
事業所の名称

TEL(054)　631-5766

FAX(054)　631-5767

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）なし

リカバリー　（就労継続支援A型）

所在地
〒426-0088

藤枝市堀之内1452

連　絡　先 定員 　　　10名

http://recovery-sh.jp

月～金、土（会社カレンダーにより基本的には第2、第4土曜日）

　8：30　～　17：00

平日10:00～16:00　土曜日10:00～13:00（利用者の勤務時間）

しずてつジャストライン　志太温泉線　・金吹橋バス停

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 曽根　直子

藤枝駅からの送迎希望の方は、相談下さい

　平均79.989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

10:00～　朝礼
　　　　　体調確認
　　　　　仕事内容の確認
　　　　　体操
　　　　　仕事開始

11:15～　休憩（15分）

12:30～　昼食休憩

13:30～　仕事開始

14:30～　休憩（15分）

15:40～　片付け

15:50～日報（振り返り）
　　　　記入
　

事業所からの声（セールスポイント）

●放課後等デイサービスの事業所にて施設維
持管理 (屋内・屋外・公用車洗車等の清掃)
●社員の個人車両清掃
●草刈・草取り
個々に合った支援ツールを元に支援する（本
人と相談しながら）
一般就労へ向けハローワークへの同行・求人
情報提供、履歴書記入や面接同行等の支援

●堀之内、または末広に集合して、支援員
とともに巡回清掃や車両清掃をします。
●お掃除をやったことがない方でも大丈夫で
す。支援員や先輩利用者さんが優しく丁寧に
教えてくれます。
色々な人から「キレイになった！ありがと
う」と感謝を伝えてもらうことで自信へと繋
がります☆彡
●お気軽にお問い合わせくだい。
●自分のペースでステップアップしながら一
般就労を目指しましょう！！

http://recovery-sh.jp/
http://recovery-sh.jp/
http://recovery-sh.jp/


ホームページ http://hadukikai.jp/mokusei/

営　業　日

426-0075
藤枝市瀬戸新屋

公共交通機関・バス停

車通勤

送迎

平均工賃・賃金

９：１５～
ラジオ体操・朝
礼

９：３０～ 散歩

10：00～ 作業開始

10：50～ 休憩

12：00～ 昼食準備

12：15～ 昼休み

13：15～ 作業開始

14：10～
休憩・ストレッ
チ

15：35～
掃除・帰りの支
度

16：10～ 帰りの挨拶

就労先

連　絡　先
TEL(054)-668-0075

定　員 12名
FAX(054)-668-0076

事業所の名称 社会福祉法人葉月会　もくせいの家　就労継続支援B型事業所

所　在　地
〒421-1114

静岡県藤枝市岡部町羽佐間199－25

月　火　水　木　金

営業時間
8：30～16：30

藤枝市自主運行バス・もくせいの家バス停

　　　可　・　不可 駐車場　無料・実費（　　　円）

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：園岡

有　　・　　無 場所により要相談

378円/時間給　平均20,503円/月（作業日数や時間数で異なります）

1日の流れ
作業内容

支 援 内 容
セールスポイント

１日の流れ 作業・支援内容

☆企業からの下請け作業
・ダンボールの組立、バリ取り
・リング通し
☆施設外就労（トマト農園での作業）
☆散歩（体力づくり）
☆課外活動・行事等への参加
（夏祭り・クリスマス会・日帰り旅行等）
☆体操・音楽教室への参加

事業所からの声（セールスポイント）

・ひとりひとりに合った作業や支援をし
ています。
・山に囲まれた自然豊かな環境で生活す
ることができます。
・アットホームな雰囲気で和気あいあい
とやっています☆
・週1、1時間からの利用も可能です。
・見学、体験などいつでもお待ちしてい
ます♪



事業所の名称

TEL054－631－9901

FAX054－631－9902

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 山内達仁

公共交通による同行通所応相談

　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

①　音楽・絵画などの表現活動や畑・
ウォーキングなどの外出活動の中か
ら、または本人のやりたい事の中から
好きな活動を選んで頂きます。自己決
定自己選択を支援します。②まちに出
ます。彼が彼のままで世の中に存在で
きるように、一般社会資源が利用でき
るように支援します。

事業所からの声（セールスポイント）

駐車場実費（円/月）

1000のバイオリン(生活介護）

所在地
〒426-0034

静岡県藤枝市駅前3－11－17

連　絡　先 定員 　　　　　13名

http://taiyo-hospitality.com

月～金(祝も営業）

8:30～17:15

9:00～15:00（延長可）

JR藤枝駅から徒歩4分

①表現する時間

②一般社会資源を
利用する時間

本人にとっての人生のQOL（幸せ）
を内発的動機づけを軸に考えていき
います。
「ほっとけオレの人生だ！」「オレ
のことはオレが決める！」といった
彼らの声なき声が私どもには聞こえ
ます。

http://taiyo-hospitality.com/
http://taiyo-hospitality.com/
http://taiyo-hospitality.com/


事業所の名称

TEL：054-639-0311

FAX：054-639-0395

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：田邉一貴

要相談

　平均0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

10：00　朝礼
　　　　　バイタル測定
　　　　　体操

10：15　歩行訓練

11：00　作業

12：00　昼食

14：00　活動

15：50　終礼

16：00　帰宅

・歩行訓練
・創作活動
・手先訓練
・買物支援
・ドライブ

事業所からの声（セールスポイント）

・ご利用者のペースでお過ごしいただ
けます。規則正しいメリハリのある生
活を送れるよう支援します。

・短期入所も実施しているため、緊急
時等はお気軽にご相談ください。

駐車場実費（0円/月）

社会福祉法人天竜厚生会　天竜厚生会アクシア藤枝

所在地
〒426-0133

藤枝市宮原823-1

連　絡　先 定員 60名

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/handicap/axia_fujieda/index.html

月～金（土日祝はお休み）

8:30～17：30

10：00～16：00

バス停：宮原上より徒歩３分

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/handicap/axia_fujieda/index.html
http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/handicap/axia_fujieda/index.html
http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/handicap/axia_fujieda/index.html


事業所の名称

TEL（054）-668-0075

FAX（054）-668-0076

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 k

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：園岡

場所により要相談

　平均1108円/月（作業日数や時間数で異なります）

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～　通所
　9:15～　ラジオ体操
　　　　  　朝礼
　9:30～　ウォーキング
10:15～ 　作業・活動
           レクリエーション
10:40～　 休憩
10:50～　 作業・活動
　　　　レクリエーション
12:00～　 給食・休憩
13:15～　作業・活動
　　　　レクリエーション
13:40～　休憩
13:50～　作業・活動
　　　　レクリエーション
14:30～　帰宅準備
15:00～　退所

事業所からの声（セールスポイント）

駐車場実費（円/月）

社会福祉法人葉月会　もくせいの家（生活介護）

所在地
〒４２１－１１１４

静岡県藤枝市岡部町羽佐間１９９－２５

連　絡　先 定員 ２４名

http://hadukikai.jp/mokusei/

月　火　水　木　金

８：３０～１６：３０

８：００～１７：００

藤枝市自主運行バス・もくせいの家バス停

段ボール箱の組み立て・ボンド付け

ダイレクトメール封入

プラモデルの袋入れ

自主製品制作（花ふきん・ポチ袋・
ミニ雑巾）

施設の周りには自然がいっぱい！季
節に合わせて花見・いちご狩り・ぶ
どう狩り・みかん狩りなど自然体験
ができます！
個々の得意なことを活かして作業に
取り組んだり、健康に気を付けて運
動したり、仲間と一緒に元気にのび
のび過ごしています☆

http://hadukikai.jp/mokusei/
http://hadukikai.jp/mokusei/
http://hadukikai.jp/mokusei/


事業所の名称

TEL（054）641-7070

FAX（054）641-7071

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　澤口　貴昭

要相談

　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

   9：30　朝の会

10：00　活動開始

12：00　昼食

13：30　活動開始

16：30　帰りの会

事業所からの声（セールスポイント）

ワーク稲川出張所（生活介護）

所在地
〒426-0075

藤枝市瀬戸新屋222-1

連　絡　先 定員 　　　10　名

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

月～金（土曜日は年5回程度営業、祝日も営業）

9：30～16：30

9：30～16：30（利用者の活動時間）

しずてつバス瀬戸新屋東バス停より徒歩1分

・請負作業（冷蔵庫部品や自動車

部品の組立て等）

・軽運動（歩行やボール運動等）

・季節に応じた外出や催し物

・工賃をお支払いします。

・請負作業を中心とした活動を提
供します。

・送迎サービスもありますし、バ
ス停が近いため、自己通勤もし
やすい立地です。

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


事業所の名称

TEL（054）641-7070

FAX（054）641-7071

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　澤口　貴昭

要相談

なし（収入は、日頃のおやつ代として使用）

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　朝の会

10：00　活動開始

12：00　昼食

13：30　活動開始

16：30　帰りの会

事業所からの声（セールスポイント）

ワーク稲川（生活介護）

所在地
〒426-0022

藤枝市稲川1丁目1-11

連　絡　先 定員 　　　30　名

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

月～金（土曜日は年5回程度営業、祝日も営業）

9：30～16：30

9：30～16：30（利用者の活動時間）

しずてつバス勝草橋バス停より徒歩3分

・アルミ缶リサイクル

・創作活動や農作物の栽培

・軽運動（歩行、ボール運動等）

・地域の公園美化活動

・季節に応じた外出や催し物

・一人ひとりに合った過ごしやす
い空間を提供します。

・生活リズムを整えるために身体
を動かす活動を多くもうけます。

・年齢や性格に応じたグループ編
成をします。

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


事業所の名称

TEL:054-636-1710

FAX:054-637-1037

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

　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

～9:50
送迎車、または自家送迎で
登所・朝の支度

10:00　朝の会
　　　　 午前の活動

11:30　給食

13:00　休憩

14:00　午後の活動

15:00　水分補給
　　　　 帰りの会

～16:00 降所

事業所からの声（セールスポイント）

駐車場実費（円/月）

生活介護事業所障害者デイサービスセンター　わかふじ

所在地
〒426-0063

藤枝市青南町1-12-5

連　絡　先 定員 40名

http://www.fusuikai.jp

月～金(土・日・祝は休、1ヶ月に1回土曜日の営業あり)

8:30～17:30

9:00～16:00

利用者さんの障害特性に合わせ４つのグ
ループに分かれて活動を行っています。
散歩・レクリエーション・季節ごとの行
事の他に外部講師を招いての音楽療法や
水泳教室を実施しています。その他に調
理実習やADLの維持・向上のための個別
訓練等の活動を提供しています。また入
浴・送迎・給食等のサービスを提供し保
護者の負担軽減に努めます。

「"生まれ育ったこの街で、自分らし
く暮らしたい"を応援します」を合言
葉に運営を行っている生活介護事業
所です。知的に重度な方から常時医
療的ケアを必要とされている重症心
身障害児者の方が利用されており、
利用者さん1人1人の障害の特性に応
じた個別訓練にてADLの維持・向上、
意思決定支援の補助を行っています。

tel:054-636-1710
http://www.fusuikai.jp/
http://www.fusuikai.jp/
http://www.fusuikai.jp/


事業所の名称

ＴＥＬ(054-645-1133)

ＦＡＸ(054-646-5138)

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 丸山

　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、自由時間

10:00～　朝礼、体操

10:30～　作業開始

12:00～　昼食休憩

13:00～　作業開始

14:00～　休憩

14:20～　作業開始

15:10～　片付け、清掃

15:30～　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）

社会福祉法人藤枝すみれ会　東部すみれの家

所在地
〒426-0016

藤枝市郡744-1

連　絡　先 定員 　　　20　　名

http://fsumire.jp/

月～金（土日・祝は休み）

8:30～17:15

9:00～16:00（利用者の活動時間）

西焼津駅北口から徒歩29　静鉄バス成田

・企業からの下請け作業（洗濯ばさみ、
ピンチハンガー他の部品組み立て）・お
茶羊羹作業・自主製品製作（機織り）市
役所ロビー販売、地域行事に参加して販
売に行くこともあります。

・音楽教室、体操教室、芸術活動、リト
ミック、季節の行事等の活動もあります

・障害特性に配慮し、一人ひとりに合っ
た作業を提供しています。働く喜びを感
じるとともに個々の能力のステップアッ
プを目指します。
また余暇活動にも力を入れ、体操教室、
音楽教室、リトミック、季節の行事、土
曜開所等心身共に、充実し、
笑い声の絶えない事業所です。

・随時、見学・実習を受けつけています。
お気軽にお電話ください!!

http://fsumire.jp/
http://fsumire.jp/
http://fsumire.jp/


事業所の名称

（054）636-2440

（054）625-7135

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　　　通所

　　　　　　体操・散歩

　　　　　　作業

11：50　　中休憩

11：00　　作業

12：00　　昼食休憩

13：00　　作業

14：00　　中休憩

14：20　　作業

　　　　　　片付け・掃除

16：00　　退所

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：園田（サービス管理責任者）

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
〇季節や行事等に合わせた創作活動、調理実習、フラワーアレンジメント
等の活動への取り組み。また、ドライブ等の個別外出も定期的に行ってい
ます。
〇多目的室を使用した体操教室や毎日の体力作り等により体を動かしてい
ます。利用者の特性に合わせて、トランポリンやサイクリングマシーン、
ウォーキングマシーン等の器具も使用しています。
〇企業からの下請け作業も行っており、作業量に応じた工賃の支払いもあ
ります。（部品組み立ての仕事を中心に取り扱っています。）
〇生産活動として寄せ植えプランターの作成を行っています。主に土と肥
料を混ぜてプランターに土を入れる作業を行い、水かけ等の園芸作業に取
り組んでいます。
〇送迎は応相談。日中一時支援の延長サービスを最長18：00まで行って
います。（市によって毎月利用出来る日数は異なります。）

事業所からの声（セールスポイント）

【障害のある人もそうでない人もみんなで手を取
り合って地域の中に広がる輪】を目指し、「やり
たい！」「楽しい！」と感じる事ができるように
利用者一人ひとりにあった活動や作業に取り組ん
でいます。園芸作業を通して自然に触れ、身体を
心を充実させませんか？事業所への見学、いつで
もお待ちしています♪

9:00～16:00

9:00～14:30（月に1～2回程度で早帰りの日があります。）

最寄り駅：藤枝駅

写真 アクセス（地図）

駐車場実費（円/月）

http://www.fsumire.jp/

月　～　土　（土・日・祝は休み　土曜は不定期）

（社福）藤枝すみれ会
　南部すみれの家　生活介護

所在地
〒426-0041

藤枝市高柳2丁目1番６号

連　絡　先 定員 　　　　　25名

南部すみれの家

セブンイレブン

http://www.fsumire.jp/
http://www.fsumire.jp/
http://www.fsumire.jp/


事業所の名称

TEL（054）643-6525

FAX（054）639-5949

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　田森　景子

現在藤枝市南部方面～島田市西部のみ　それ以外は要相談

　平均2,697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・体操
　　　　　散歩

10：00～　作業・活動開始

10：50～　休憩
　　　　　　作業

12：00～　昼食・休憩

13：00～　作業・活動

14：00～14：20　休憩
　　　　　　作業・活動

15：05～　片付け
　　　　　　帰りの準備
　　　　　　終礼

15：40～　退所

事業所からの声（セールスポイント）

藤枝すみれ会　北部すみれの家

所在地
〒42６-０082

藤枝市瀬古2丁目23-13

連　絡　先 定員 　　　30　名

http://www.fsumire.jp/

　月　火　水　木　金　　　（土・日・祝は休み）

9：00～16：00

9:00～15：45（利用者の活動時間）

志太温泉線：志太温泉バス停下車より　徒歩　5分

☆企業からの下請け作業（座金通し・シール
貼り・部品袋入れ等）
☆自主製品（ステンシル布巾・キーホルダー
など）
☆販売（地域のイベントに自慢の自主製品を
販売します。ワークショップもやります）
☆体力作り（体操・散歩等）
☆季節の行事（七夕・クリスマス等）
☆グループ外出(買物等）☆創作活動

☆「地域と共に歩む」をモットーに地域の方
との交流を大切にしています。
☆明るく、笑顔いっぱいの職員が揃っていま
す。アットホームな事業所です。
☆色々な活動を通して、新しいことに挑戦し
楽しく生きがいをみつけられる場所です。
☆優しい仲間が待っています。
☆いつでも、見学に来てください。
☆令和3年2月にトイレ完成。バリアフリー
トイレで安心して使用できます。

http://www.fsumire.jp/
http://www.fsumire.jp/
http://www.fsumire.jp/


藤枝市事業所情報

施設名（正式名） 〒・住所・電話番号

社会福祉法人ハルモニア
エンゼルハート

426-0066
藤枝市青葉町２丁目11-１
054-634-2111

社会福祉法人
藤枝市社会福祉協議会
ポップライフ

426-0075
藤枝市瀬戸新屋83番地の１
054-639-9010

株式会社遊笑舎
遊笑舎壱番館

426-0037
藤枝市青木１丁目１-18
054-639-7778

リハビリステーション
LET’S 倶楽部
藤枝高洲

426-0046
藤枝市高洲１-13-34
054-631-7436

Beans’CAFE
426-0046
藤枝市高洲５-７
054-631-5736

デイサービス亀八茶屋
（共生型）

421-1114
藤枝市岡部町羽佐間６４１
054-648-3030

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

就労継続支援B型事業所
ワッカス高岡

426-0062
藤枝市高岡３-３-23
054-639-9681
070-1305-6199

障害者就労継続支援
Ａ型事業所
くりぱら

426-0075
藤枝市瀬戸新屋60ﾊﾟｲﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞⅠ-105
054-663-5181／054-908-9857

就労継続支援A型事業所
アイ・エス・シー

426-0001
藤枝市仮宿1512-２
054-625-7508

やなぎ
426-0041
藤枝市高洲1-4-30
054-639-7071

生
活
介
護

就
労
継
続

支
援
Ａ
型


