
今治圏域
就労継続支援B型事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・「利用者が主人公」をモットーにそれぞれの個性を生かす。　

・多機能型事業所として生活介護（定員10名）も実施している。　

・出張所「工房マインドDAN」（前作業所）で自主製品や他作業所の製品、

　手作り品などの販売をしている。

・土、日、祝日は「スマイルマインド」にて、18歳以上の方を対象とした

　レスパイト事業（定員10名/9：00～16：00）を行っている。

利用料 送　迎 あり（今治市内）

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

       EMぼかし製造風景

・EMぼかし肥料製造販売
　産直市さいさいきてや、コープ喜田村、ほんからどんどん、
　新居浜イオン「コットン」、工房マインドDANに納入。
　また、ネット販売もしている。
・農作業
・公園委託清掃
・「工房マインドDAN」にて、事業所製品販売活動

作業内容

障害のある方

0898-35-3390

障害者支援センター

アクティブマインド

なし a.mind@taupe.plala.or.jp

障害者総合支援法による

ＪＲ今治駅から車で10分　／　せとうちバス　延喜前　下車　徒歩15分

就労継続支援Ｂ型事業所

0898-35-3390

〒794-0074  今治市神宮甲609番１　　　

施設の特色

月～金　（土・日・祝日及びお盆・年末年始は閉所）　8:30～16:30

特定非営利活動法人　マインド

10名



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒799-1606　今治市朝倉南乙457　　　

月～金　8:30～17:30　（祝日・お盆・年末年始を除く）

社会福祉法人　東予福祉会

11名

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による

朝倉作業所

施設の特色

朝倉作業所では、今治地域の中核産業であるタオル産業に基盤を置き、タオル製
品の仕上げ加工を中心に作業を行っています。
働く意欲を持ちながら一般の企業に受け入れられる事が困難な障害者の方に働く
場と機会を与え、その能力に応じた働きによって社会に貢献し、自立する道を開
こうと考えています。
また、近隣の地域住民の方の協力もいただいており、生産能力の向上と、利用者
の方には個々の能力に応じた無理の無い作業提供を行っています。

作業内容

・主として今治市の地場産業であるタオルの検品・袋入れ・箱入れ等の
　仕上げ加工作業

・タオル製品企画販売

あり（今治市内）

0898-56-3577 0898-56-3664

障害種別は無し

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.toyo-fukushikai.com/ info@toyo-fukushikai.com

写真

伊予桜井駅より車で約10分

（タオル体操風景）



住　所

☎ Ｆax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用者の体調に合わせて、作業内容などを相談しながら進めていきます。

●A型就労や一般企業への雇用も視野に入れて支援を行います。

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

「自然のなかで 共に生き 共に学び 自分らしく」というテーマのもと、人とし

ての生き方や暮らし方を一緒に考えていく施設です。ありのままの自分でいられ

るような、居心地の良い環境づくりを目指しています。

レクリエーションとして、季節の行事や、福祉関係の行事参加を。また、事務所

がお寺にあるという特性を生かして、心のリラクゼーション等も行っています。

月～金　9:00～15:00

特定非営利活動法人 慈照会

20名

0898-31-0808

就労継続支援B型事業所

障害者総合支援法による

イマバリ寺ス

施設の特色

作業内容

あり

0898-31-0808

●農作業は、スタッフ（職業指導員）が一緒に行います。

精神、知的、身体（条件あり）、その他

〒794-0084　今治市延喜甲600番地

平成29年9月1日に開所いたしました。

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし imabariterasu@shimanami.ed.jp

JR今治駅より車で10分　（えんぎ観音 乗禅寺内）

●室内でのレモンの1次加工や、果実・野菜の選別作業なども行っているため、

○農業を中心とした作業です。

＜年間作業予定＞

春　田植え、レモン・いちご・よもぎの収穫

夏　夏野菜収穫

秋　稲刈り、いちごの苗植え

冬　みかん・大根・さつまいもの収穫



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

0898-47-5670 0898-47-5671

希望者には行っております。

今治ワークス及びエンゼル
21

〒799-1537　今治市宮ケ崎甲166番地　

就労継続支援Ｂ型事業所

せとうちバス　訓練校前　下車　徒歩10分

月～金　8:30～17:30

社会福祉法人　来島会

主に知的障害者ですが他の障害の人も利用出来ます。 34名

施設の特色

一般就労を目指す人にはハローワーク、就業・生活支援センター等と連携し就労
支援を行います。
ここでの作業や施設外での実習を踏まえ、スキルアップ、集中力を養いより高い
工賃を受けとれるよう支援します。

仕事の目標達成後はカラオケ、ボーリングなど娯楽も楽しみ、利用者間の交流な
どを行っています。

昼食はワークス内の厨房で調理し、出来立ての食事を提供します。(食事提供）
波方にある「エンゼル21」も今治ワークスの従たる事業所になり少人数集団で
の作業も行いながら、障がい特性に沿って支援が行えるようになりました。

施設内作業

　瓦せんべい、豆せんべいを作っています。また、ウエスの製品作りを行ってい
ます。せんべいの配達やウエスの仕入れ、納品の仕事もあります。

写真 写真や地図

（施設や作業の様子など） （施設や作業の様子など）

　市、業者、法人内の各施設から委託を受けたタオル作業(袋詰め・シール貼
り)、公園清掃作業　、施設のワックス掛け作業、施設の清掃作業(芝刈り、草引
き、植木の消毒)などを行い、様々な作業や対外的なマナー、受け持つ作業への責
任感を身につけてもらえるようにしています。

作業内容

障害者総合支援法による

http://www.kurushimakai.jp i-workusu@kurushimakai.or.jp

＜委託作業＞



住　所

☎ Ｆax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.t-mirai.or.jp/ k-higaki@t-mirai.or.jp

写真

予讃線　桜井駅　下車徒歩１5分

障害者総合支援法による

エコ ステーションはるかす

施設の特色

  (株)エコアシストからの委託を受け、回収したパソコンやＯＡ機器の解体作業を
行っています。知的・身体・精神等に障がいのある人達に働ける場所を提供する
と共に、仕事ができる喜びや充実感を得られる場となれるように、個性や障がい
の特性に配慮し、手厚い支援を行っています。
   回収したパソコン等をリユース品、リサイクル品に仕分けし、再利用再資源化
を行うことで利益を上げると共に、廃棄物の削減による環境負荷の軽減も目指し
ています。その他、エコバック作り、マイタウンの折り込み等、軽作業も入れな
がら、各利用者さんの適性に応じた支援を行っていくように心がけています。
   また、目標工賃達成指導員を配置し、利用者さんが自立した生活を送ることが
できるよう工賃向上を目指しています。

作業内容

　
・パソコンやOA機器の解体
・部品の仕分け
・軽作業

あり   今治(島嶼部は除く)西条(旧東予）

０898-35-4680 0898-35-4681

知的・身体・精神

〒799-1522　今治市桜井2丁目5番58号

月～金,　土（不定期開所）（日・祝日・お盆・年末年始閉所）　9:00～16:00

特定非営利活動法人　続ける力

20名

就労継続支援Ｂ型事業所



住　所

☎ Ｆax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし kite-imabari@athena.ocn.ne.ｊp

写真

せとうちバス　山路口停留所から　徒歩3分

障害者総合支援法による

カイト今治

施設の特色

親会社は、遊技機リサイクル協会指定業者（中国四国地区）です。充分な台数が
あるので安心です。
就職活動には、生活支援センターあみ、支援事業所、ハローワーク、愛媛県立高
等技術専門校（障がい者求人開拓員コーチ等）、病院、当事業所との連携を取り
ながら、支援に力を入れ、どんどんと、社会に出向き、新規利用者の能力向上が
出来る様に支援しております。

作業内容

 
主にパチンコ台の小物の解体・分別作業です。ネジ外しやシールはがし等の解体
作業です。一切ノルマはありません。個々の得意な分野や個性を生かして楽しく
作業に専念して頂いております。

あり（所によって要相談）

0898-35-5502 0898-35-5503

身体、精神、知的、発達（その他、要相談）

〒794-0072　今治市山路389番地1

月～金　9:30〜15:30　水曜日のみ15:00迄　土曜日9:30～12:00（年間勤務
表による）

一般社団法人　チャレンジド尾道

20名

就労継続支援B型事業所



住　所

☎ Ｆax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

月～金　9:30～14:30（土・日・祝日・盆・年末年始を除く）

特定非営利活動法人　かえで

20名

0898-54-5657

就労継続支援B型事業所

障害者総合支援法による

かえでファーム

施設の特色

○「作業型」「ゆとり型」の2つのグループがあり、個々のご希望やペースに合
わせて選択することができます。
※「作業型」グループ：高い工賃を目指している方、就労を目指している方、
　　　　　　　　　　　作業技術を高めたい方対象
※「ゆとり型」グループ：ゆったり楽しくお仕事したい！という方対象

作業内容

＜生産活動＞
・パンの製造販売
・農作業

＜生活支援＞
・3B体操（月3回）
・調理（月1回）

あり

0898-54-5657

障害種別は定めていません

〒794-2301     　今治市菊間町佐方1437番地2

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし qqqx4ch9k@aria.ocn.ne.jp

写真

JR伊予亀岡駅から徒歩約20分



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○パチンコ機・スロット機の解体・分別

○ＰＣや関連機器の解体・分別

○小型家電の解体・分別

利用料 送　迎 あり（市外は相談に応ず）

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.shimanami-support.com/ simanami‐support@biscit．ocn．ne.jp

写真

予讃線　今治駅　下車　徒歩20分

障害者総合支援法による

サポートかけはし

施設の特色

職員、利用者との交流を深める為に作業中、休憩時間の中で日常生活会話で信頼
関係を高め、個々の意向に沿った支援を行い、自由かつ人権を尊重し社会的ルー
ル、モラル、道徳を身に付け、A型就労や、一般社会に貢献できる人材を生み出
していく。
四季折々のイベントを行っている。春にはお花見、夏はバーベキュー、秋にはカ
ラオケ、ボーリング大会、冬には、忘新年会等みんなで、わきあいあいの事業所
です。

0898-35-3605

精神・身体・知的

作業内容
　　　

〒794-0072　今治市山路46７番地1

月～金(土、日、祝日、お盆、年末年始は休日)　9:00～16:00

株式会社　しまなみサポート

30名

0898-35-3425

就労継続支援Ｂ型事業所

写真や地図



住　所

☎ Ｆax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.shimanami-support.com/  s-kakehashi.e-toryu@mocha.ocn.ne.jp

写真

予讃線　富田駅　下車　徒歩25分

障害者総合支援法による

サポートかけはし東鳥生

施設の特色

職員、利用者との交流を深める為に、作業中、休憩時間の日常生活会話で
信頼関係を高め、個々の意向に沿った支援を行い、自由かつ人権を尊重し
社会的ルールを生み出していく。
また四季折々のイベントを行っている。春にはお花見、夏はバーベキュー、
秋にはカラオケやボウリング大会、冬には忘年会等、
みんなで和気あいあいの事業所です。

作業内容
○パチンコ機・スロット機の解体・分別
○ＰＣや関連機器の解体・分別
○小型家電の解体・分別

あり(市外は相談に応ず)

0898-35-4147 0898-35-4148

精神・身体・知的

〒794-0801　今治市東鳥生5丁目46番

月～金 (土、日、祝日、お盆、年末年始は休日)　9:00～16:00

株式会社　しまなみサポート

20名

就労継続支援Ｂ型事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒794-0015　今治市常盤町5丁目2-39

月～金　9:30～15:30　

社会福祉法人　で・ふ・か

20名

クリエイト21

作業内容

0898-22-1933 0898-35-4774

障がいのある方（主に精神障がい者）

あり

・清掃作業　公園清掃を主にしています。

・内職作業　文具の封入作業、タオルの糸取などいろいろな内職を施設内・外で
　　　　　　しています。

・喫茶経営　今治市総合センター1階で喫茶を経営しています。

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://defuka.or.jp/defuka.htm defuka＠defuka.or.jp

写真

JR今治駅より徒歩5分

施設の特色
障がい者の社会参加、社会復帰を目指しています。
疲れやすい、集中力が続かない、毎日の利用が難しいなど、障がい者の方の特性
を理解し、各々にあったサービス提供をさせていただきます。



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし kensinkoubou.2016@kimurashoji.jp

写真

予讃線　伊予富田駅　下車　徒歩25分

障害者総合支援法による

健心工房

施設の特色

・冷暖房を完備し、利用者の方に良い環境で作業を提供しております。

・利用者の方の体調に合わせて、作業内容・時間・ペース等相談しながら進めて
いきます。

・月に1回、レクリエーション（季節行事・誕生日会等）を行います。

・個々の生活のペースを安定させ、作業や販売・レクリエーション等でコミュニ
ケーション力を身に付けＡ型就労や一般就労に向けて支援していきます。

作業内容

・パチンコの小物の解体作業（簡単な作業です。ノルマはないので、自分のペー
スで作業が出来ます。）

・園芸作業（竹細工・苔玉作り・多肉植物を植えたり、土や草花等とふれあいな
がら作品作りが楽しめます。）

・販売（園芸作業で作った物）

・工芸品、手芸品等の小物作り

あり（地域により応相談）

0898-35-4071 0898-35-4072

知的・精神・身体（条件あり）

〒794-0801　今治市東鳥生町５丁目４３番地

月～金　9:00～16:00

木村商事　株式会社

20名

就労継続支援Ｂ型事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

菓子箱の組立・農園大葉の選別・雑貨製品組み立て・アルミ缶回収　　他

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし satoyama13@etude.ocn.ne.jp

写真

JR  亀岡駅　下車　徒歩5分

施設の特色
平成25年6月菊間町に「さとやま」をはじめました。
利用者さんは、明るく・楽しく・いきいきと作業をしています。
利用者さん1人1人の個性が輝く場所でありたいと願っています。

作業内容

0898-54-5409 0898-54-5409

知的・精神・身体

就労継続支援Ｂ型事業所

あり（今治市内は相談）

〒799-2303　今治市菊間町浜1336-1　　

月～金　土曜日は、月に2回出勤あり（日・祝祭日はお休み）　9:00～16:00

有限会社　ジェイコム鳥生

20名

障害者総合支援法による

さとやま



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・製菓・製パン（製造・販売）

・販売先

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし scrum_heart@yahoo.co.jp

写真

国道196号線　大西クリニックの前　すみむら薬局の横

「元気いっぱい・笑顔いっぱい」をスローガンに、いろいろな障がいを持った
人達が、お互いに助け合いながら作業に取り組んでいます。

・事業者内や企業における作業や実習を実施
・職場実習や施設外就労支援の実施　受入企業

月～金　9:00～15:00

特定非営利活動法人　すくらむハート

20名

障害者総合支援法による

　　メンバーの人達が、計量から形成までひとつひとつ心をこめて、無添加で
　　素材の味にこだわるパンやお菓子を作っています。

　　事業所内店舗（KONEKKO）・ほんからどんどん・波止浜スーパー他、施
　　設等からの注文をいただいています。

あり（旧今治市内）

就労継続支援Ｂ型事業所

作業内容

0898-35-3522 0898-35-3522

身体・知的・精神

〒799-2202　今治市大西町紺原甲302番地1　

すくらむハート

施設の特色



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

なし yumetumugi2828@yahoo.co.jp

今治インターチェンジより車で5分

障害者総合支援法による

就労支援事業所つむぎ

施設の特色

　社会への第一歩を踏み出すため、事業所において、人とのつながりや作業等を
することにより、規則正しい生活が送れるように、支援をいたします。
　その中で、将来の生活を描きながら、体力と精神力をつけていきます。

　また、年間行事を計画し事業所内での食事会や外出行事、社会勉強を兼ねた企
業見学・他事業所との交流も大切にしています。

作業内容

＊自主生産活動
　クッキー、ワッフル、餅他菓子類の生産販売。

＊タオル/軍手の検品
　糸取り及び不良品等の選別作業・納品等。

＊アルミ缶リサイクル作業
　アルミ缶の回収・選別・納品。

＊手芸作品
　髪飾りや小物の製作・販売。

＊野菜作り
　季節ごとに野菜作りをしながら、昼食でいただきます。

あり

0898-35-3300

知的・精神・身体・難病

〒794-0066　今治市高橋甲1552番地1

月～金　9:00～15:00
（土・日・祝日・8/14から8/16及び12/29から1/3は閉所）

特定非営利活動法人　あしたば

20名

0898-35-3941

就労継続支援Ｂ型事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒794-0032　今治市天保山町5丁目2番15号

株式会社　ネオリサイクル今治事業所

25名

月～金   9:00～16:00     土  9:00～11:00  年間勤務表によるものとする
（国民の祝日、お盆、年末年始は閉所）

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による

ネオリサイクル今治事業所

施設の特色

施設は今治の港にほど近い天保山町にあり、徒歩１分の所にフジグランや
テクスポート今治などがあり、利便性に優れた立地環境にあります。
施設内は十分な広さを確保し、安全で、伸び伸びと作業出来るよう、工夫
しています。
同事業所内に就労継続支援Ａ型事業所が併設してあり、Ｂ型事業所で充分
な能力を身に着けた利用者さんはＡ型事業へ就職することもあります。

作業内容

あり（希望者のみ・島嶼部要相談）

0898-33-1239 0898-33-1243

主に廃棄遊技機（廃棄パチンコ台）の小物の解体作業を行っています。
他に小型ＯＡ機器の解体や、プラスチックの分別作業等を行っています。
作業には、納期やノルマを設けていないので、個人の能力に合わせたペー
スで、無理のない手分解によるリサイクル作業を中心に行っています。
見た目にも楽しい遊技機等を手作業等で解体することは、ハンディのある
方にも比較的容易に出来る仕事です。

知的・身体・精神

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし neo@sound.ocn.ne.jp

写真

フジグラン今治より徒歩1分



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒794-0084　今治市延喜甲301-1

月～金　9:00～15:00　（土・日・年末年始はお休みです）

社会福祉法人　名石会

20名

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による

障害者施設のま

施設の特色

「障害者施設のま」は就労継続支援B型20名、生活介護12名の多機能事業所で
平成26年12月開設事業所になります。

大きな窓ガラスで日当たりのよい開放感のある施設となっています。

作業内容

＜作業内容＞

・カット野菜

・農産物の出荷、包装

・農園、清掃業務などへの施設外就労

今治市内（島嶼部を除く）

0898-34-1266 0898-34-1267

障害をお持ちの方

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.geocities.jp/syafuku_meishikai/index.html qqhe9ae9k@soleil.ocn.ne.jp

写真

瀬戸内バスの星浦公園行又は菊間行のバスにのり、桜ヶ丘団地前にて下車。徒歩5分。



住所

☎ Fax

開所日

運営

支援対象

利用料 送迎

HP E-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）（施設や作業の様子など）
写真 写真や地図

なし paddle-sign@eagle.ne.jp

予讃線　伊予富田駅　下車　徒歩10分

作業内容

月～金（祝日・お盆・年末年始は閉所）　9:00～16:00

障害者総合支援法による

一般社団法人　Ｓｉｇｎ

あり（無料）

《作業内容》
○施設外就労として、企業様でのタオル製品の加工、農産物の収穫・加工・除草
等、庭園整備・花植え、食品加工・パック詰め等
○職場実習として、企業様等での体験実習・雇用前の実習
○請負作業として、タオル製品の加工、封筒や小物類の袋詰め・封入・包装・シー
ル貼り等の作業

20名

0898-48-5200 0898-54-5310

○工賃向上を目標としながら、希望や特性等に応じた個別支援を行っております。
○施設外就労・施設外支援も取り入れ、社会性を身につけるとともに、社会参加に
対する意欲・就労への意欲の向上を図ります。
○ご利用者さんの希望に応じて、多機能型のメリットを活かし、一般就労に向けて
の支援も行います。
○日常生活上における様々な悩みや相談に対し、個別で対応する時間を設け、ご利
用者さんの心身状態の安定化を目指します。

〒794-0831　今治市八町東6丁目4番22号

多機能型事業所

パドル

施設の特色

知的、精神、発達

就労継続支援B型事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり

障害をお持ちの方で、一般企業に就職するのが困難な方 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

利用者が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう就労の

機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて必要な支援を

行います。

2018年12月1日より、現在の作業所（松山市東石井）を引き払い松山市上野町へ新
築移転し新たなスタートをきります。

作業内容

調理配膳・調理補助

今治タオルの検品作業

ゴムのバリ取り、資料印刷等、各種軽作業の下請け

お茶製品の内職作業

作物の植付けや収穫等の農作業

自宅庭、駐車場等の草引き作業

（施設や作業の様子など）

http://hidamari55.webcrow.jp/index.html sora_hidamari@poem.ocn.ne.jp

写真

下記の通り

〒791-1136　松山市上野町甲308番2

月～金（祝日及び夏休み、年末年始は閉所）　9:00～16:00

特定非営利活動法人　四国の空

ひだまり

089-993-8471

就労継続支援Ｂ型事業所

089-993-8472



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

就労継続支援Ｂ型事業所

月～金　9:30～16:00

社会福祉法人　来島会

〒799-0031　今治市恵美須町3丁目1番地16

ふきあげワークス

施設の特色

作業内容

0898-32-0999 0898-32-0998

障害のある方（主に知的） 10名

障害者総合支援法による

http://www.kurushimakai.jp/fukiage fukiage-w@kurushimakai.or.jp

せとうちバス　今治城前 下車　徒歩5分

☆ふきあげワークスは 生活介護30名 就労継続支援Ｂ型10名の多機能事業所
で、木と窓を多く使った温もりのある開放感いっぱいの明るい施設です。

☆B型は仕事中心の活動を行っており、施設外就労を中心として一般就労を
目指しています

☆施設の活動では、行事やレクを楽しむ機会を設けています。
☆栄養バランスに配慮した食事（管理栄養士による献立作成）を提供してい

ます。利用者は1日あたり300円の負担が軽減されます。（食事提供体制
加算対象者）

☆仕事は施設外就労と受託作業が中心です。利用者の能力を仕事に十分活か

すことができるよう作業工程の細分化や、ジグ等を取り入れた支援を行って

います。
☆仕事の種類

・施設外就労（企業内作業、清掃委託等）
・プリント作業（Tシャツ、名入れタオル等）
・受託作業（タオル仕上げ（検品，タグ付け，袋入れ）、弁当容器の箱折

り、軍手（検品，糸くずの除去）、紙巻き（包装紙）、織り（コース
ター、シュシュづくり等））



住　所

☎ Ｆax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒799-1506　今治市東村1丁目5番23号

月～金　9:00～16:00

株式会社　まる

20名

就労継続支援B型事業所

障害者総合支援法による

まんまるファクトリー

施設の特色

「楽しく」「働く」楽しく働きやすい施設環境を創造し続けていきます。小学１
年生から高校までの学童時期に関わりながら、個々の障害特性を分析し、安心し
て過ごせる環境でひとりひとりの個性や保護者のニーズを細かくとらえ、成人期
への移行がスムーズにできる仕組みを構築します。学童期から成人期への一貫体
制をとっている就労継続支援事業所です。

作業内容

・タオルの作業工程（タグ付け、梱包など）
・雑貨の梱包
・チラシの折り込み
・機器の解体
・清掃、除草作業などの軽作業
（2018年度から農作業を開始予定）
楽しめるレクリエーション等も定期的に開催しています。
見学会も随時開催しております。
ご質問や利用相談など、上記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡くださいま
せ。
皆様のお役に立てますようスタッフ一同、精進して参ります。

あり

0898-35-2763 0898-35-0654

障がいのある方（手帳を保持されている方）

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.yuima-yuu.com yuima-ru@yuima-ruu.com

写真

せとうちバス　「拝志」停留所から徒歩約7分「喜田村」停留所から徒歩約8分



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

「仕事」をすることで「生活力」を身につけ「自立」を目指す。

仕事を中心に個々の障害に応じた細やかな支援を行い、それぞれの能力に合った

仕事を提供していくことで、より高い工賃を保証していく。

充実した生活のために余暇支援や社会的活動・相談支援にも取り組み、

本人の自立をサポートしていく。

パン製造・販売業

　　製造・・・パン作りをしています。パン作りに関わる、計量、成形等、

　　　　　　　様々な作業が有ります。

　　包装・・・焼きあがったパンを袋詰め・テープ止め・販売先ごとの仕分け

　　販売・・・市内を中心にパンの訪問販売を行っています。

パソコン事業（デジタルトレース、名刺編集印刷、出版物編集印刷）

　　トレース・・・埋蔵文化財（土器、お皿等）の実測図をイラストレータ

　　　　　　　　　を使って、トレースします。　　

　　名刺編集・印刷・・・各種名刺の編集、印刷。　　

　　出版物編集・印刷・・・各種出版物（チラシ、広報誌等）の編集、印刷。

利用料 送　迎 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.kurushimakai.jp/ muginoho@kurushimakai.or.jp

施設の特色

月～金 　基本9:00～15:30　(6:30～17:30開所)
国民の祝日、8月13日～8月16日、12月29日～1月3日は閉所

社会福祉法人来島会　麦の穂

20名

障害者総合支援法による

0898-35-4441（麦の穂）
0898-32-6860（クラフトマン）

身体・知的・精神

〒794-0813

麦の穂
(ドローイング工房クラフトマン出張所）

写真

バス停“衣干3丁目”から徒歩30秒

作業内容

0898-35-4442（麦の穂）
0898-32-6866（クラフトマン）

今治市衣干町2丁目144-3　（麦の穂）
今治市衣干町２丁目144-1　（クラフトマン出張所）

就労継続支援Ｂ型事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・内職作業（タオルの検品、たたみ、袋入れ）

　（ギフト商品の解体）

・DVD、パソコン等の解体

・箱折り（タオル、お菓子）

利用料 送　迎 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

月～金　9:00～15:00　（土・日・祝祭日及び・年始年末・お盆は休み）

特定非営利活動法人　ぽこあぽこ・はぁと

14名

0898-55-8342

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による

リアン

施設の特色

利用者の方の特性（適性）を尊重し、個々にあった作業内容を提供すると共に、
視覚支援、構造化を取り入れ、利用者の方が一人でも作業ができる環境作りに努
め、無理なく力が発揮できるように、職員は利用者の方を、温かく見守りながら
支援していけるよう心掛けています。

作業内容

0898-55-8341

身体（歩行可能な方）・知的

〒799-2118　今治市波止浜字高部下145番地1

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし lien.pocoapoco@gmail.com

写真

予讃線　波止浜駅　下車　徒歩3分
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