
八幡浜・大洲圏域

全事業所
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所



八幡浜・大洲圏域
就労継続支援A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（希望に応じて対応）
通勤手当あり（上限10,000円）

なし utikocoubo-2@cnw.ne.jp

ＪＲ内子駅より徒歩12分 

障害者総合支援法による

施設の特色

福祉サービスを受ける「利用者」と一般企業のように働き「雇用者」としての保
障と責任があります。うちこ工房の「就継Ａ型」は支援者のいるヒトツの企業だ
と思ってください。

業務提携先の企業実習や他社への就職活動も支援しています。

作業内容

就労継続支援Ａ型事業所

0893-59-2929 0893-59-2930

〒795-0301　喜多郡内子町五十崎甲1743番地4　

食品加工　（流れ作業）

アスパラベーコン巻き、牛巻き・豚巻き作業と、いった野菜を薄いスライスした
肉で巻いていく作業があります。また、ブタ肉やトリ肉にカラアゲ粉をつける作
業や揚げ物作業があります。

個人で目標を立てて仕事をすることもありますが、チームプレイで目標を達成で
きるように自然と役割分担を調整しながら仕事を行うことで達成感を得ることの
できる内容です。

月～金　（※土曜日は、不定休）　9:00～16:00

ＮＰＯ法人　うちこ工房  

20名身体・知的・精神・発達・その他（肢体、内部）

障がい者福祉サービス事業所

うちこ工房



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 身体・知的・精神・発達 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

なし npooozu@yahoo.co.jp

JR伊予大洲駅から徒歩約11分 

施設の特色
障害者年金と作業所給料で地域で安心して生活できるよう、相談しながら
サポートします。

作業内容

就労継続支援Ａ型事業所

0893-24-3640 0893-23-9228

〒795-0052　大洲市常磐町18番地１　　　

あり（無料）地域（応相談）
通勤手当あり(5,000～10,000円)

・縫製品の加工作業
　[作業の流れ]
　①発注会社から材料の受け取り、数量確認
　②ラベル貼り：ナイロン外袋にシール貼り
　③検品：ゴミ、縫い不良、穴有無等の検査
　④袋詰め：アイロン仕上げした製品の袋入れ
　⑤機械検査：異物の混入検査
　⑥大袋入れ：製品を所定数量入れる
　⑦段ボール作り、段ボール箱内に製品を入れる
　⑧発注会社へ納品

26年4月からパソコン教室を開設し、主に中高年齢者・障害者さんを対象に、
「親切・丁寧・格安」で運営いたします。

月～金　（※土・日、祭日に開所することもあり）　9:00～16:00

特定非営利法人　ノーマライゼーションサポートおおず

10名

障害者総合支援法による

障害者就労サポートおおず



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～土　8:30～17:00

医療法人　青峰会

20名

障害者総合支援法による なし：通勤手当あり

障がいのある方

〒796-8010　八幡浜市五反田1-106　　　

就労継続支援Ａ型事業所

写真

ＪＲ八幡浜駅より徒歩約20分

ＫＯＨＯＬＡ

施設の特色
・主役は従業員、利用者です。
・自己決定を引き出し尊重します。
・まず「やってみよう」と思う力を伸ばします。

作業内容

0894-23-1600 0894-23-1605

・洗濯業務

　洗濯作業：洗濯物の仕分け、タグ付け、洗い、乾燥、たたみなど一貫工程を分
担して行います。

　集配作業：関連施設への洗濯物の集荷と配達を行います。

・清掃業務

　清掃作業：施設内のフロア、洗面所、トイレ、居室などの清掃を行います。

（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.kujira.biz/ kohola@kujira.or.jp



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

http://ehime-stream.com/zerobase/ zero-base@sage.ocn.ne.jp

宇和島自動車ポポロ松ヶ花徒歩10分

株式会社ゼロベース

施設の特色

障がいのある方の就労の可能性と職域を広げていく事を目的とし、自立に向けて
の訓練を行う。

作業内容

・クリーニング品の洗濯、仕分け、仕上げ作業
・寝具類の包装作業
・ポスティング作業
・クリーニング店舗の清掃作業
・業務委託先の清掃作業（無人契約機等）など

0893-57-6338 電話番号と同じ

あり

障がいのある方（視覚、車椅子の方以外）

〒795-0061　大洲市徳森1335番地

就労継続支援Ａ型事業所

月～土（会社カレンダーによる）　8:00～17:00の間の4時間程度

株式会社　ゼロベース

15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

食品容器製造企業とコラボして軽作業と生産ラインの請負事業

　仕切り組立て・仕切り糊貼り・加工・梱包作業

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

就労継続支援Ａ型事業所

〒795-0021　大洲市平野町野田乙961番地１ 　　　

0893-24-3360 0893-23-9367

伊予平野駅から徒歩約20分　／　車　約４分　（2.6㎞）

会社のカレンダーによる（年末年始、お盆は休み）　9:00～16:00

株式会社　夢・たまご 

身体・知的・精神 10名

　高級感のある食品容器の製造　（木折箱／発泡資材／高級贈答品そうめん箱／おせち箱）

施設の特色

夢たまごファクトリー

　株式会社　夢・たまごは、より高い工賃(給料)の保障と障がい者が働く『就
労』を目的に、平成21年4月に障害者就労継続支援施設として設立。

なし yume.tamago@onyx.ocn.ne.jp

障害者総合支援法による
あり（無料）大洲･八幡浜･西予･内子
通勤手当あり（各事業所による）



八幡浜・大洲圏域
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

地図データを貼り付けてください。

お願いします

あり（西予市・八幡浜市・大洲市）

知的・精神　等

〒797-0027　西予市宇和町小原296-1　　　

月～金　9:00～16:00

NPO法人　SHOW－YA

20名

障害者総合支援法による

あい笑

施設の特色

工賃向上を目指しており、内職作業より体を使っての仕事がメインの元気いっぱ
いの作業所です。
若い方が多く、一般就労を目指してそのためのスキルを身につけています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

〈弁当・惣菜部門〉
弁当・総菜の仕込みから製造・販売まで行います。自分に合った作業内容を選ぶ
ことができます。
〈施設外就労①〉
産業廃棄物の企業の協力の元、梱包作業・片付け・仕分け・現場　等の仕事をし
ます。
〈施設外就労②〉
農家での畑仕事を行います。草引き・種まき・収穫まで農業全般。ビニールハウ
スでメロン作りをします。

0894-62-2011 0894-62-2011

（施設や作業の様子など）

なし なし

写真

JR伊予石城駅から徒歩約10分（約0.9ｋｍ）



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）

https://aiwaen1001.wixsite.com/aiwaen aiwa-f@aioros.ocn.ne.jp

写真

伊予大洲駅から徒歩約7分

あいわ苑

施設の特色

　
少人数で和気あいあいと作業に取り組んでいます。
毎月、季節の行事や音楽などのレクリエーションもしています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

企業委託作業（アメニティグッズの袋詰めなどの内職作業）・アルミ缶回収など

0893-24-4417 0893-24-4417

あり（無料）

知的

〒795-0052  大洲市若宮625-4

月～金（週5日　祝祭日を除く）盆・正月休み　9:00～15:45

社会福祉法人　肱友会

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

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

http://noshiro-f.jp/publics/index/52/ nsf-aozora@ca.pikara.ne.jp

]

松山自動車道西予宇和ＩＣから約20分
宇和島バス野村出張所から徒歩10分

野村育成園の場所にあおぞらのマーク
を付けた地図の掲載をお願いします。
(H27年度のハンドブックと同じ場所

です。）

 就労支援事業所 あおぞら

施設の特色

自分たちが作った製品を自分たちのお店でも販売しています。

日頃の活動がより充実し、やりがいにも繋がるようサポートしていきたいと考え

ています。

他事業所の見学や勉強会等への参加、また、弊所の見学・実習の受け入れなど積

極的に行っています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

・野菜苗や花苗の生産・販売

・野菜の栽培・販売

・お弁当つくり（食材盛り付け、お弁当配達）

・お菓子つくり（パウンドケーキ等の製造・販売）

・店舗運営（まちなかマルシェあおぞら）

・委託作業（剪定、除草、内職、ゴルフボール拾い、トイレ清掃）

・施設外支援（職場実習）

0894-72-0826 0894-72-3467

あり（無料）

知的、精神

〒797-1212　西予市野村町野村8号479番地１

月～金（祝日、8/13～15、12/29～1/3は休日）　9:00～16:00

社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会

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

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒796-0074　八幡浜市新港435番地1（地方局前）　　　

（月～金）9:00～16:30　（日）9:00～12:00（キッチン部のみ）

あさひみらい　株式会社

わくわくみらい館やわたはま就労継続支援Ｂ型事業所

0894-21-3333 0894-21-3333

Facebook「あさひみらい」を検索 asahimirai@ma.pikara.ne.jp

写真

JR八幡浜駅からバス10分　バス停（南予地方局八幡浜支局前）すぐ目の前

宇和町・三瓶町・保内町（150～250円）

身体、知的、精神、発達、高次脳機能、難病（要相談） 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

作業内容



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 身体・知的・精神・発達・高次脳機能・難病 定　員

・食品加工：ジャム、切り干し大根、漬物、芋けんぴ、天草　など 

・健康茶（茶々姫）の生産  

・施設からの受注作業：手工芸、エプロン雑巾、タオル　など 

・手工芸：地域イベント（八日市など）販売が主 

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

http://www.puchifarm.jp/ puchifarm@atomgroup.jp

あり（無料）
宇和,保内,伊方,大洲（片道20分程度）

JR八幡浜駅より徒歩5分

無料

施設の特色

作業内容

0894-24-2833 

〒796-0010　八幡浜市松柏乙648番地1　　　

24名

就労継続支援Ｂ型事業所 八幡浜市障害者福祉サービス事業所

いきいきプチファーム

月～金（※イベントの場合、土・日・祝日の開所もあり） 8:30～17:00

社会福祉法人　和泉蓮華会  

0894-29-1313 
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・施設外就労：老人ホームでの清掃業務 

・施設外支援：自動車整備工場補助業務、老人保健施設での清掃業務などで活動

・事業所内作業：病院売店(販売業務)、農作業、洗車、法人内の一般ごみ回収

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

いっとき館

〒797-0016　西予市宇和町神領534番地

応相談、通勤手当（応相談）

ゴミ出し困難世帯（高齢者・障がい者）対象のごみ回収（市委託）

地域共生型交流拠点施設 なごみかんの運営（指定管理者として）

9:00～16:00（12/31～1/3以外）

社会福祉法人　西予総合福祉会

20名身体・知的・精神・発達・高次脳機能・難病

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による

施設の特色
“働くこと”“住むこと”“遊ぶこと”などなど、

一人ひとりに合った暮らしを共に考え、共に生きていきましょう。

作業内容

0894-62-0471 0894-62-5345

http://www.seiyofukushi.com stnumuf6217@ma.pikara.ne.jp

ＪＲ卯之町駅より徒歩20分　／　松山自動車道西予宇和ＩＣより車で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

月～金　（※土曜日は、不定休）　9:00～16:00

ＮＰＯ法人　うちこ工房  

20名身体・知的・精神・発達・その他（肢体、内部）

障がい者福祉サービス事業所

うちこ工房

施設の特色

「重度化したら・・・」「二次障害が出たら・・・」障がいをお持ちの方の悩
み。長期間休職や障がいの程度などで一般就労が困難と判断した方が利用してい
ます。
今ある能力を有効に発揮して再起をかける就労専門塾だと思ってください。

作業内容

就労継続支援B型事業所

0893-59-2929 0893-59-2930

〒795-0301　喜多郡内子町五十崎甲1743番地4　

食品加工　（梱包作業）

製品を出荷するために、ダンボールの組み立てや食品表示ラベルに賞味期限のス
タンプを押して袋に貼る作業があります。他の事業で出来上がった製品の出荷準
備や管理のお仕事もあります。

製品の出荷準備の作業は、細分化した工程にしていきます。細分化することで得
意なコト苦手なコトが分かりやすくなり課題解決に向けて取り組むことができま
す。

あり（希望に応じて対応）

なし utikocoubo-2@cnw.ne.jp

ＪＲ内子駅より徒歩12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

*宇和運動公園トイレ清掃 *クラッカー袋詰め作業

*ふれあい収集事業 *割り箸検品作業

*丸市環境開発での分別作業

*宇和文化会館清掃

*アルミ缶・スチール缶の回収整理

*宇和ひまわりの郷精米所の清掃作業・管理

*おがた蒲鉾パッケージシール張り作業

*オリジナル製品の製作

　（雑巾・牛乳パック使用の椅子・廃油石鹸等）

*畑作業・寄せ植え鉢栽培

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり

特定なし

〒797-0007　西予市宇和町永長1371番地　　　

月～金　9:30～16:00　　*月2回程度土曜日開所

社会福祉法人　ひまわり育成会

14名

障害者総合支援法による

宇和ひまわりの郷

施設の特色

宇和ひまわりの郷は県立宇和特別支援学校に隣接し、多機能型事業所（生活介護
事業・就労継続支援B型事業）として活動をしています。就労継続支援Ｂ型事業
所では屋外活動が主の〈あおぞら工房〉屋内作業が主の〈かがやき工房〉に分か
れ作業をします。園内での作業の他、西予市よりの委託作業として、宇和運動公
園のトイレ清掃・ふれあい収集事業も行っております。現在、両事業で利用者
27名が、毎日笑顔で過ごせるよう頑張っています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0894-62-3998 0894-62-3944

なし uwahimawarinosato@galaxy.ocn.ne.jp

予讃線上宇和駅下車　徒歩20分
宇和島バス永長口下車　徒歩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

（施設や作業の様子など） （施設や作業の様子など）

施設の特色

　　　　　～Ｓａ．おいでやでは『働きたい』を応援します～

　　私達は可能な限り、様々な障がいをもたれている方が生き生きと働き、自
　分なりに自立した生活をしたいと思われる方を強く支え、利用者・家族・職
　員が一体となり、共に理解し合える環境づくりに務め、地域との連携を重視
　し、各種団体との交流を図り、末永く支援していきたいと思っています。

   ☆　障がいの種類や程度に合わせ、簡単な作業からちょっと高度な作業まで、
　　　いろんな作業を取り入れたり、個別のブースを作る等、作業しやすい環
　　　境を提供するよう心がけています。

作業内容

１．受託内職作業
　○　アメニティー製品の袋入れ及びシーラー処理
　○　クラッカーの袋入れ
　○　製品箱へのバーコード貼り
　○　縫製製品の検針及び箱詰
　○　縫製製品の検品及び袋入れとバーコード貼り
　〇　神社の酉の市で販売している縁起物の飾り熊手の組み立て
２．施設外就労
　○　ネギ栽培ハウスの草引きや周辺の草刈り
　○　ハウスで栽培したネギの収穫・洗い・袋入れ
　〇　キャベツやカボチャ等の栽培や手伝いと収穫
３．自主生産・販売
　○　アイスクリーム及びアイスミルクの製造と販売
　○　手芸品の制作と販売（アイロンビーズ、折り紙の箸袋等々）
　〇　干支の土鈴や手作りの陶芸製品の製造と販売
４．その他
　○　随時、依頼のある作業等

障害者総合支援法による あり（無料）大洲市近隣市町村

なし sa.oideya@Kind.ocn.ne.jp

JR内山線新谷駅下車　徒歩にて15分

写真 写真や地図

0893-57-6608 0893-57-6609

月～金　9:30～15:30

社会福祉法人　宗友福祉会

身体、知的、精神、発達、高次脳機能、難病など 20名

〒795-0071　大洲市新谷乙7503-1　　　

就労継続支援Ｂ型事業所 Sa.おいでや



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 身体・知的・精神・発達 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり（無料）地域（応相談）
通勤手当あり（5,000～10,000円）

・企業委託作業：歯ブラシ、タオル等生活用品の加工作業
　[作業の流れ]
　①材料の受け取り
　②指導員による作業手順の説明
　③袋入れ作業
　④製品の整理
　⑤段ボール作り、段ボール箱内に製品を入れる
　⑥委託企業に納品

・施設外就労：縫製会社へ出向いて作業

・公衆トイレ清掃(大洲市委託)

月～金　（※土・日、祭日に開所することもあり）　9:00～16:00

特定非営利法人　ノーマライゼーションサポートおおず

10名

障害者総合支援法による

障害者就労サポートおおず

施設の特色
障害者の子供を持つ親が、障害者年金と作業所工賃と、作業所が運営する住居
（寮・グループホーム等）を上手く利用する事で地域で安心して生活できること
をサポートします。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0893-24-3640 0893-23-9228

〒795-0052　大洲市常磐町18番地１　　　

なし npooozu@yahoo.co.jp

JR伊予大洲駅から徒歩約11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）

http://oozu-ikuseien.or.jp ouz-ikuseien＠ec1.technowave.ne.jp

写真

 伊予大洲駅から徒歩約45分（約3.5㎞）

社会福祉法人　大洲育成園

施設の特色

　平成27年4月より、就労継続支援B型事業のみに変更し、利用者さんの「働き
たい」という意欲を大切に、生きがいを持てる場所として利用者一人ひとりに向
き合い、和気あいあいと作業を行っています。また、パンやクッキーの販売や納
品を通して、地域の方々との交流を図りながら笑顔で取り組んでいます。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

・パン・クッキー作り（包装、販売、配達、納品等）
・委託作業（クラッカーの袋詰め、納品）
・外部作業（清掃、除草等）
・施設外支援

0893-25-5251 0893-25-5150

なし

知的

〒795-0062　大洲市市木1215番地　　　

月～金　8:30～17:00（但し、土日祝日で行事や注文があれば開所あり）

社会福祉法人　大洲育成園

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

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

・委託作業

　　　クラッカー袋づめ、お茶・大豆などの選別、梱包

（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.kujira.biz/ kohola.uwa@kujira.or.jp

写真

ＪＲ卯之町駅より徒歩約25分

多機能型事業所　ＫＯＨＯＬＡ

施設の特色
・主役は従業員、利用者です。
・自己決定を引き出し尊重します。
・まず「やってみよう」と思う力を伸ばします。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0894-69-1560

・パンや焼き菓子の製造、梱包作業、販売、配達

　　　　　　　　　学校、企業、関係機関、イベントなどの販売

0894-69-1561

あり

障がいのある方

〒797-0015　西予市宇和町卯之町5-234

月～土　8:30～17:00

医療法人　青峰会

24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

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

なし npokirara@yahoo.co.jp

写真

〔きらら〕　西予インター降りて　野村方面へ100メートル程

月・火・水・金・土　（※都合により休日の開所もあり）　9:00～15:30

NPO法人　ハーモニーきらら

20名

施設の特色

 家庭的な雰囲気の中にも 厳しく利用者さんに接し、地域での暮らしに生活でき
るよう支援しています。
それぞれの個性を大切に、持っている以上の力を発揮できるよう環境を整えて支
援していきます。

0894-62-2949 0894-62-2949

障害者総合支援法による

虹就労継続支援Ｂ型事業所

あり

身体・知的・精神

〒797-0013　西予市宇和町稲生35　

作業内容

・企業委託作業　：　お弁当箱の仕切り組み、　食品パッケージのシール貼り 等
・アルミ缶回収作業
・農業
・清掃作業　：　草引き、お墓掃除　等
・自主製品制作販売　：　布巾縫い、ペン立て作り、ポーチ、
ストラップ等の雑貨

〔カフェきらら〕
・喫茶の接客作業
・喫茶の委託作業　：　お菓子の販売、配達

〔お菓子な家　虹〕　　西予市宇和町卯之町4丁目239
・お菓子の製造、梱包、販売、配達



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

就労継続支援Ｂ型事業所

〒791-3310　喜多郡内子町城廻613-1　　　

0893-23-9347 0893-23-9347

ほうしこ作業所

月～金　9:00～16:00

一般社団法人　うちこ就労支援福祉会

身体・知的・精神　等 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

作業内容

　私たちは利用者の方々に合った働き方と暮らし方を一緒につくっていきます。

　一人ひとりの個性や能力を活かせるように、いろいろな作業に取り組んでいま
す。特に自然との関わりを大切にしています。
　施設内作業として【門松用に若松の整形】【みかんの房分け】【高級割り箸の
検品】【ポット苗づくり】【画用紙の袋詰め】等があります。
　施設外就労として【本芳我邸庭園の管理】【高昌寺境内の清掃】【農家のお手
伝い】【小田深山観光地の清掃】【菌床シイタケの袋詰】等があります。
　月に一回程度、図書館で読書会を開いたり、町並み散策を楽しんでおります。

なし

あり（無料）片道20分程度

写真や地図

（施設や作業の様子など）

伊予鉄バス　松山～八幡浜・三崎特急線　岡町　下車　徒歩3分

hoshiko.uchiko@gmail.com
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

食品容器製造企業とコラボして軽作業と生産ラインの請負事業

　仕切り組立て・仕切り糊貼り・加工・梱包作業

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

障害者総合支援法による
あり（無料）大洲,八幡浜，西予，内子
通勤手当あり（各事業所による）

就労継続支援Ｂ型事業所

〒795-0021　大洲市平野町野田乙961番地１ 　　　

0893-24-3360 0893-23-9367

施設の特色

なし yume.tamago@onyx.ocn.ne.jp

伊予平野駅から徒歩約20分　／　車　約４分　（2.6㎞）

作業内容

夢たまごファクトリー

　株式会社　夢・たまごは、より高い工賃(給料)の保障と障がい者が働く『就
労』を目的に、平成21年4月に障害者就労継続支援施設として設立。

　高級感のある食品容器の製造　（木折箱／発泡資材／高級贈答品そうめん箱／おせち箱）

会社のカレンダーによる（年末年始、お盆は休み）　9:00～16:00

株式会社　夢・たまご 

主たる事業所（身体・知的・精神） 41名



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

　従たる事業所『夢たまごブランチ』

大洲市東大洲国道56号線沿いにべーカリーをオープンし、製造販売事業

パン製造・成形・袋入れ・シール貼り・レジ打ち・外販販売・ラスク製造・清掃

　従たる事業所『夢たまごブランチオズメッセ』

オズメッセ内パン事業

パン製造・成形・袋入れ・シール貼り・レジ打ち・外販販売・ラスク製造・清掃

　従たる事業所『夢たまごブランチ柚木』

弁当配達事業

弁当盛付・ご飯仕込み・食器洗い・おかず仕込み・外販販売・清掃

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

施設の特色

作業内容

夢たまごブランチ

　株式会社　夢・たまごは、より高い工賃(給料)の保障と障がい者が働く『就
労』を目的に、平成21年4月に障害者就労継続支援施設として設立。

なし honoka@song.ocn.ne.jp

あり（無料）大洲,八幡浜，西予，内子
通勤手当あり（各事業所による）

伊予平野駅から徒歩約20分　／　車　約４分　（2.6㎞）

会社のカレンダーによる（年末年始、お盆は休み）　9:00～16:00

株式会社　夢・たまご 

主たる事業所（知的・精神）従たる事業所（知的・精神） 40名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所

〒795-0064　大洲市東大洲783番地2 　　　

0893-25-1636 0893-25-1636



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

     クラッカー作業        　　 農作業風景

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

レインボーアグリ作業所 クリスマス会後の記念撮影

（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 r-agri@mb.pikara.ne.jp

写真

宇和島バス野村営業所下車　徒歩5分

レインボーアグリ

施設の特色
レインボーアグリ作業所は、百品村に関わる施設外就労と施設外支援を利用する
ことで、平均工賃5万円を超す作業所となっています。現在の登録利用者35名
で、年齢は18歳～80歳の方が利用されています。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0894-89-1326

アグリ作業所・・・クラッカー作業　清掃作業　新聞加工　野菜栽培（夏場）　　

百品村に関わる施設外就労・施設外支援・・・ねぎ育苗～収穫～出荷までの

全作業

0894-69-2340

原則なし（一部送迎あり）

身体、知的、精神、自立支援医療者、難病指定者等

〒797-1212　西予市野村町野村12-46　　　

日～土　8:00～16:00　（年末年始は休み）

株式会社　野村福祉園

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

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 work-ikata01@me.pikara.ne.jp

写真

伊予鉄九町バス停より徒歩10分
八幡浜市より車で約30分

障害者福祉サービス事業所

ワークいかた

施設の特色

静かで落ち着いた環境で利用でき自立に向けた訓練を行い一般企業では雇用が難
しい方に就労の場として支援を行います。無料送迎や昼食の提供などで利用しや
すい環境となっています。能力のある方には一般就労も可能です。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

印刷に係わるデザイン、印刷、仕上げ作業等
衛生用品の組み立て（検査梱包、自動機による包装、印字作業など）
つわぶきを使った和紙の生産（原料採取、加工、紙漉、製品仕上げなど）
海産物の加工
その他　委託作業等

0894-39-1010 0894-39-1060

あり（応相談）

身体、知的、精神

〒796-0421　西宇和郡伊方町九町6-840-1　　

月～金　9:00～16:00

社会福祉法人　伊方福祉会

15名

障害者総合支援法による



八幡浜・大洲圏域
就労移行支援事業所



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 身体・知的・精神・発達・高次脳機能・難病 定　員

・宇和米の精米及び販売。配達も行います。

・農産物の生産(施設内外)  

・EM活性液培養作業  

・有機堆肥の製造

・スチール缶、アルミ缶つぶし 

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

http://www.puchifarm.jp/ puchifarm@atomgroup.jp

あり（無料）
宇和,保内,伊方,大洲（片道20分程度）

八幡浜駅より徒歩5分

無料

施設の特色

作業内容

0894-24-2833 

〒796-0010　八幡浜市松柏乙648番地1　　　

10名

就労移行支援事業所 八幡浜市障害者福祉サービス事業所

いきいきプチファーム

月～金（※イベントの場合、土・日・祝日の開所もあり） 8:30～17:00

社会福祉法人　和泉蓮華会  

0894-29-1313 
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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

あり（希望に応じて対応）

なし utikocoubo-2@cnw.ne.jp

ＪＲ内子駅より徒歩12分 

障害者総合支援法による

施設の特色
事業所内で社会経験を得てから、さまざまな企業実習などで適性にあった仕事を
みつけ巣立つ支援を行います。2年以内の期限がありますが、進路希望が決まる
と卒業できる就労専門学校だと思ってください。

作業内容

就労移行支援事業所

0893-59-2929 0893-59-2930

〒79５-0301　喜多郡内子町五十崎甲1743番地4　

食品加工　（流れ作業）

流れ作業の主な順路は、製品を計量して、包装機にて袋詰めします。その後製品
に異物がないか確認したり金属探知機で調べるまでの作業になります。
また、社会性や障がいなどに応じて材料仕込み作業、作業取り組み準備など協力
性の向上を目指した内容です。

月～金　（※土曜日は、不定休）　9:00～16:00

ＮＰＯ法人　うちこ工房  

10名身体・知的・精神・発達・その他（肢体、内部）

障がい者福祉サービス事業所

うちこ工房



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

　　（学校、企業、関係機関、イベントなどの販売）

（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.kujira.biz/ kohola.uwa@kujira.or.jp

写真

ＪＲ卯之町駅より徒歩約25分

多機能型事業所　ＫＯＨＯＬＡ

施設の特色
・主役は従業員、利用者です。
・自己決定を引き出し尊重します。
・まず「やってみよう」と思う力を伸ばします。

作業内容

0894-69-1560

・パンや焼き菓子の販売、配達、納品に係る業務。

0894-69-1561

なし、通勤手当あり

障がいのある方

〒797-0015　西予市宇和町卯之町5-234

月～土　8:30～17:00

医療法人　青峰会

6名

障害者総合支援法による

就労移行支援事業所



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

有（無料　宇和島、内子、八幡浜、西予）

特定なし

〒795-0054　大洲市中村238番地1　　　

日曜日、祝祭日以外　9:00～16:00

一般社団法人　夢ノ杜福祉会

20名

障害者総合支援法による

ミライズMeRise!

0893-24-3470

■大洲駅前に就労移行支援事業所ミライズMeRise!を開設いたしました。
　Me＋Rise!で『自らを高める』我々は、そのお手伝いをさせていただき、それ
ぞれの未来図を一緒に完成させていきます。
本格的な職業訓練型の就労移行支援事業所の開設は南予で初めてです。

就労移行支援事業所

0893-24-3480

　ミライズでは、パソコンの入
力訓練やビジネスマナー講座、
グループワーク、グループディ
スカッション、企業施設実習な
ど、利用者様それぞれに合わせ
た内容でサポートいたします。

■ミライズは送迎もいたしま
す！
　南予全域を対象とした事業所
のため、内子駅、宇和島駅、八
幡浜駅、道の駅みま、卯之町駅
から送迎予定です。
　また、JR大洲駅より徒歩2分
の場所にあり、非常に通いやす
い環境となっています。（※そ
の他の地域、送迎場所などにつ
きましては、随時ご相談に応じ
ます。）

施設の特色

作業内容

（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）

www.facebook.com/yumenomori.or.jp nishikawa.yumetamago@gmail.com

写真

JR大洲駅より徒歩2分。



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

食品容器製造企業とコラボして軽作業と生産ラインの請負事業

　仕切り組立て・仕切り糊貼り・加工・梱包作業

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

就労移行支援事業所

〒795-0021　大洲市平野町野田乙961番地１ 　　　

0893-24-3360 0893-23-9367

伊予平野駅から徒歩約20分　／　車　約４分　（2.6㎞）

会社のカレンダーによる（年末年始、お盆は休み）　9:00～16:00

株式会社　夢・たまご 

身体・知的・精神 9名

　高級感のある食品容器の製造　（木折箱／発泡資材／高級贈答品そうめん箱／おせち箱）

施設の特色

作業内容

夢たまごファクトリー

　株式会社　夢・たまごは、より高い工賃(給料)の保障と障がい者が働く『就
労』を目的に、平成21年4月に障害者就労継続支援施設として設立。

なし yume.tamago@onyx.ocn.ne.jp

障害者総合支援法による
あり（無料）大洲,八幡浜，西予，内子
通勤手当あり（各事業所による）



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（応相談）

身体、知的、精神

〒796-0421　西宇和郡伊方町九町6-840-1　　

月～金　9:00～16:00

社会福祉法人　伊方福祉会

6名

障害者総合支援法による

就労移行支援事業所 障害者福祉サービス事業所

ワークいかた

施設の特色

自分に合った職種が見つかるよう情報提供などに勤め見学、実習等に参加できる
よう日々、支援を行っています。静かな環境で落ち着いて利用でき無料送迎もあ
り利用しやすい環境です。

作業内容

印刷に係わるデザイン、印刷、仕上げ作業等
衛生用品の組み立て（検査、自動機による包装、印字作業など）
つわぶきを使った和紙の生産（原料採取、加工、紙漉、製品仕上げなど）
民間事業者での作業実習（エアコンメンテナンスなど年数回）
その他　委託作業等

0894-39-1010 0894-39-1060

（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 work-ikata01@me.pikara.ne.jp

写真

伊予鉄九町バス停より徒歩10分
八幡浜市より車で約30分
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