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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

就労移行支援事業所

（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）

https://olgalab.com/ info@olgalab.com

写真

伊予鉄三津駅より徒歩6分（三津浜商店街内）

施設の特色

自らを大切にし、「したいこと」を見つけて自ら挑戦できるように、一般就労に向けた

職業訓練の環境を整えています。新築で優しい色合いのアットホームな事業所です。個

別性を重視し、初めて社会に向けて出発される方から、復職（リワーク）支援までの設

備と人材が充実しています。一人一台のパソコンもあります。一般企業も多く導入して

いるEラーニングは、コミュニケーションからプログラミングまで多岐に渡って学ぶこと

ができます。「生活支援」と「知識・技術習得・職業訓練」の両面をサポートさせてい

ただきます。「就労のためのワーク」や定期面接を実施し、心理的ケアに配慮します。

栄養士が常駐しており、生活支援と技術習得をバランスよく提供します。

作業内容

【コーヒー焙煎】

全自動焙煎機αNOVOを導入しています。「テクノロジーでおもてなし」ボタン一つで

上品なスペシャルティコーヒーが仕上がります。焙煎したコーヒーを販売します。賞味

期限のシール貼りやパッケージ袋詰めなどの作業があります。
【コーヒーテイクアウト】

全自動エスプレッソマシンを導入し、テイクアウトコーヒーの販売を行います。接客、

レジ打ち、コーヒー作りなど担当に分かれてお客様と少しずつ関係を作っていきます。
【スパイスカレー店】

7～10席程度、20食限定でスパイスカレーを提供致します。接客も、最初は担当を数席

ずつから開始することで、業務に慣れ、接客が楽しいと感じられるように訓練を個別で

計画します。
【パソコンを使った作業】

電子看板へのメッセージ入力、SNSアップ、賞味期限シールの作成。

089-994-5101 089-994-5102

２０分圏内であれば応相談。

精神・発達・知的・身体（車いす応相談）・難病・高次脳機能障がい

〒791-8062　松山市住吉2丁目5番28号　　

月～金　10:00～16:00　土　9:30～12:00

株式会社 olga lab.

20名

障害者総合支援法による

                     （おるが　りんく）
就労移行支援事業所 olga link



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

主に精神障がいのある方

〒791-1102　松山市来住町102番地

就労移行支援事業所

土曜～木曜（定休日は金曜日）

利用時間　9:00～15:00（希望により16時まで利用できます）

社会福祉法人きらりの森

８名

障害者総合支援法による

障害者多機能多機能型事業所
ここいろ

施設の特色

・収入を得ながら、就職に向けた訓練を受ける事ができます。（時給400円）

・自宅からここいろまでの交通費の半額補助があります。

（例、電車代で月１万円かかった場合は、5,000円の補助が出ます）

・安心して仕事が続けられるように、就職後半年間サポートさせて頂きます。

　ここいろでは、就労定着支援を行っています。利用を希望される方は、

　就職して半年後から３年間仕事のサポートを受ける事ができます。

・介護や福祉関係の就職を希望される方は、介護職員初任者研修の資格取得をサポート

　します。（資格を取得するための費用の個人負担はありません）

見学・体験は、随時行っています。ぜひ一度ご連絡ください。

作業内容

＜清掃作業＞

　施設や公園の日常清掃、ワックス清掃など。

＜カフェ作業＞

　調理（軽食・ドリンク作り、片付けなど）

　接客（ホール、商品の配達作業など）

　その他カフェでの仕事を想定した清掃、在庫管理など

＜ヘルパー作業＞

　スタッフと一緒に体調の聞き取りや血圧測定などバイタル

　確認、高齢者等の方への声掛けやレク補助、洗濯作業など

　実際の仕事を想定した経験を積むことができます。

※その他、朝食・昼食調理など。

＜座学＞

　職場でのマナーやコミュニケーションの取り方など、

　就職に向けて、大切なことをみんなで意見交換を

　しながら学んでいきます。

089-909-7710 089-909-7791

http://kirarinomori.net/ ikou@kirarinomori.net

いよてつ久米駅より…徒歩30分

いよてつ久米駅よりループバスで７分　南来住口で下車、徒歩５分
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ƭƚƯƍƖǇƢŵ

ᲢݼᎰѣƴƓƚǔᲣ˂ƷࣖѪᎍƱᐯǒƷࠀК҄ǛǓŴݼᎰƷ
ΟˮࣱǛᡙ൭ƢǔƨǊƴᛅƷಅǛݰλƠƯƍǇƢŵ

ᡈ࠰Ŵဇ᩿ưʴʙਃᎍƔǒӸЭƕɥƕǔƜƱƕفƑƯƖƨ̾
ʴऴ̬إᜱٟƷӕࢽƷƨǊƷಅǛܱʖܭưƢŵᲢྵנŴ
ಅแͳɶᲣ
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ǽȸǷȣȫǬȸȇȳӳӷ˟ᅈ

ችᅕŴႆᢋŴ᭗ഏᏯೞᏡŴϋᢿᨦƕƍȷᩊ၏ų˂ ��Ӹ

Ƅ��������ųםࠊޛထᲱဪᲬӭ

іᆆᘍૅੲʙಅݼ ǽȸǷȣȫǬȸȇȳ



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（通勤手当3,500円まで実費支給）

（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.workmate.jp/ kumagai@workmate.jp

写真

伊予鉄道　郡中線　土居田駅下車　徒歩7～8分

無料（駐車場を使用する場合は月額1300円）

施設の特色

・OJT訓練（作業従事）とOff-JT（就活支援）を実施している。

・作業工賃として最低賃金を保証している。

・キャリアコンサルタントの資格保有かつ実務経験のある人材を

　就労支援員として配置している。

・毎年、定員の半数以上が一般就労し、定着している。

作業内容

就労移行支援事業所

089-973-4055

一般就労を目指す方（障害の種別は問わない）

〒790-0056　松山市土居田町293-1　

月～金 9:00～18:00（会社カレンダーによる）

株式会社　ワークメイト

6名

樹

089-989-4056

【OJT訓練】
・食品加工の作業
（主にジャム製造）

・縫製作業
・コインランドリーの清掃
（施設外就労）

【Off -JT訓練】
・企業見学、先輩インタビュー
・応募書類作成
・面接対策
・生活訓練
（調理や社会体験など）
・福祉サービスについて
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Ɠ܇ƞǜƔǒʴƷ૾ǇưŴᨦܹƷƋǔ૾ƴᧈƘƝМဇƍƨƩƚǔǑƏŴ
ሁȇǤࢸіᆆᘍૅੲᲢ�ӸᲣŴ્ᛢݼ�உƴŴဃʼᜱᲢ��ӸᲣŴ࠰��
ǵȸȓǹᲢ��ӸᲣƷٶೞᏡʙಅƱƠƯᚨƠǇƠƨŵ
ų
ᚨӸƷßƯǒƢàƸᨦܹǛਤƭ૾ƕᨼƍŴকƑǔئƴƳǔǑƏƴƱƷ࣬ƍƕ
ᡂǊǒǕƯƍǇƢŵ

ȷȑǽǳȳǛဇƍƨ˺ಅŴݼіጀǛᘍƍǇƢŵ
ȷƦǕƧǕƷȬșȫǍ፼༌ࡇƴӳǘƤƯŴИᎍƴƸǨǯǻȫŴȯȸȉƷؕஜ
ųદ˺ƔǒŴɶኢᎍƴƸțȸȠȚȸǸ˺ŴǤȳǿȸȍȃȈᡫᝤŴɥኢᎍƴƸ
ųȗȭǰȩȟȳǰƳƲƷǹǭȫƷ፼ࢽǛႸਦƠǇƢŵ
ȷƋǘƤƯŴȓǸȍǹȞȊȸᜒ፼Ŵ᩿ጀ፼ǋ᨟ӕǓλǕƯƍƖǇƢŵ
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ᙲႻᛩ

˙ʖᤧᢊų᭗ාȷ್ඕҾዴųʟᬜ�ǇƨƸ�ᰛ܇ᬜɦųƦǕƧǕࢻഩ��Ў
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ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ
ᝲሁܱᝲਃƋǓ
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ϙჇǍע
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ϙჇ

žࠊޛᬜſҤӝǑǓࢻഩᲱЎ

ᚨƷཎᑥ

ȇǣȸǭȣȪǢޛǪȕǣǹƸŴႆᢋᨦܹȷችᅕᨦܹʙᎍಮӏƼŴႆᢋᨦܹư
ƸƳƍƔƱƝɧܤǛज़ơƯƍǒƬƠǌǔ૾ǛݣᝋƱƠƨݼᎰૅੲǛᘍƏݼіᆆᘍ
ૅੲʙಅưƢŵ
ȓǸȍǹưƷܱោႎƳǳȟȥȋǱȸǷȧȳਦݰŴˁʙƷલܱោƳƲƝМဇᎍಮ
ƴࣖơƨǫȪǭȥȩȠưݼᎰѣǛૅੲŵ
ɟʴɟʴƷཎࣱǛƔƠŴІ
ǛƢǔƜƱưŴپƴ�ǈ
Ǜˁʙ҄ƠŴЇ�ǈ
ᅈ˟ưưƖǔǑƏƴǵȝȸȈᐲƠǇƢŵ
ᙸܖǍ˳᬴Ƹ᨟Ӗ˄ɶŵᨦܹǍݼᎰƴ᧙ƢǔƓपǈǛŴǇƣƸƓൢ᠉ƴƝႻᛩ
ƘƩƞƍŵ

˺ಅϋܾ

ŵܭǫȪǭȥȩȠǛᚨʴƷႆᢋᨦܹƷ૾ƴཎ҄Ơƨǳȸǹٻ
ƂȩǤȕǹǭȫǳȸǹƃݩஹᚨᚘǍᢅӊЎௌŴཎࣱྸᚐŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳሁ
ǛܖƼǇƢŵ̊ƑƹžǻȫȕǱǢȁǧȃǯſƸ៲Ʒᛦ܇Ǜ৭੮Ƣǔ፼ॹǛ៲ƴ
ბƚƨǓŴžǢȳǬȸȞȍǸȡȳȈſưƸžࣦǓſƷǳȳȈȭȸȫǛܖǜƩǓŵ
ܱᨥƷ᩿ئǛΨƴƠƨȇǣǹǫȃǷȧȳƷᨼׇጀǛٶƘӕǓλǕǔƜƱ
ưŴݣʴ᧙̞ǍǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷݣϼǛ៲ƴბƚǔೞ˟ƕٶƘƋǓǇƢŵ

ƂȯȸǯǹǭȫǳȸǹƃǿǹǯሥྸǍȑǽǳȳಅѦŴǇƨɥӮǍӷ·ƱƷǳȟȥ
ȋǱȸǷȧȳǛेܭƠƨલȯȸǯǛဇॖŵಅѦᘍщƱƱǋƴŴᐯ៲ƷǈǛ
ƔƢ૾ඥǍŴᒊƳƜƱǁƷݣϼඥǛჷǓŴ៲ƴბƚƯƍƖǇƢŵ

ƂȪǯȫȸȈǳȸǹƃӲᆔƷ˺૾ඥǍŴ᩿ጀ፼Ǜܱŵ
ǍǓƕƍǛˁʙƴưƖǔᎰئǛᙸƭƚǔǳȸǹưƢŵ

������������ ������������

ƳƠ

ችᅕŴႆᢋ
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ȕǧǢǳȳǿǯȈ�ఇ˟ᅈ
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ϙჇ

˙ʖᤧᢸٳᩓᲢ್ඕҾᲣɦࢻ�ഩ�Ўų˙ʖᤧȐǹᲢग़ٻҔܖᢿЭᲣɦࢻ�ഩ�Ў
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ᅈ˟ᅦᅍඥʴųᬘᰦ

��Ӹ

ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ

Ƃʩ්Ƌƍ�᨞ų᠉ྰƃ
ܲǛᡫƠƯਮਠǍܲƷȞȊȸŴɠݗƳᚕᓶᢔƍƕ៲ƴ˄ƘǑƏƴૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵМဇᎍ
ƞǜƷ˳ᛦሥྸǛԃǊŴಏƠǈƳƕǒ˺ಅƕЈஹǔǑƏƴᙸܣǓƱ٣ƔƚǛƞƤƯ᪬ƍƯƍǇƢŵ
ƦƷ˂ƴǋŴிภࠊƷ૨҄ᅛǍƠƛƷƿƱǈƳǒƷཎКૅੲఄܖƷȐǶȸƴǋᝤ٥ሁƷӋьǛƠ
ƯŴע؏Ʒ૾ŷƱʩ්ǛƠƯƍǇƢŵǇƨŴஉɟׅᆉࡇŴग़ٻҔܖᢿிᧉЭƷฌੈǛᘍƍŴᅈ˟
ᝡྂƴƭƍƯܱज़ƢǔૅੲሁǋᘍƬƯƍǇƢŵ

Ƃʩ්Ƌƍ�᨞ųȑǽǳȳྰƃ
ƓܲಮƔǒƝද૨ƷƋƬƨӸХǍ࠰ཞƳƲƷҮТဇȇȸǿǛȑǽǳȳƷǽȕȈǛ̅ƬƯ˺ǓǇ
ƢŵƦƷ˂ƴǋŴƦǕƧǕƕŴᐯЎƨƪưᎋƑƨǫȬȳȀȸǛ˺ǓŴȐǶȸǍࡃᑄƴƯᝤ٥ƠƯƍ
ǇƢŵ
ųȇȸǿǛ˺ǔƷƕᒊƳʴǍᨦܹཎࣱƴӳǘƳƍ૾ƸŴఄദ˺ಅᲢ૨܌Ʒ᧓ᢌƍƕƳƍƔᄩᛐƢ
ǔ˺ಅᲣǍ౨Լ˺ಅᲢˁɥƕƬƨҮТཋƷ൲ǕƷȁǧȃǯǍҮТȟǹƕƍƔƷᄩᛐ˺ಅᲣƳƲŴ
ƦǕƧǕƷᏡщǍࠎஓƴƋƬƨ˺ಅǛਃƠƯŴႏưңщƠƳƕǒҮТᙌԼǛ˺ƬƯƍǇƢŵ

Ƃʩ්Ƌƍ�᨞ų᠉ྰƃ
ģݼіૅੲĤųųųųųųųųųųųųųųģဃૅੲĤ
ŨݼᎰƴӼƚƨႻᛩૅੲųųųųųųųųųŨଐࠝဃȷע؏ဃƴ᧙ƢǔႻᛩૅੲ
ųȷܲಅѦƷ২ᘐӕࢽƷૅੲųųųųųųųȷဃ፼ॹƷŴͤࡍሥྸƴ᧙Ƣǔૅੲ
ųȷȬǸǍ֥ඹƍሁƷ২ᘐӕࢽƷૅੲųųųȷע؏ฌੈȜȩȳȆǣǢ
ųȷᅈ˟ࣱǛ៲ƴ˄ƚǔƨǊƷૅੲųųųųŨ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢ
ųȷɟᑍݼіƴӼƚƨแͳૅੲ
Ũ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢ

Ƃʩ්Ƌƍ�᨞ųȑǽǳȳྰƃ
ģݼіૅੲĤųųųųųųųųųųųųųųģဃૅੲĤ
ŨݼᎰƴӼƚƨႻᛩૅੲųųųųųųųųųŨଐࠝဃȷע؏ဃƴ᧙ƢǔႻᛩૅੲ
ųȷȑǽǳȳ২ᘐӕࢽƷૅੲųųųųųųųųȷဃ፼ॹƷŴͤࡍሥྸƴ᧙Ƣǔૅੲ
ųȷȑǽǳȳ᧙̞ƷӕࢽƷૅੲųųųųųȷע؏ฌੈȜȩȳȆǣǢ
ųȷᅈ˟ࣱǛ៲ƴ˄ƚǔƨǊƷૅੲųųųųŨ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢ
ųȷɟᑍݼіƴӼƚƨแͳૅੲ
Ũ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢ

ƳƠ
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎 なし

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒790-0804　松山市中一万町7番地8

就労移行支援事業所 フェローＩＣＴ

089-987-6046 089-987-6047

月～金  ＋  月に１回土曜日　9:00～18:00

株式会社　フェローシステム

身体、知的、精神、発達、高次脳機能障害、難病疾患等 20名

施設の特色

ＩＴ企業が障がい福祉サービスの「就労移行支援事業」を始めました。

障がいのある方や難病等疾患のある方がＩＣＴ【情報通信技術】を活用しながら

その必要な知識や技術を学び、また民間企業ならではの実践的課題を通じ、

将来の就労等を目指して訓練をする事業所です。

作業内容

障害者総合支援法による

伊予鉄バス　西一万駅から徒歩２分

http://www.fellow.co.jp/ fs-ict@fellow.co.jp

【訓練内容】

・プログラマーコース

　　（システム構築、DB設計、携帯アプリの作成等）

・Ｗｅｂクリエーターコース

　　（ホームページの制作、画像加工、ロゴ、イラスト作成等）

・ネットショップコース

　　（ネットショップの店長、店長補佐業務、物流、コピーライティング等）

・映像編集コース

　　（映像編集システム搭載の機器操作、CM制作、音声編集等）

・その他ＩＣＴ等を活用した訓練

　　（実践的課題・各種公募・ビジネスセミナー参加等）
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住　所
xaF☎

運　営
員　定象対援支

迎　送料用利
liam-ＥＰＨ

アクセス

社会福祉法人　福角会

伊予鉄バス 北条線　花見橋駅下車　徒歩25分　／　JR堀江駅下車　徒歩20分

施設の特色

・現在、松山福祉園では建て替えを行っており、平成30年10月には製菓製パン
班の作業棟が完成しており、同年12月には居住棟、平成31年3月には鉄工班作業
棟と順次新しく建て替えを行っています。
・就労移行支援事業所を利用されている利用者さんの目標としては、企業等に就
労が出来る事を目標に取り組んでおり、生産活動に携わりながら、就労に必用な
知識、技術の向上を図ると共に、企業見学及び就労されている先輩利用者さんに
園に来て頂いて、働く事の喜び、大変さについて話して頂き、働くとはどのよう
な事なのかイメージして頂くと取り組みも行っています。
・利用者さんに就労を斡旋していく上で、各関係機関（ハローワーク、職業セン
ター等）と連携を取りながら就労を目標に取り組んでいます。
・就労された利用者さんが安心して働き続ける事が出来るように、今年度より新
たな事業として就労定着支援事業所Joy　to　Workを展開するようになりまし
た。また、就労後の住まいとして、GHの開設にも力を入れており、現在松山福祉
園では５ヵ所GHのバックアップ施設として運営を担っています。
　平成31年4月には６ヵ所目となるGHの開設を予定しており、4月の開設に向け
て準備に着手しています。

〒799-2653 　松山市権現町甲141番地

※生産活動の場として3つの作業班があります。
①鉄工班
　作業内容としては、ボール盤作業、溶接作業、
プレス作業を行っており、主に井関農機具さんで
販売されている農機具の子部品の機械加工を行っ
ています。
②製菓製パン班
　菓子パン、ブレッド、クッキー等の製造販売を
行っており、ニコニコットの名称で食品会社に卸
したり、バザー販売を展開しています。
③配食サービス班
　主な業務としては、法人で働いている職員の
お弁当、GHで生活されている利用者さんの
朝夕の食事の提供を行っています。また、
地域住民さんからも注文を頂いて、必要に応じて、宅配サービスを行っていま
す。

089-979-3412

主として知的に障がいのある方が利用できます。 20名

就労移行支援事業所 障害者支援施設 松山福祉園

matufuku@poem.ocn.ne.jp
障害者総合支援法による

089-979-4566

作業内容

要相談

　月曜日から金曜日が基本的な開所日となっていますが、祝祭日の関係で土日に開所する
事もあります。（受給者証に定めた当該月-8日） 9:00～16:30開所日

https://hukuzumikai.com

鉄工班

製菓製パン班
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