
新居浜・西条圏域
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）

内容を一新して再度開設します。 akebono1205@cup.ocn.ne.jp

写真

東予丹原ＩＣから５００m程 ／ ＪＲ壬生川駅徒歩３０分 ／ 周布バス停徒歩５分

障害者総合支援法による

施設の特色

『 地域で暮らす 』を目指して。
就労支援、生活支援を通して「働く力」「生きる力」を身に付け自立を目指しま
す。

 ◎ 施設の所在地が周桑平野の中心部にあります。
歩いていける距離に複合商業施設や公共の施設等が多く点在しており、より町中近
くで暮らすを実践することでソーシャル・スキルが日常的に身につきます。

 ◎ 周桑平野は愛媛を代表する穀倉地帯で、農業が地場産業です。
「働く力」「生きる力」を身に付ける上で“農業” はいろいろと役に立ちます。
農産物の生産、加工、調理、出荷、販売等一貫しての活動により、一人ひとりに
あった多くの経験を積み重ねることが出来ます。

作業内容

固定:0898-68-8015
携帯:080-6393-7450

原則障害の種別は問いません（応相談）

月～金　9:00～16:00　土　9:00～12:00（月2回ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

特定非営利活動法人　あけぼの   　　　　　        

あり

〒799-1371　西条市周布835-3　　　

 ≪ 農業 ≫             野菜の栽培　（少量多品種生産）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 青ネギ（周年）玉葱、サツマイモ、にんにく、ごま
　　　　　　　　　　　　　　　　　 キュウリ、じゃが芋、ブロッコリー、里芋、大根等
　　　　　　         果実等          愛宕柿、椎茸（原木栽培）、金柑、レモン

 ≪ 農産加工 ≫       ジャム(いちご・イチジク・金柑・キウイ）、漬物（きゅうり・らっきょ・大根）
　　　　　　　　　 干し椎茸、切干3種ミックス（大根・人参・干椎茸スライス）、
　　　　　　　　　 干し柿、施設内弁当及びレストラン

 ≪ 軽作業 ≫         北四国電線

 ・ 施設外就労   — 農業生産法人、個別農家 等

 ・ 職場実習      — 企業、福祉施設、事業所 等

14名

就労支援事業所

あけぼの

0898-55-8504

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

無料送迎あり　西条市全域

身体、知的、精神

〒791-0524　愛媛県西条市丹原町高松甲246番地1

月～金（土:月２回）　9:00～16:00

特定非営利活動法人　カラフル

10名

障害者総合支援法による

障がい者支援事業所

いろの和

施設の特色

　平成27年4月に開所した多機能型事業所です。生活介護（定員10名）と就労
継続支援B型事業（定員10名）を行っています。積極的に各種イベントにも参加
しながら、花苗や多肉植物の寄せ植え、小物販売なども行っています。加えて、
相談支援事業も行い、障害のある方が地域の中で、地域の方々と共に働き・暮ら
し・歓べる地域を目指して、日々、楽しく活動しています。

　また、当事業所は、四国霊場別格11番「生木地蔵」の入り口に位置している
ため、お遍路さんの「お接待」場所として提供することで、様々な方々と交流を
図っていきたいと考えております。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

・企業での除草・清掃作業や農家での収穫作業（施設外就労）
・花の育苗・販売（H27年秋以降）
・内職作業

0898-35-5057 0898-35-5058

（施設や作業の様子など）

写真や地図

なし colorful@eagle.ne.jp

写真

JR予讃線壬生川駅より　湯谷口行きバスにて　「生木前」下車すぐ

いろの

和



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（遠方は応相談）

身体・知的・精神　その他

〒799-1362　西条市今在家1077-3

月～金　9:30～15:30　

一般社団法人　チャレンジド尾道

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援B型施設

カイト西条

施設の特色

施設名のカイトとは空を舞う「鳶」と「凧」という2つの意味があります。利用
者さまが「鳶」のように自由に「凧」のように社会と利用者さまをつなぐ糸とな
り、共に高く舞い上がれるようにという思いを込めています。カイトグループは
広島県に2施設、愛媛県に2施設ございます。障害のある方一人一人が美しい花
を咲かせる事に出来る世の中になって欲しいとスタッフ一同微力ながら少しでも
お手伝いが出来ればと願っています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

廃台となったパチンコ台の解体作業をしています。小さく分割しているので、
身体の不自由な方や女性も無理なくこなせノルマも一切ありませんので、
ご自分のペースで作業して頂けます。
親会社は四国で唯一の遊技機リサイクル協会指定業者であるので、パチンコ台が
途切れることなく入荷します。その為、訓練作業の内容に変更がなく継続するこ
とが　可能です。隣接する一般企業に施設外就労の訓練をお願いし、一般就労へ
向けての訓練を積極的に行える環境を整えております。

0898-35-5009 0898-35-5019

（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://kaito-saijoh0201.amebaownd.com/ kaito.saijoh@gmail.com

写真

東予港すぐ



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○菓子製造班

　平成24年5月、菓子工房『くら』を増築スタートしました。焼き菓子を中心

に毎日製造しています。現在は市内数店舗にて販売を行っています。

○室内委託班

　室内での仕事を中心に取り組んでいます。

○農業班

　農作業を中心に公園管理や草刈り等の仕事を行っています。また、季節に

よっては施設外作業も実施しております。

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒792-0894　新居浜市郷甲６８７番地

多機能型事業所

すいよう作業所

月～金　9:30～16:00　月によっては土曜日の開所日有り

社会福祉法人　すいよう会

13名

障害者総合支援法による

施設の特色

平成3年に知的障害者通所授産施設としてスタートし平成24年3月に多機能型事
業所に移行しました。共に生きる「共生」を大きな法人の柱として日々活動して
います。作業所は山間近くで、静かで自然豊かな環境にあります。仕事内容は多
く、利用者の皆様一人一人の個性やニーズにあった仕事を提供できるように職員
全体で心掛けています。見学や実習についてはいつでもご相談下さい。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

あり（新居浜市内一部地域を除く）

0897-46-0936 0897-46-0955

知的、精神、身体

（施設や作業の様子など）

なし suiyou@mx81.tiki.ne.jp

写真

新居浜駅下車　東方面徒歩　約15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

あり　　旧東予市・周桑郡全般
(旧西条市内一部・今治(桜井・朝倉))

身体・知的・精神・発達等

〒799-1352　西条市三津屋東24番16　　

月～金　9:00～16:00

一般社団法人　ゆめ未来

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援事業所

そんげん

施設の特色
H29年12月1日に開所した新しい施設です。
施設外就労などを経験し、一般就労に向けての実現を応援します。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

【内職作業】和紙や色紙の袋入れ等。

【施設外就労】企業さんへ出向き、空調の効いた部屋での軽作業。

0898-64-0303 0898-35-3288

なし ymmirai1953@yahoo.co.jp

 JR予讃線壬生川駅より東へ車で5分



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○豆腐の製造と販売

○委託作業

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

就労継続支援Ｂ型事業所 とうふ工房 ていずい

〒793-0061　西条市禎瑞字相生五番388番地

0897-55-0102 0897-56-7377

月～金　10:00～15:00

社会福祉法人　聖風会

精神・知的・身体 20名

施設の特色

窓の外からは遠く石鎚山を眺めながら作業が出来る景色の良い施設です。

就労継続支援A型や、一般就労を目指しながらも、仕事が継続できるように利用
者さんたちは頑張っています。
休憩時間には笑い声が絶えない明るい職場です。

作業内容

障害者総合支援法による

http：//saijo-seifuukai.or.jp toufukoubou-teizui@saijo-seifuukai.or.jp

瀬戸内バス　禎瑞線　禎瑞停留所　徒歩５分

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）

あり（要相談）



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

写真や地図

　　　　（施設や作業の様子など）

あり（無料）（地域は要相談）

身体、知的、精神

〒799-1301　西条市三芳1839番地5　　

月～金　9:00～16:00 　（土日祝・年末年始は閉所）

社会福祉法人　白鳥会

40名

障害者総合支援法による

 東予希望の家

つばさ

「楽しく仕事ができる施設」を目指し、作業以外に季節のイベントや余暇活動を
積極的に取り入れています。
昼食は事業所内の厨房で調理し、出来立ての食事を提供します。（栄養士管理）
車いす用トイレ、エレベーター、スロープ等完備しています。

☆随時、見学・実習を受け付けていますので、気楽にご相談下さい。
 

作業内容

【自主生産性事業】・・・印刷作業（印刷機による封筒、帳票、チラシ、ポスター等
　　　　　　　　　　　　　　　　　の印刷）
　　　　　　　　　・・・製版作業（パソコンによる印刷物用データ作製）
【受託事業】・・・・・・タオル作業（タオル製品の化粧箱詰め）
　　　　　　・・・・・・縫製作業（カウンタークロスの縫製作業）
【受託事業】・・・・・・タオル作業（タオル製品の化粧箱詰め）
　　　　　　・・・・・・縫製作業（カウンタークロスの縫製作業）
　　　　　　・・・・・・器具作業（電気部品の組み立て、箱詰め）
　　　　　　・・・・・・ニンニク作業（ニンニクの皮剥き ばらし作業）

0898-66-4656 0898-76-5060

         【家族様参加の大BBQ大会】     【35周年記念旅行　香川県中野うどん
学校】

就労継続支援Ｂ型事業所

　　　　 　　　　

　　　　　　　〔クリスマス会〕

（施設や作業の様子など）

http://hakucho-kai.jp/ info@hakucho-kai.jp

写真

JR三芳駅より徒歩10分

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

月～金　9:00～16:00　（土、日、祝、年末年始はお休みです）

0897-57-9003

〒793-0072　西条市氷見乙1989番地1

障害者総合支援法による

障害者事業所 ピース

施設の特色

　明るく家庭的な雰囲気の施設です。住み慣れた地域で、地域の方々と共に生活
していくことを目指して日々活動しています。作業だけではなく様々なことを経
験して欲しいという思いから、社会見学、宿泊研修、スポーツ、各種イベントへ
の参加も充実しています。特に地域参加を重視しており、地域のお祭りやバザー
などにも積極的に参加しています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

なし

黒　　茶：毎年夏に地域の方々と一緒に幻の黒茶づくりをしています。
農　　業：横野柿の栽培をしています。また、地域の農家さんからの依頼に
　　　　　より、稲やキウイの収穫もします。
委託作業：地域の企業から委託された作業をします。企業に出向き作業するこ
　　　　　ともあります。
軽 作 業 ：電線の簡単な加工やパッキンのリサイクル作業等をしています。

0897-57-9003

知的障害、身体障害（内部障害）

社会福祉法人　西条市氷見福祉協会

20名

（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 peace@himi-f.sakura.ne.jp

写真

JR伊予氷見駅、伊予小松駅下車　徒歩７分　国道11号沿い



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

新居浜方面

身体・知的・精神・発達・高次脳機能・難病等

〒792-0017　新居浜市若水町1-9-18

月～金（月によっては土曜日に開所する場合有）　10:00～15:00　

NPO法人　プラネットワークス愛媛

20名

障害者総合支援法による

プラネットワークス愛媛

施設の特色

　平成28年4月に開所し、現在17名の利用者が通所しています。一人一人の特
性に応じて、様々な作業を実施しています。作業を通して、利用者全員が一丸と
なり、夢や目標の実現に取り組んでいます。
　また、関連グループに地域で学習塾等を運営している(有)プラネット、地域子
育て支援拠点事業「プラネットキッズ」等があり、地域に暮らす様々な方との交
流の機会を得ることができます。
　作業能率、そして就労への意欲が高まってくれば、連携している就労継続支援
A型事業所「プラネットワークス新居浜」をはじめとした地域の就労継続支援A
型事業所や一般企業への就職をしていくことができます。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

○水引
○硬球修繕事業(エコボール事業)
○プラスチック製品の検品・組み立て
○紙折り
○封入作業
○第4日曜日に登道商店街の催し「百縁市」への参加

○施設外就労として、プラスチック製品の検品・組み立て

0897-32-5110 0897-32-5110

（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://www.facebook.com/pw.ehime pw_ehime@planet2001.com

写真

登道バス停下車徒歩5分　《登道商店街の中　ファッションスペースキジヤさん隣》





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

障害をお持ちの方

〒792-0060　新居浜市大生院1686　　　

月～金　8:30～17:15

社会福祉法人　新居浜愛育会

30名

指定障害者支援施設

まさき育成園

障害者総合支援法による

施設の特色

地域の中で生き生きと暮らしていけることを目指し基本的生活、労働意欲、社会
性、自立心を向上させるよう支援します。
一般就労を目指す方にはステップアップの場として一般就労に向けての体力作り
と必要な知識(基本的な会話、基本的技術)の向上を支援します。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

・農園芸作業
　季節に応じた花や野菜を育て、体力作りと生き物を育て優しい心を身に付けて
もらいます。
・クリーニング作業
　清潔にクリーニングを行い作業に対して責任感を育てます。
・室内作業(内職作業)
　周囲の利用者と協調して、集団生活を通して基本的な知識を習得します。
・養鶏作業
・製菓
・製パン

あり

0897-41-6191 0897-41-6276

あり masakiikuseien@r9.dion.ne.jp

せとうちバス　大生院下車　徒歩15分
西条ＩＣ　車10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

（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 soyou.miraito@blue.ocn.ne.jp

写真

西条インターチェンジから車で5分程度

未来翔　～みらいと～

施設の特色

「ともに喜び楽しく働く」を求めて

　私たちはご利用される方々が、ご自身のリズムに合わせて、無理をせず
　一人一人のニーズに応じた支援を行い安心、やりがいを感じられるように
　スタッフ一同明るくサポートいたします。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

・屋内作業：内職作業、木工作業、小物雑貨作成等

・屋外作業：いちご農家作業、除草作業等

0897-66-8277 0897-66-8278

あり（料金：無料、地域：西条・新居浜）

身体、知的、精神

〒793-0006　西条市下島山甲1428－1

月～金　9:30～15:30　（祝祭日を除く）

社会福祉法人　宗友福祉会

20名

障害者総合支援法による



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・パン製造（食パン・菓子パン・ラスク・ビスコッティ等）

・クリーニング（温泉で使ったバスタオルを洗濯）

・内職作業（紙製品シーツ折り、その他の軽作業）

・菓子箱折（主に菓子メーカーの箱折り）

利用料 送　迎 希望のある方には行っています

ＨＰ Ｅ-mail

地図 http://yahoo.jp/K6lsUH

〒792-0856  新居浜市船木甲741-1

基本的に月～金（土日祝はお休み）

社会福祉法人　わかば会

15名

障害者総合支援法による

わかば共同作業所

施設の特色

就労継続支援Ｂ型　15名　生活介護　10名　の多機能型の事業所です。
障がいをお持ちの方々が、生まれ育った地域の中で、ひとりひとり、個人として
尊重され、また人間としての喜怒哀楽を経験しつつ生き生きと暮らしていけるこ
とを目指し、創造的に、実践・事業・運動を進めていきます。
また利用者のニーズ・能力・特徴に合わせ、本人の力を生かすことが出来るよう
に、サービス提供を行っています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0897-44-7025 0897-44-7022

主に知的障害の方

なし wakabakyou@diary.ocn.ne.jp

新居浜インターをおりて、国道11号を東へ車で約7分
アクセス



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

内職作業（紙製品シーツ折り、菓子箱折り・その他の軽作業）

菓子製造（クッキー・パウンドケーキ・マドレーヌ等）

アルミ缶回収など

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

月～金（その月の開所日数によって土曜開所あり）

社会福祉法人　わかば会

15名

就労継続支援B型事業所

0897-47-3911

わかば第2作業所

施設の特色

障がいをお持ちの方々が、生まれ育った地域の中で、ひとりひとり、個人として
尊重され、また人間としての喜怒哀楽を経験しつつ生き生きと暮らしていけるこ
とを目指し、創造的に、実践・事業・運動を進めていきます。また利用者のニー
ズ・能力・特徴に合わせ、本人の力を生かすことが出来るように、サービス提供
を行っています。

作業内容

0897-43-9531

主に知的障害の方

〒792-0856  新居浜市船木甲2114

希望のある方には行っています

http://shahuku-wakabakai.jp/ wakabadai2@trad.ocn.ne.jp

新居浜インターから国道11号線を東に車で約5分

障害者総合支援法による



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・クッキー、かりんとう等の販売活動

・事業所内での軽作業（紙製品関係作業、菓子箱折り、その他軽作業）

・施設外就労（歯科医院の清掃、仕出店での盛り付け作業等）

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり（無料）別子山を除く新居浜市障害者総合支援法による

月～土　9:30～15:30　（土曜日の開所日は事業所年間カレンダーに従う）

0897-47-5020

多機能型事業所

ワークチームゆい

NPO法人　ゆいねっと新居浜

施設の特色

＜住み慣れた地域で、その人らしく暮らし続けることを支えます＞

1、どのような障がいがあっても、その方のできる事を仕事としてとらえ、さま
ざまな活動の機会を提供いたします。
2、得意なこと、興味や関心のあることを仕事にします。
3、その方が穏やかに活動することができる環境や個別的なスケジュールを組み
立て、より自立的に活動する為の支援をします。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0897-47-5111

知的、身体、精神

〒792-0863　新居浜市南小松原町３－３２　　

15名

・豆腐商品の製造、販売（寄せ豆腐、木綿豆腐、じゅうてん豆腐、厚揚げ、油揚
げ等）

http://yuinet-niihama.com/ workteam-yui@room.ocn.ne.jp

新居浜市立東中学校の斜め前 



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

主に知的、身体（内部障害に限る）

〒799-1351　西条市三津屋444番地10　壬生川駅西　　　

月～金(祝日、年末年始、特別な日を除く)　9:00～16:00

NPO法人　石鎚スクエア

20名

障害者総合支援法による

Viseeヴィセ(美瀬)

施設の特色

　　　　　　　　　　一人一人の輝きをチカラに！

○認め合い、安心してありのままの自分でいられる就労の場をつくること

○「生きること」「働くこと」の多様性や可能性を提案し、豊かな暮らしを実現
できるよう取り組むこと

○多様な人材が光り輝いて活躍できる環境つくり、それを次の世代へ渡し、
いっそう充実させていくこと

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

【農産加工】畑で季節の野菜を育て加工出荷します

【委託作業】企業から委託された電線の加工やチップ（磁石とゴム）の分別をします

【施設外就労】企業等に出向き作業します

【黒茶の生産】西条市に伝わる伝統の発酵茶を製造します

【芸術創作活動】作品の展示や公募展へ出品し、商品化を目指します

※キャンプや忘年会に行ったり様々なイベントへ参加したりして、仲間と一緒に楽し
める機会も大切にしています
　

0898-52-7377 0898-52-7377

（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://ishiduchi-square.wixsite.com/visee visee@grace.ocn.ne.jp

写真

JR壬生川駅より徒歩3分　（ぽんぽこ橋を渡り駅西公園横）
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