
今治圏域全事業所
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
就労移行支援事業所



今治圏域
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

○平成28年2月に開所しました

○個々の能力やニーズを見極めて、目標を立てて取り組んでもらっています

○自由な社風の中ですが、人権を第一に尊重し、社会人として必要なルール

・モラル・道徳のスキル獲得には重きを置いています

○“挑戦”を合言葉に、利用社員のみなさんとこれからも施設の特色作りに

　励んでいきます

※四季を通じての、行事もしています

○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

○不用品等の引き取り作業

○その他、お客様の相談に応じて仕事の展開をしています

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

施設の特色

作業内容

あり（市外は相談に応ず）

（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.simanami-support.com/ simanami-support@biscuit.ocn.ne.jp

写真

予讃線　今治駅　下車　徒歩20分
せとうちバス菊間線　矢田口バス停　下車　徒歩2分

障害者総合支援法による

サポートかけはし

0898-35-3420

精神・身体・知的

〒794-0072　今治市山路467番地1

月～金　9:00～16:00　（土・日・祝祭日及びお盆・年末年始は休み）

株式会社　しまなみサポート

10名

0898-35-3425

就労継続支援A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

・データ入力　など

・ホームページ作成

その他にも、パソコンを使った作業をします。

・図面のデータ化

・オークション出品代行

開所しました。

・一般企業への就職の希望があれば、サポートを行っていきます。

http://www.sasuke-kobo.com/ imabari_info@sasuke-kobo.com

・鉄骨図面作成、修正、チェック作業

身体・精神・知的

月～土　10:00～15:00

サスケＩＴサービス　株式会社

20名

せとうちバス「球場前」下車　徒歩10分

施設の特色

作業内容

なし

サスケ設計工房今治就労継続支援A型事業所

〒794-0006　今治市石井町2丁目3番37号

ＣＡＤソフト（ＪＷ_ＣＡＤ等）で鉄骨図面作成、チェック作業を行ないます。

障害者総合支援法による

・サスケ工房（新居浜）　サスケ工房西条（西条）に続き、平成29年4月に

・今治事業所でも、ＣＡＤを使った図面の作業を主に行っています。

0898-55-8791 0898-55-8792

・在宅就労も可能です。（応相談）



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

《作業内容》

　椎茸栽培

　・温度や湿度が自動制御された栽培施設で椎茸栽培を行っています。

　・収穫した「しいたけ」をパックなどに詰めてお客様へ出荷する仕事です。

　野菜・果樹栽培

　・農園にてレタスやオクラなどの栽培を行っています。

　・野菜に適した土作りから、タネまき、収穫、出荷の仕事を行います。

　・果樹園にて柑橘の栽培を行っています。除草などの管理する仕事や、収穫

　　なども行います。

　リサイクル

　・ガスメーターなどのリサイクル作業で、分解、選別などの仕事をします。

利用料 送　迎 あり（無料）指定各停留所

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）

www.kurushimakai.jp/ step1＠kurushimakai.or.jp

写真

せとうちバス　玉川線　大須木停留所下車　徒歩5分

年中無休　9:00～16:00　（シフト制）

社会福祉法人　来島会

40名

0898-55-3336

知的、身体、精神

〒794-0113　今治市玉川町別所甲32-1　

障害者総合支援法による

ステップ

施設の特色
○通所による雇用計画等に基づく就労の機会を提供するとともに、知識、能力が
　高まった者について、一般就労への移行に向けて支援します。

作業内容

0898-55-3335

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

〒794-0032　今治市天保山町5丁目2番15号

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

株式会社　ネオリサイクル今治事業所

35名

就労継続支援Ａ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

当事業所は就労継続支援Ａ型事業所として、障害をもつ方の社会経済活動
への参加と自立を目的としています。
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。

作業内容

あり（希望者のみ・島嶼部）

主に廃棄遊技機（パチンコ台やスロット台）の解体作業を行っています。
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。

0898-33-1239 0898-33-1243

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

（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.ireal.biz/ info-i@ireal.biz

JR富田駅より徒歩15分

せとうちバス済生会病院前　下車徒歩15分

障害者総合支援法による

マルクワークス喜田村

施設の特色

　マルクワークス喜田村は、愛媛県で初めての支援つき企業として就労継続支援Ａ型の事業

を開始した、株式会社マルクのグループ企業です。平成24年３月より、今治の地で事業をス

タートさせました。

　通勤が困難な方のために、自宅でお仕事をすることが出来る、ＰＣを使ってのテレワーク

（在宅勤務）を導入し、島しょ部から四国中央市の方までマルクワークス喜田村での就労を

実現することが出来ています。清掃や加工の業務においてはお客様の要望・ご依頼にお応え

し、実際の企業、現場にて業務を行う、施設外就労・施設外支援を実施し、マルクワークス

喜田村に所属する利用者の能力を実際に見て、知っていただくことで一般企業での就労を実

現することが出来ています。

作業内容

就労継続支援Ａ型事業所

【環境事業部の業務について】

ホテルの客室清掃や、除草などの敷地内清掃・タオル加工・検品業務を主に施設外就労にて

行っております。お預かりしている業務をこなすだけではなく、お客様に喜んでいただき、

ご信頼をいただけるよう、基本の挨拶から、日々工夫・努力をしながら、自覚を持ち業務に

励んでおります。体を動かすことがすき、キレイを維持することが好き、そんなあなたに

ピッタリな業務です。

【データーファクトリー事業部の業務について】

用紙データの電子化、スキャニング業務や、画像の加工、文章作成など、ＰＣを使って、

データ加工・入力を主にテレワーク（在宅勤務）で行っております。

【その他】

上記の他、タオルの加工検品、袋詰め、箱折など、企業などから委託する業務も行っており

ます。

「できることを伸ばす」「出来るかもしれないことを育てる」仕事を通して、様々な機会が

提供できるように勤めております。

なし

0898-55-8810 0898-55-8820

身体障がい・知的障がい・精神障がい・その他

〒799-1502　今治市喜田村8丁目1－41

月～金　第2、4土曜日　8:15～17:15の事業所営業時間のうち、実働４時間～

（国民の祝日、お盆、年末年始は閉所）

株式会社　マルク

20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

〒794-0072   今治市山路456

月～土　（会社カレンダーによる）　8:00～17:00の間で4時間程度

株式会社　ローリング

15名

就労継続支援A型事業所

障害者総合支援法による

株式会社ローリング

施設の特色

・クリーニング店に隣接しているので、施設外就労に行きやすい
・バス停前で交通に便利
・アットホームな雰囲気で楽しく仕事ができます

作業内容

　
・クリーニング関係（衣類の仕分け、ハンガーUP、仕上げ作業など）
・植木剪定作業の片付け清掃など
・箱折り
・ポスティングチラシ折り、封入作業など
・使用済みハンガーを回収し洗浄消毒をし納品

あり（無料）

0898-52-8733 0898-52-8734

障害のある方（視覚障害・車いすの方以外）

（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）

現在制作中 ro-ring8733@blue.ocn.ne.jp

写真

瀬戸内バス菊間～今治営業所（山路停留所下車徒歩10歩）



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 ッ ーに れ れの 性を生かす。　

・ 型事業所として生活 （定員10名）も実施している。　

・出 所「工房マ ン 」（前作業所）で 主製品や他作業所の製品、

　 作り品などの をしている。

・ 、日、 日は「スマ ルマ ン 」にて、18 の方を対象とした

　 ス 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

かし製

・ かし 料製
　 市 い いきてや、 ープ 、 んからどんどん、
　 オン「 ッ ン」、工房マ ン に納入。
　また、 ッ もしている。
・ 作業
・公園委託清掃
・「工房マ ン 」にて、事業所製品 活

作業内容

障害のある方

0898-35-3390

障害者支援センター

アク マ ン

なし a.mi @taup .p a a.or.jp

障害者総合支援法による

今治 から車で10分　 　せとうちバス　 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 宮甲609番 　　　

施設の特色

月～金　（ ・日・ 日及びお ・ は 所）　8:30～16:30

特定 営利活 法人　マ ン

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 457　　　

月～金　8:30～17:30　（ 日・お ・ を ）

社会福祉法人　 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

作業所

施設の特色

作業所では、今治地 の中 業であるタオル 業に を き、タオル製
品の仕 工を中 に作業を行っています。

を持ちながら一般の 業に受け入れられる事が な障害者の方に
と 会を え、 の 力に た きによって社会に し、 立する を開

こうと えています。
また、 の地 住 の方の 力もいた いており、生 力の と、利用者
の方には 々の 力に た 理の 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 業であるタオルの 品・袋入れ・ 入れ等の
　仕 工作業

・タオル製品

あり（今治市内）

0898-56-3577 0898-56-3664

障害 は 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.to o- ukushikai. om/ i o@to o- ukushikai. om

写真

より車で 10分

（タオル ）



住　所

☎ ax

開所日

運　営

支援対象 定員

利用者の 調に合 せて、作業内容などを しながら めていきます。

型就労や一般 業への 用も に入れて支援を行います。

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

「 のなかで に生き に び 分らし 」という ーマのもと、人とし

ての生き方や らし方を一 に えてい 施設です。ありのままの 分でいられ

るような、 地の い りを目指しています。

クリエーシ ンとして、 の行事や、福祉 の行事 を。また、事 所

がお にあるという特性を生かして、 のリラクゼーシ ン等も行っています。

月～金　9:00～15:00

特定 営利活 法人 会

20名

0898-31-0808

就労継続支援 型事業所

障害者総合支援法による

マバリ ス

施設の特色

作業内容

あり

0898-31-0808

作業は、スタッ （ 業指 員）が一 に行います。

、知的、身 （ あり）、 の他

〒794-0084　今治市 甲600番地

成29 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）

ima arit rasu@shima ami. .jp

今治 より車で10分　（えん 内）

内での ンの1 工や、 実・ の 作業なども行っているため、

業を中 とした作業です。

＜ 間作業 定＞

　 植え、 ン・いち ・よも の

　

　 刈り、いち の 植え

　みかん・ ・ つまいもの



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

☎ ax

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-hi aki@t-mirai.or.jp

写真

　 　下車徒歩 5分

障害者総合支援法による

エ ス ーシ ンはるかす

施設の特色

( )エ アシス からの委託を受け、 した ンや の 作業を
行っています。知的・身 ・ 等に障がいのある人達に ける 所を提供する
と に、仕事ができる びや 実感を られる となれるように、 性や障がい
の特性に配 し、 い支援を行っています。

した ン等をリ ース品、リ クル品に仕分けし、 利用
を行うことで利 を ると に、 の による の も目指し
ています。 の他、エ バック作り、マ タウンの り み等、 作業も入れな
がら、各利用者 んの 性に た支援を行ってい ように がけています。

また、目標工賃達成指 員を配 し、利用者 んが 立した生活を送ることが
できるよう工賃 を目指しています。

作業内容

　
・ ンや の
・ 品の仕分け
・ 作業

あり 今治(島 は ) ( ）

898-35-4680 0898-35-4681

知的・身 ・

〒799-1522　今治市 2 目5番58

月～金 　 （ 定 開所）（日・ 日・お ・ 所）　9:00～16:00

特定 営利活 法人　続ける力

20名

就労継続支援Ｂ型事業所



住　所

☎ ax

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 i -ima a i a a

写真

せとうちバス　 所から　徒歩3分

障害者総合支援法による

カ 今治

施設の特色

会社は、 リ クル 会指定業者（中 地 ）です。 分な 数が
あるので です。
就 活 には、生活支援センターあみ、支援事業所、ハローワーク、 立高
等 校（障がい者 人開 員 ー 等）、 、 事業所との連携を り
ながら、支援に力を入れ、どんどんと、社会に出 き、 利用者の 力 が
出来る様に支援しております。

作業内容

主に ン の小物の解体・分別作業です。 外しやシールはがし等の
作業です。一 ルマはありません。 々の な分 や 性を生かして楽し
作業に して いております。

あり（所によって ）

0898-35-5502 0898-35-5503

身 、 、知的、 達（ の他、 ）

〒794-0072　今治市 389番地1

月～金　9:30 15:30　 日のみ15:00 　 日9:30～12:00（ 間
による）

一般社団法人　 ン

20名

就労継続支援 型事業所



住　所

☎ ax

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（ ・日・ 日・ ・ を ）

特定 営利活 法人　かえで

20名

0898-54-5657

就労継続支援 型事業所

障害者総合支援法による

かえで ー

施設の特色

「作業型」「 とり型」の2つのグループがあり、 々の 希望や ースに合
せて 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 を高めたい方対象
「 とり型」グループ ったり楽し お仕事したい という方対象

作業内容

＜生 活 ＞
・ ンの製
・ 作業

＜生活支援＞
・3 （月3 ）
・調理（月1 ）

あり

0898-54-5657

障害 は定めていません

〒794-2301 　今治市 間 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）

h k@aria.o . .jp

写真

から徒歩 20分



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

ン ・スロッ の ・分

Ｐ や 連 の ・分

型 の ・分

利用料 送　迎 あり（市外は に ）

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.shima ami-support. om/ sima ami support@ is it o .jp

写真

　今治 　下車　徒歩20分

障害者総合支援法による

ー かけはし

施設の特色

員、利用者との交流を める に作業中、 間の中で日 生活会 で
を高め、 々の に沿った支援を行い、 かつ人 を し社会的ルー

ル、 ラル、 を身に け、 型就労や、一般社会に できる人 を生み出
してい 。

々の ン を行っている。 にはお 、 はバー キ ー、 にはカ
ラオケ、ボーリング 会、 には、 会等みんなで、 きあいあいの事業所
です。

0898-35-3605

・身 ・知的

作業内容
　　　

〒794-0072　今治市 46 番地1

月～金( 、日、 日、お 、 は 日)　9:00～16:00

会社　しまなみ ー

30名

0898-35-3425

就労継続支援Ｂ型事業所

写真や地図



住　所

☎ ax

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.shima ami-support. om/ s-kak hashi. -tor u@mo ha.o . .jp

写真

　 　下車　徒歩25分

障害者総合支援法による

ー かけはし 生

施設の特色

員、利用者との交流を める に、作業中、 間の日 生活会 で
を高め、 々の に沿った支援を行い、 かつ人 を し

社会的ルールを生み出してい 。
また 々の ン を行っている。 にはお 、 はバー キ ー、

にはカラオケやボウリング 会、 には 会等、
みんなで あいあいの事業所です。

作業内容
ン ・スロッ の ・分

Ｐ や 連 の ・分
型 の ・分

あり(市外は に )

0898-35-4147 0898-35-4148

・身 ・知的

〒794-0801　今治市 生5 目46番

月～金 ( 、日、 日、お 、 は 日)　9:00～16:00

会社　しまなみ ー

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 5 目2-39

月～金　9:30～15:30　

社会福祉法人　で・ ・か

20名

クリエ 21

作業内容

0898-22-1933 0898-35-4774

障がいのある方（主に 障がい者）

あり

・清掃作業　公園清掃を主にしています。

・内 作業　 の 入作業、タオルの などい い な内 を施設内・外で
　　　　　　しています。

・ 営　今治市総合センター1 で を 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:// uka.or.jp/ uka.htm uka uka.or.jp

写真

今治 より徒歩5分

施設の特色
障がい者の社会 、社会 を目指しています。

れやすい、集中力が続かない、 日の利用が しいなど、障がい者の方の特性
を理 し、各々にあった ー ス提供を せていた 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 i 2016 im a i

写真

　 　下車　徒歩25分

障害者総合支援法による

工房

施設の特色

・ 房を し、利用者の方に い で作業を提供しております。

・利用者の方の 調に合 せて、作業内容・ 間・ ース等 しながら めて
いきます。

・月に1 、 クリエーシ ン（ 行事・ 生日会等）を行います。

・ 々の生活の ースを 定 せ、作業や ・ クリエーシ ン等で
ケーシ ン力を身に け 型就労や一般就労に けて支援していきます。

作業内容

・ ン の の 作業（ な作業です。 ルマはないので、 分の ー
スで作業が出来ます。）

・園 作業（ 工・ 作り・ 植 を植えたり、 や草 等と れあいな
がら作品作りが楽しめます。）

・ （園 作業で作った ）

・工 品、 品等の 作り

あり（地 により ）

0898-35-4071 0898-35-4072

知的・ ・身 （ あり）

〒794-0801　今治市 生 目 番地

月～金　9:00～16:00

木 事　 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

子 の 立・ 園 の ・ 製品 み立て・アル 　　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 sato ama @ tu .o . .jp

写真

　下車　徒歩5分

施設の特色
成25 6月 間 に「 とやま」をは めました。

利用者 んは、 る ・楽し ・いきいきと作業をしています。
利用者 ん1人1人の 性が 所でありたいと っています。

作業内容

0898-54-5409 0898-54-5409

知的・ ・身

就労継続支援Ｂ型事業所

あり（今治市内は ）

〒799-2303　今治市 間 1336-1　　

月～金　 日は、月に2 出 あり（日・ 日はお み）　9:00～16:00

会社　 生

20名

障害者総合支援法による

とやま



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・製 ・製 ン（製 ・ ）

・

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 s rum h art@ ahoo. o.jp

写真

196 　 クリ ックの前　すみ ら の

「 いっ い・ いっ い」をスロー ンに、い い な障がいを持った
人達が、お いに け合いながら作業に り んでいます。

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

月～金　9:00～15:00

特定 営利活 法人　す ら ハー

20名

障害者総合支援法による

　　 ンバーの人達が、 から 成まで とつ とつ をこめて、 で
　　 の にこ る ンやお 子を作っています。

　　事業所内 （ ）・ んからどんどん・波 スー ー他、施
　　設等からの をいた いています。

あり（ 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 ・知的・

〒799-2202　今治市 甲302番地1　

す ら ハー

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 um tumu i @ ahoo. o.jp

今治 ンター ン 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

施設の特色

　社会への 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、 しい生活が送れるように、支援をいたします。
　 の中で、 来の生活を きながら、 力と 力をつけていきます。

　また、 間行事を し事業所内での食事会や外出行事、社会 を た
業 ・他事業所との交流も にしています。

作業内容

主生 活
　クッキー、ワッ ル、 他 子 の生 。

タオル の 品
　 り及び 品等の 作業・納品等。

アル リ クル作業
　アル の ・ ・納品。

作品
　 りや の製作・ 。

作り
　 とに 作りをしながら、昼食でいた きます。

あり

0898-35-3300

知的・ ・身 ・

〒794-0066　今治市高 甲1552番地1

月～金　9:00～15:00
（ ・日・ 日・8 14から8 16及び12 29から1 3は 所）

特定 営利活 法人　あした

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 5 目2番15

会社　 オリ クル今治事業所

25名

月～金 9:00～16:00 9:00～11:00 間 によるものとする
（ の 日、お 、 は 所）

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による

オリ クル今治事業所

施設の特色

施設は今治の に ど い にあり、徒歩 分の所に グランや
クス ー 今治などがあり、利 性に れた立地 にあります。

施設内は 分な を し、 で、 び びと作業出来るよう、工
しています。

事業所内に就労継続支援 型事業所が 設してあり、Ｂ型事業所で 分
な 力を身に けた利用者 んは 型事業へ就 することもあります。

作業内容

あり（希望者のみ・島 ）

0898-33-1239 0898-33-1243

主に （ ン ）の の 作業を行っています。
他に 型 の や、プラス ックの分 作業等を行っています。
作業には、納 や ルマを設けていないので、 人の 力に合 せた ー
スで、 理のない 分 によるリ クル作業を中 に行っています。

た目にも楽しい 等を 作業等で することは、ハン のある
方にも 的容 に出来る仕事です。

知的・身 ・

（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 o@sou .o . .jp

写真

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 甲301-1

月～金　9:00～15:00　（ ・日・ はお みです）

社会福祉法人　名 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 型20名、生活 12名の 事業所で
成26 12月開設事業所になります。

きな ラスで日 たりのよい開 感のある施設となっています。

作業内容

＜作業内容＞

・カッ

・ の出 、

・ 園、清掃業 などへの施設外就労

今治市内（島 を ）

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. o iti s.jp/s a uku m ishikai/i .htm h a k@so i .o . .jp

写真

内バスの 公園行 は 間行のバスにのり、 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

-mail

アクセス

なし pa -si @ a . .jp

　 　下車　徒歩10分

作業内容

月～金（ 日・お ・ は 所）　9:00～16:00

障害者総合支援法による

一般社団法人　

あり（ 料）

作業内容
施設外就労として、 業様でのタオル製品の 工、 の ・ 工・ 草

等、 園 ・ 植え、食品 工・ ック詰め等
実習として、 業様等での 実習・ 用前の実習
作業として、タオル製品の 工、 や の袋詰め・ 入・ ・シー

ル貼り等の作業

20名

0898-48-5200 0898-54-5310

工賃 を目標としながら、希望や特性等に た 支援を行っております。
施設外就労・施設外支援も り入れ、社会性を身につけるとともに、社会 に

対する ・就労への の を図ります。
利用者 んの希望に て、 型の リッ を活かし、一般就労に けて

の支援も行います。
日 生活 における様々な みや に対し、 で対 する 間を設け、 利

用者 んの 身 の 定 を目指します。

〒794-0831　今治市 6 目4番22

型事業所

ル

施設の特色

知的、 、 達

就労継続支援 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 業に就 するのが な方 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

利用者が 立した日 生活、または社会生活を営 ことができるよう就労の

会を提供するとともに、生 活 の他の活 の 会を て な支援を

行います。

2018 12月1日より、 の作業所（ 市 ）を引き い 市 へ
し たなスター をきります。

作業内容

調理配 ・調理

今治タオルの 品作業

のバリ り、 料 等、各 作業の下 け

お 製品の内 作業

作 の植 けや 等の 作業

、 車 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 の り

〒791-1136　 市 甲308番2

月～金（ 日及び み、 は 所）　9:00～16:00

特定 営利活 法人　 の

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 3 目1番地16

きあ 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/ ukia ukia -w@kurushimakai.or.jp

せとうちバス　今治 前 下車　徒歩5分

きあ ワークスは 生活 30名 就労継続支援Ｂ型10名の 事業所
で、木と を った もりのある開 感いっ いの るい施設です。
型は仕事中 の活 を行っており、施設外就労を中 として一般就労を

目指しています

施設の活 では、行事や クを楽し 会を設けています。
養バランスに配 した食事（ 理 養 による 立作成）を提供してい

ます。利用者は1日あたり300 の が れます。（食事提供
対象者）

仕事は施設外就労と受託作業が中 です。利用者の 力を仕事に 分活か

すことができるよう作業工 の 分 や、 グ等を り入れた支援を行って

います。
仕事の
・施設外就労（ 業内作業、清掃委託等）
・プリン 作業（ シ 、名入れタオル等）
・受託作業（タオル仕 （ 品 タグ け 袋入れ）、 容 の

り、 （ 品 の ）、 き（ ）、 り（ ース
ター、シ シ り等））



住　所

☎ ax

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 1 目5番23

月～金　9:00～16:00

会社　まる

20名

就労継続支援 型事業所

障害者総合支援法による

まんまる ク リー

施設の特色

「楽し 」「 」楽し きやすい施設 を し続けていきます。
生から高校までの に りながら、 々の障害特性を分 し、 し

て せる で とり とりの 性や 者の ー を か とらえ、成人
への 行がス ー にできる仕 みを します。 から成人 への一

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 （タグ け、 など）
・ の
・ ラシの り み
・ の
・清掃、 草作業などの 作業
（2018 から 作業を開 定）
楽しめる クリエーシ ン等も定 的に開 しています。

会も 開 しております。
や利用 など、 のお い合 せ までお に 連 いま

せ。
様のお に立てますようスタッ 一 、 して ります。

あり

0898-35-2763 0898-35-0654

障がいのある方（ を 持 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. uima- uu. om uima-ru@ uima-ruu. om

写真

せとうちバス　「 」 所から徒歩 7分「 」 所から徒歩 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「 立」を目指す。

仕事を中 に 々の障害に た やかな支援を行い、 れ れの 力に合った

仕事を提供してい ことで、より高い工賃を してい 。

実した生活のために 支援や社会的活 ・ 支援にも り み、

人の 立を ー してい 。

ン製 ・ 業

　　製 ・・・ ン作りをしています。 ン作りに る、 、成 等、

　　　　　　　様々な作業が ります。

　　 ・・・ きあがった ンを袋詰め・ ープ め・ との仕分け

　　 ・・・市内を中 に ンの を行っています。

ン事業（ タル ース、名 集 、出 集 ）

　　 ース・・・ （ 、お 等）の実 図を ラス ータ

　　　　　　　　　を って、 ースします。　　

　　名 集・ ・・・各 名 の 集、 。　　

　　出 集・ ・・・各 出 （ ラシ、 等）の 集、 。

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/ mu i oho@kurushimakai.or.jp

施設の特色

月～金 　 9:00～15:30　(6:30～17:30開所)
の 日、8月13日～8月16日、12月29日～1月3日は 所

社会福祉法人来島会　 の

20名

障害者総合支援法による

0898-35-4441（ の ）
0898-32-6860（クラ マン）

身 ・知的・

〒794-0813

の
( ロー ング工房クラ マン出 所）

写真

バス 3 目 から徒歩30

作業内容

0898-35-4442（ の ）
0898-32-6866（クラ マン）

今治市 2 目144-3　（ の ）
今治市 目144-1　（クラ マン出 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 作業（タオルの 品、たたみ、袋入れ）

　（ 品の ）

・ 、 ン等の

・ り（タオル、お 子）

利用料 送　迎 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

月～金　9:00～15:00　（ ・日・ 日及び・ ・お は み）

特定 営利活 法人　 こあ こ・は 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（ 性）を し、 々にあった作業内容を提供すると に、
支援、 を り入れ、利用者の方が一人でも作業ができる 作りに

め、 理な 力が できるように、 員は利用者の方を、 か りながら
支援していけるよう 掛けています。

作業内容

0898-55-8341

身 （歩行 な方）・知的

〒799-2118　今治市波 高 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 i .po oapo o@ mai . om

写真

　波 　下車　徒歩3分



今治圏域
就労移行支援事業所



住　所

☎ Fa

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

Ｈ -mail

アクセス

や 図

（施設や作業の様 など） （施設や作業の様 など）

作業内容

障害者総合支援法による

p . s i a ai.jp i- s @ s i a ai. .jp

あり

社会 法人　 会

に知的障害者ですが 体、精神の人も利用 ます。 6名

施設の特色

一般就労を目 し、日常の 、マナーや仕事の や 続 を ー ング
します。

施設外就労、企業実習をとおして就労支援を行います。

就職 会に 加し、 ハローワーク、就業・生活支援センターと連携し
人 を します。

1 行（年1 ）や花 会、 年会、 の 行事を行います。

食は園の で し、おいしい食事を食 ていた ます。（食事 ）

せと ち ス　訓練校前　下車　徒歩10分

　施設外就労や企業実習などをとおして、 場での 験を み、自分にあった仕
事を けていっても います。

せ いの製 ・・ せ い　 せ いを作っています。
　　　　　　　　　　　 の駅、産 、 ー ス アで
　　　　　　　　　　　しています。

スの加工 ・・・タオル ス、 スを り 会社に
　　　　　　　　　　　します。

せ いの 達や スの仕入 、 品の仕事もあります。

月～金　8:30～17:30

今治ワークス

〒799-1537　今治市 166番 　

0898-47-5670 0898-47-5671

就労移行支援事業所



住所

☎ FAX

開所日

運営

支援対象 定員 20名

利用料 送迎

HP E-mail

アクセス

多機能型事業所

パドル

〒794-0831　今治市八町東6丁目4番22号

施設の特色

月～金（祝日・お盆・年末年始は閉所）　9:00～16:00

0898-48-5200 0898-48-5310

○就職に向けた継続的支援（施設外支援・施設外就労・就職活動・施設内作業）
○職場定着に向けた支援　　　・就職後のフォローアップ
  ※就労実績　Ｈ27年度 9名   Ｈ28年度 8名
○ハローワーク、就業・生活支援センター、職業訓練校等、関係機関との連携
○自立や就労を目的とし、就労に必要な知識や技術を学び、訓練や職場実習等を行ってお
ります。個々の特性や目的に合わせたプログラム（概ね、２年）を組み、本人の希望や適
正に合った職場等への移行及び定着を図ります。
○就職に向けた勉強会やマナー講座、何でも話し合える茶話会などを実施しています。
○仕事をするために、生活基盤を整える支援を行います。日常生活上の様々な悩みや相談
に対し、関係機関と連携し、個別で対応します。
○当事者会Ａｎｙが立ち上がり、ご利用者様によって、ミーティング・悩み事相談などの
企画・運営を行っています。

就労移行支援事業所

障害者総合支援法による

（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

伊予富田駅　下車　徒歩10分

一般社団法人　Ｓｉｇｎ

知的、精神、発達

あり（無料）

作業内容

《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、封筒や小物類の袋詰め・封入・包装・シール貼り等の作業


