
宇摩圏域
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 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒799-0702　四国中央市土居町小林1785-1　　

月～金　9:00～15:30

ＮＰＯ法人　今人倶楽部

10名

インクルーシブセンター
いまじん

就労継続支援Ｂ型事業所

0896-74-2991 0896-74-6910

施設の特色

一般企業等での就労が困難な方の働く場として、パン工房・菓子工房「ともむ
ぎ」を運営しています。知識および能力の向上のために必要な練習やサポートを
行っていますが、 初はそれぞれが出来ることからスタートします。その後、そ
の人ができること、やりたいことをメインに仕事として組み入れていきます。

障害福祉サービス受給者証をお持ちの方（障害種別を問わない）

作業内容

パン工房「ともむぎ」では、少しのイーストと自家製天然酵母のパンを長時間低
温発酵させ作っています。作業内容としては、生地の仕込み、分割成形、袋詰
め、販売のための準備、販売等です。シフォンケーキ、せんべい等の製造も計量
から始まり焼成、袋入れまでの仕事があります。クッキーは、パンの製造後、生
地作りや型抜き、袋入れ等を行っています。
対面販売として、四国中央市役所内「だんだん」や福祉事業所等に出向いていき
販売します。また、四国中央市内のＪＡ産直市や病院の売店には委託販売をお願
いしています。
菓子工房「ともむぎ」では、パウンドケーキ・マドレーヌ・マフイン・クッキー
等のお菓子を、メンバーそれぞれが得意な商品を日替わりで作っています。

障害者総合支援法による

http://imagine-npo.com info@imaｇine-npo.com

瀬戸内バス　根々見　下車　徒歩1分

（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）

写真



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○ゆーみん　　・・・パンの製造・販売作業で、ステップの主たる作業です。

　　　　　　　　　　毎日、手作りのパンを製造し、店舗や市内の各所で販売

　　　　　　　　　　しています。

○施設外就労①・・・高齢者施設でのシーツ交換や給食下膳の補助等の作業に

　　　　　　　　　　取り組んでいます。

○施設外就労②・・・四国中央市役所・四国中央市子ども若者発達支援センター

　　　　　　　　　　パレット内の廊下、トイレの美装作業に取り組んでいます。

○紙加工作業　・・・施設内で行う作業で、折紙製品の商品まで作る加工作業

　　　　　　　　　　を行っています。

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒799-0101　四国中央市川之江町2472-1　

就労継続支援Ｂ型事業所 ステップｂｙすてっぷ

stepbystep@rice.ocn.ne.jp

0896-59-1370 0896-56-2680

月～金（土・日・祝日・及びお盆・年末・年始は閉所　※土は1回／月程度開所
日あり）　9:00～16:00

社会福祉法人　澄心

就労を希望する６５歳未満の障害者 10名

あり（無料：旧川之江、三島地域）

施設の特色

○工賃の向上を目標としながら、利用者の希望や特性などに応じた個別支援、
　就労活動を行っています。
○さまざまな施設外での作業も取り入れ、社会性を身につけるとともに社会
　参加に対する意欲を高める支援を行っています。
○利用者の希望に応じて、一般就労に向けての支援も他機関と連携しながら
　取り組んでいきます。
○適時、心身のリフレッシュを目的とし余暇活動も行っています。

作業内容

障害者総合支援法による

JR川之江駅から徒歩10分

なし



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

　・事業所が二つに分かれており、内職中心の事業所と、お弁当の製造を主に

　　行っている事業所があります。両事業所とも温かな雰囲気の中で、作業を

　　進められています。

【目的】

　　　一般就労は無理だけど少しからでも働いて報酬を得たり、作業を通して

　　　他の人とコミュニケーションをとりながら継続して通えるようにする。

【施設内作業】

　　1）紙製品等の内職

　　2）お弁当製造に伴う補助作業

【施設外就労】 　　< 紙製品の内職 >

　　1）レタス農場（ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内）

           での苗の定植

      < レタスの定植 >

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

クリスマスパーティ

すまいるライフ

〒799-0431　四国中央市寒川町１４６８-１

就労継続支援Ｂ型事業所

smile_life_0621@yahoo.co.jp

0896-22-3245 0896-22-3239

月～金（土・日・祝日・年末年始・お盆　閉所）　9:30～15:30

ライトフーズ　株式会社

簡単な作業や一般就労を希望される方で、受給者証をお持ちの方 20名

ＪＲ伊予寒川駅から徒歩約２５分
松山道土居ＩＣより車で約１０分

写真

（施設や作業の様子など）

施設の特色

作業内容

障害者総合支援法による あり

年内に出来上がる予定



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○施設外就労①・・・市の第三セクターである新宮霧の森「やまびこ」で、銘菓

　　　　　　　　　　「霧の森大福」の箱折り作業やコテージの清掃等に取り組

　　　　　　　　　　んでいます。

○施設外就労②・・・障害者支援施設での廊下、トイレ、浴室等の館内の清掃

　　　　　　　　　　作業に取り組んでいます。

○施設外就労③・・・四国中央市、子ども若者発達支援センター「パレット」の

　　　　　　　　　　フロア、トイレ等の館内の清掃作業に取り組んでいます。

○紙製品の　　・・・事業所内で行う内職作業で、主に紙製品を袋や箱に詰め

　　　梱包作業　　　たり、シール貼りなどの作業を行っています。

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

写真

なし

就労を希望する65歳未満の障害者 10名

あり（無料）四国中央市内

（施設や作業の様子など）

施設の特色

○利用者の特性に応じた個別支援や就労活動を行っています。軽作業を通して
　自分でできることを見つけ取り組んでいく中で、自信や意欲に繋がるよう支援
　を行っています。
○施設外での作業も取り入れ様々な人と関わる中で、社会性を身につけ社会参加
　に対する意欲を高める支援を行っています。
○利用者ご本人、ご家族の希望があれば一般就労に向けての支援も他機関と連携
　しながら取り組んでいきます。
○適時、心身のリフレッシュを目的とし、レクリエーションや外出など余暇活動
　も行っています。

作業内容

障害者総合支援法による

せとうちバス　豊田バス停　下車　徒歩10分

〒799-0432　四国中央市豊岡町大町1412-1

たのしみ就労継続支援Ｂ型事業所

ｔａｎｏｓｈｉｍｉ＠ｔｕｎｅ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ

0896-25-3620 0896-25-3620

月～金（土日及び年末・年始は閉所） 9:30～16:00

社会福祉法人　澄心

至土居

豊
岡
モ
ー

タ
ー
ス

至三島

JAスタン

豊岡台病院

国道11号

YAMAH

当事業所



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

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）

なし miyone@cosmostv.jp

写真

JR寒川駅より徒歩10分

施設の特色

「明るく、楽しく、毎日作業ができる施設」を目指して、利用者と共に、職員一
同日々の活動に取り組んでいます。
ワード、エクセル、イラストレーター、フォトショップの勉強ができます。
余暇活動を充実させており、イオンでの買い物、カラオケなどを実施していま
す。
見学、実習を随時行っています。お気軽にお電話下さい。

作業内容

・ゆず、レモンなどの内果皮を取り除き、ピーラーで外皮を削るトリミング作業

・封筒の袋詰めなどの内職作業

・パソコンを使った印刷物の作製

0896-25-9200 0896-25-9200

あり（四国中央市内）

障害種別は定めていません

〒799-0431　四国中央市寒川町４１１４　　　

月～金　9:00～15:00

ＮＰＯ法人　愛媛ワーキングシフト

20名

障害者総合支援法による

ミヨーネファクトリー



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

多機能事業所ということもあり、就労に関する様々なニーズに対応することが

できます。内職や施設外就労の作業を行うことで、居場所や工賃を得ること、

生活リズムを整えることを目的としています。

・施設内では紙製品を中心とした内職作業と、おにぎり等の自主製品の製造を

　行っています。

・施設外就労では病院や公園、市役所の清掃作業を行っています。

利用料 送　迎 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

障害者総合支援法による

JR伊予三島駅より徒歩10分

なし yu-yu2004@royal.ocn.ne.jp

0896-24-4006 0896-22-3116

〒799-0422　四国中央市中之庄町542　　　

障害福祉サービス事業所

ゆうゆう
就労継続支援Ｂ型事業所

施設の特色

作業内容

月～土　9:00～17:00

社会福祉法人　光と風

20名障害種別は定めていません

開所曜日、時間は月曜日～土曜日　9時～17時

※利用日や時間は、午前や午後のみの利用、週に1回からの利用でも構いません。　



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

〒799-0405　四国中央市三島中央3丁目14-34　

月～金　9:30～15:00

特定非営利活動法人　ぷかぷか

4ぶんの3就労継続支援Ｂ型事業所

0896-22-3522 0896-22-3522

（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 bgata4bunnno3@athena.ocn.ne.jp

写真

JR伊予三島駅下車　徒歩3分

なし

知的 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

　
　　　　　　【この街で生まれ、この街で生きていきたい】

　障害があっても自分らしくありのままでいられる居場所。
　時間をかけて、働く喜びを感じることができるところ。

　季節やニーズに応じたいろいろな雑貨づくりの中で、自分にあった作業を
　一緒に見つけていきます。

作業内容

・手作りはがき（牛乳パックのフィルムをはがす。ミキサーにかける。
　紙をすく。アイロンをかける。等）
・トートバック（利用者さんが毎日好んで描く絵をプリントする。毛糸で、
　縁取りステッチをする。）
・コットンボール（風船を膨らます。糸を巻く。等）
・くるみボタン（型紙をとる。布を切る。ボタンをくるむ。等）
・松ぼっくりツリー（松ぼっくりの種を取る。色を塗る。飾りをつける。等）
・三角ポーチ（ファスナーをつける。ミシンをかける。等）
・キャンドル（ロウを溶かす。色をつける。型に流す。等）
・デコパージュ石鹸（型紙を取る。デコパージュ液で石鹸に貼りつける。等）
・セメント鉢（セメントと水を混ぜる。型に流す。枠をはずす。等）
・その他

伊予三島駅

４ぶんの３駐車場７・８・９・１６番

℗
４ぶんの３
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