就労移行支援）

所在地
〒42７-0０１１

島田市東町２４１

連　絡　先 定員 　　　　８名

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

月～金（土日は休み）

8：30～17：15

9：30～１６：００（利用者の活動時間）

JR六合駅から徒歩2０分

製造業・清掃業・事務他５０社以上

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　杉山浩子

　平均1２,000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・
　　　　  朝の清掃
９:４0～  朝礼
10:00～ 室内作業・施設外就労

12:00～ 昼食休憩

13:00～ 作業・施設外就労

15:00～ 片付け、
　　　　 帰りの清掃・終礼

1６:００～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）
・リネン作業（施設外）
・車の部品組み立て作業
・食品の袋詰め作業
・シール貼り作業
・集中力トレーニング
・対人技能トレーニング　　など

事業所からの声（セールスポイント）

・個々の特性を活かした就職活動の
サポートから、職場定着まで継続し
た支援を行います。
・企業に出向いて作業する施設外就
労を通して、実践での経験を積みな
がら特性に合った就職を目指しま
す。

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


事業所の名称

ＴＥＬ0547-46-3905

ＦＡＸ0547-46-3908

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

駐車場実費（円/月）

ワークセンター希望の家（就労継続支援B型）
（(福)牧ノ原やまばと学園）

所在地
〒428-0012

島田市金谷代官町3400番地

連　絡　先 定員 　　　２０名

http://yamabatogakuen.jp/main.html

月曜日～金曜日

８：３０～１７：００

８：３０～１５：００

大井川鐡道代官町駅より徒歩３分　島田市コミュニティバス金谷庁舎

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　高松祐輔

　平均10,000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

8:30～　 通所・作業開始

9:45～　 ラジオ体操

10:30～  水分補給
　
12:00～  昼食休憩

13:00～  作業開始

14:35～  片付け・清掃

14:45～  終礼

14:55～  終了

事業所からの声（セールスポイント）

・クリーニング作業

・シャワーキャップ作業

・車部品組み立て作業

・花火封入作業

・送迎サービスがあります。

・窓からＳＬが見えます。

・社会福祉法人が運営しています。

http://yamabatogakuen.jp/main.html
http://yamabatogakuen.jp/main.html
http://yamabatogakuen.jp/main.html


事業所の名称

ＴＥＬ0547-53-4077

ＦＡＸ0547-53-2911

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

駐車場実費（円/月）

ワークセンターふれあい（就労継続支援B型）
（(福)牧ノ原やまばと学園）

所在地
〒428-0104

島田市川根家山1323番地の5

連　絡　先 定員 　　　２０名

http://yamabatogakuen.jp/main.html

月曜日～金曜日

８：３０～１７：００

９：００～１５：３０

大井川鐡道家山駅より徒歩１０分

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　高松祐輔

　平均10,000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・掃除

9:15～　作業開始
　
10:00～  朝礼
               作業

12:00～  昼食休憩

13:00～  作業開始
　
15:00～  片付け・終礼

15:15～  退所

事業所からの声（セールスポイント）

・お茶箱折り作業

・電球封入作業

・車部品組み立て作業

・紐カット作業 ・ネット封入作業

・紙折作業

・家山の桜トンネルの近くです。

・送迎サービスがあります。

・社会福祉法人が運営してます。

http://yamabatogakuen.jp/main.html
http://yamabatogakuen.jp/main.html
http://yamabatogakuen.jp/main.html


事業所の名称

TEL 0547－35－6716

FAX 0547－35－6730

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

駐車場実費（円/月）

ワークセンターコスモス

所在地
〒427－0025

静岡県島田市大井町2282－15

連　絡　先 定員 　　　20　名

http://yamabatogakuen.jp/wc_cosmos.html

月曜日～金曜日、土曜・祝日営業日有り（事業所カレンダーによる）

8：30～17：30

9：00～15：30（利用者の活動時間）

JR島田駅より徒歩10分

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　石神知之

　平均6500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
　　　　ラジオ体操、掃除
9：15　朝の打ち合わせ
　　　　 作業
11：00 休憩
　　　　 作業
12：00 昼食休憩
13：00 昼礼
　　　　 作業
14：00 休憩
　　　　 作業
15：10 作業終了
　　　　 片付け
　　　　帰りの打ち合わせ
15：30 終了

事業所からの声（セールスポイント）

・自動車部品組付け

・洗濯バサミ組み立て

・園芸用チップの袋詰め

・お寺掃除

・駅やバス停が近くにあり、通いや
すい立地条件にあります。

・作業の種類が多い為、ご本人様に
合った作業を提供する事が出来ます。

http://yamabatogakuen.jp/wc_cosmos.html
http://yamabatogakuen.jp/wc_cosmos.html
http://yamabatogakuen.jp/wc_cosmos.html


事業所の名称

TEL（0547）46-1687

FAX（0547）45-5165

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

駐車場実費（円/月）

特定非営利活動法人こころ　りなむ（就労継続支援B型）

所在地
〒428-0043

島田市金谷中町2100番地1

連　絡　先 定員 　　　20　名

http://www.hcc-kokoro.jp

月～金（イベント時など、土日祝日の開所もあり）

8：30～17：15

9：30～15：00（水曜日のみ14：00まで）

JR金谷駅より徒歩15分

島田駅～金谷まで対応可

　平均 8,000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

  9:25～　ラジオ体操

  9:30～　作業開始
10:40～  休憩
10:50～　作業

12:00～  昼休み

13:00～  作業開始
14:00～　休憩
14:10～　作業

15:00～　片付け・清掃
                 退所

事業所からの声（セールスポイント）

・自動車部品組み付け

・花火袋入れ、ラベルカット、糸巻き

・パン、焼き菓子製造、カフェ作業

・農園作業

・施設外作業（清掃）

・様々な作業プログラムがあるため、
ご本人の希望や能力に応じた作業を
提供したり、支援を行なっています。

・20代～30代のメンバーが多く、休
憩中はとてもにぎやかです。

http://www.hcc-kokoro.jp/
http://www.hcc-kokoro.jp/
http://www.hcc-kokoro.jp/


事業所の名称

TEL（0547）46-5561 

FAX（0547）46-5566

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

駐車場実費（0円/月）

NPO法人こころ　　こむぎ　（就労継続支援B型事業所）

所在地
島田市島581番地の14

連　絡　先 定員 　　20　名

http://www.hcc-kokoro.jp

月～土　　　※日・祝　イベントに応じて開所します。

8:30～17:15

9:00～16:00（利用者の活動時間）

大井川鉄道合格駅より徒歩10分

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

金谷周辺～島田市内駅周辺      ※朝、昼、夕　送迎しています。

　平均10000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～　開所
9:30～　朝礼
　9:40　作業開始
10:40～  休憩
　10:50
10:50～  作業

12:00～  昼食休憩

13:00～  昼礼・作業
14:10～　休憩
　14:20
14:20～　作業
　
15:30～　終礼・退所

※水曜日は14時30までと
なります。

事業所からの声（セールスポイント）

・自動車部品組み付け

・引き出物の箱詰め ・印刷

・自主製品製作（縫製等）・畑作業

・施設外支援(草取り･清掃作業等)

・一般就労支援

・ひとりひとりの「働きたい」を
応援します。

そのひとらしい想いや願いをもと
に、それぞれの働き方を一緒に考
えていきます。

・一般就労支援も行っています。
（毎年就職者、1～3名）

http://www.hcc-kokoro.jp/
http://www.hcc-kokoro.jp/
http://www.hcc-kokoro.jp/


事業所の名称

TEL 　(0547)45-0551

FAX　(0547)45-3400

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

うたしあ（就労継続支援B型）

所在地
〒428-0017

静岡県島田市金谷栄町3530

連　絡　先 定員 　　　２０名

月～金（土、祝日勤務あり）

8:３０～17:00

９:00～１５:00（利用者の活動時間）

大井川鉄道代官町駅から徒歩15分　金谷循環線食鮮館タイヨー栄町店前徒歩３分

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　鈴木薫

　8,000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
 
  9:20　 作業開始

12:00    昼食休憩

              清掃

13:00    作業開始

 
　　　     片付け・清掃

15:00　 退所

事業所からの声（セールスポイント）

自主製品（コンビニクロス）製作

自動車部品組付け

花火袋入れ

その他軽作業

・自主製品（コンビニクロス）は、
縫製から袋づめにいたるまで、利用
者が関われる作業です。

・ご利用してくださる方、まわりに
いるみんなから
「うれしいな、たのしいな、

しあわせを、ありがとう」の言葉
が自然と出てくるような事業所を目
指しています。



事業所の名称

ＴＥＬ(070）1547－3006

ＦＡＸ(0547）54－4787

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

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　秋野

自力通勤が基本ですが相談に応じます

　平均8,000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

就労継続支援B型事業りんご(就労継続支援B型）

http://npo-wellbe.com

月～金(土日・祝は休み）、年末年始・夏季休暇有

8:30～16:30

事業所からの声（セールスポイント）

9:00～15:30(利用者の活動時間）

JR金谷駅から夢づくり会館線のバス乗車　夢づくり会館バス停より徒歩2分

所在地
2ヵ所ありますご注意ください

〒428-0007　島田市島572－2(かなや事業所）

〒427-0111　島田市阪本797-5(はつくら事業所・厨房）

連　絡　先 定員 20名

・菓子製造販売、紅茶袋詰め

・企業からの仕事（DVD解体作業、
箱折り、シール貼り等の軽作業）

・資源（缶、古紙）回収

・畑での野菜栽培、収穫、販売

・カフェ手伝い（接客、掃除等）

・無農薬紅茶とそれに合う焼菓子の
製造販売を行っています。焼菓子製
造に伴う様々な作業を行うことで、
できることを増やしていきます。

・企業からの下請け作業もいろいろ
な種類がありますので、体調や特性
に合った作業を行うことができます。

・ランチは同じ建物内にあるカフェ
の、栄養バランスが良くおいしいま
かないを選ぶこともできます。

9:00～

9:30～

9:45～

9:50～

11:00～

12:00～

13:00～

14:00～

15:00～

15:15～

15:45～

阪本⇔島間はうぇ

るびーの車で移動

します。

通所（阪本）

島へ移動

通所（島）

朝礼

作業準備

作業①

作業②

昼食休憩

作業③

作業④

片付け・清掃

終わりの会

退所（島）

阪本へ移動

退所（阪本）

島田金谷ＩＣ

㉆

五和小

大井川鐵道合格駅

島田消防署

金谷出張所

夢づくり会館

金谷市街

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


事業所の名称

TEL0547-34-0035

Fax0547-34-0036

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

駐車場実費（0円/月）

ひかり（就労継続支援A型事業所）

所在地
〒427-0054　静岡県島田市高砂町6245-1

連　絡　先 定員 　　　　　２０名

http://www.sirius-takasago.com

日曜日、祝日以外（会社カレンダーによる）

９：００～１７：００

９：３０～１４：３０

島田駅

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

島田駅まで

　平均80,000円/月（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～  朝礼
　　　　作業

11:00～11:15　中休憩

　　　　作業

12:30～13:15　昼休憩

　　　　作業

14:20～　片付け、清掃

14:30～　終礼、退所

下請け作業
　自動車部品、百均商品製作
施設外就労
　契約施設の清掃業務

事業所からの声（セールスポイント）

・様々な作業を通じて得意を伸ばし、
不得手を把握することで次へのステッ
プにつなげていきます。

http://www.sirius-takasago.com/
http://www.sirius-takasago.com/
http://www.sirius-takasago.com/


事業所の名称

ＴＥＬ(0547）37－8081

ＦＡＸ(0547）37－8086

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
9:00～　出勤、作業準備

9:30～　朝礼、作業開始

10:45～　休憩

12:00～　昼食・休憩

13:00～　作業開始

14:00～　休憩

14:45～掃除、片付け

就労先

駐車場実費（円/月）

ワークセンターカサブランカ（就労継続支援A型）

所在地
〒427－0006

島田市阿知ケ谷864

連　絡　先 定員 　　15　名

http://www.yamabatogakuen.jp

月曜日～金曜日（島田市収集カレンダーによる。）

8:00～17:00

9:30～15:30(利用者の活動時間）

JR六合駅より徒歩30分

2022年度より実施予定JR六合駅⇔事業所間

　平均73,000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

・リサイクル資源ごみの中間処理業務

 　ペットボトル、白色トレイ、紙パック

作　業
　ガラス瓶の分別仕分け作業。

　回収カゴの洗浄、セット作業

・共に働きながら、一般就労に必要な

見学、ちょっとだけお話を聞きたい等ご気軽の連絡ください。　担当者：管理者

作　業
　知識、能力の向上のための支援を行い、

　一般就労を目指せるよう支援します。

事業所からの声（セールスポイント）

働くことは素晴らしい。
暮らしと仕事を支援します。作　業

ご利用者がその能力を発揮し、働く
喜びや意欲をのばしながら、自立し
た社会生活が送れるよう支援を行っ
ていきます。

作　業

日本ハムファクトリー　／　ハラダ製茶

写真 アクセス（地図）

カサブランカ

http://www.yamabatogakuen.jp/
http://www.yamabatogakuen.jp/
http://www.yamabatogakuen.jp/


事業所の名称

TEL(0547)47-2121

FAX(0547)47-3030

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

駐車場実費（円/月）

ケアセンターかたくりの花（生活介護）

所在地
〒428-0037

島田市菊川1282-1

連　絡　先 定員 　　20　名

http://www.yamabatogakuen.jp

月～金（土と祝日は年間計画表により営業日あり・日は休み）

8:00～17:00

8:30～15:30

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　渡邊　千恵子

地域によっては要相談

　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

　8:30～登所
　（ 動作法・マッサージ）
10:00～朝の会
　　　　ラジオ体操
10:20～午前の活動
　　　　（散歩）
11:10～水分補給・トイレ
11:20～給食配膳開始
11:45～昼食開始
12:30～昼休み
（横になる・パズルを楽し
む・TVを観る等）
13:30～午後の活動
　　　（ワーク・リハビリ）
14:10～活動終了
　　　　水分補給・トイレ
　　　　連絡ノート記入
　　　　帰りの身支度
14:45～帰りの会
15:00～送迎バス出発
15:30まで家族送迎

事業所からの声（セールスポイント）

（活動曜日により変更あり）

水：Amひまわりチーム音楽活動

Pmさくらチーム音楽活動

木：Pm毎週カラオケ

金：Amスヌーズレン

・1回/月外部講師によるリフレクソロ
ジーがあり、リラックス出来ます。
・スヌーズレンにより心癒されます。
・外部の講師による動作法指導もあり、
拘縮予防や体をほぐす事で心身ともに
リラックスが見られます。
・音楽活動やカラオケなどで、ご利用
者さんと体を通じたコミュニケーショ
ン作りへとつなげ、安心感が持てるよ
うに関係作りを大切にしています。

http://www.yamabatogakuen.jp/
http://www.yamabatogakuen.jp/
http://www.yamabatogakuen.jp/


島田市事業所情報

施設名（正式名） 〒・住所・℡

特定非営利活動法人イマジン
風のこえ

427-0024
島田市横井４-８-３
0547-34-3370（イマジン本部）

特定非営利活動法人イマジン
空のうた

427-0022
島田市本通２丁目４-20
0547-34-3370（イマジン本部）

LET'S倶楽部島田駅前
427-0029
島田市日之出町３-９寿真庵ビル１F
0547-54-5013

社会福祉法人牧ノ原やまばと学園
ワークセンターなのはな

427-0024
島田市横井４-６-６
0547-35-7038

社会福祉法人牧ノ原やまばと学園
ワークセンターあさがお

427-0104
島田市井口956-３
0547-38-5191

特定非営利活動法人こころ
ワークステップドレミ

427-0057
島田市元島田9040
0547-37-7865

特定非営利活動法人きらり
ワークセンターきらり

428-0012
島田市金谷代官町3394番地
0547-46-3040

特定非営利活動法人きらり
ワークセンターかがやき

428-0013
島田市金谷東１丁目643-66
050-1320-7239

株式会社ヨンワ　ヨンワ初倉農場
427-0102
島田市大柳南286
054-209-2434/090-5102-1950

株式会社潤い総研　うるおい初倉
427-0111
島田市阪本1377-11
0547-39-3251

株式会社千手　シュクール
427-0024
島田市横井四丁目8-3
0547-34-0067

一般社団法人　杉本農園
427-0036
島田市三ツ合町1330-1
0547-37-0250

生活介護

就労継続
支援Ｂ型

就労継続
支援Ａ型


