
宇和島圏域
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

〇コースター、しめ縄、糸かけ、まり作りなど手芸、工芸品制作

〇土づくり、苗植え、作物の栽培、除草作業などの農作業

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）

なし なし

宇和島バス　上谷口下車　徒歩１分

地域の就労サポートを目指して、毎日を楽しく生きたい、毎日仕事に来たい、く
りーむしちゅうに来て楽しい、そう感じて頂けるような事業所になりたいと、ス
タッフ全員で取り組んでいます。働きたい、社会に出たいと思ったら、くりーむ
しちゅうを見学に来てください。

作業内容

0895-49-1344 0895-32-6112

知的・精神・身体

就労継続支援Ｂ型事業所

あり

〒798-3302　宇和島市津島町高田甲2023-9　　　

月～金　8:30～16:00

ＮＰＯ法人　くりーむしちゅう

10名

障害者総合支援法による

かかし

施設の特色



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・喫茶店経営

・清掃業務

・除草作業

・委託作業（ラベル貼り、みかん皮剥）

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

みかんの町吉田町で地域と共にをモットーに一般企業での就労が難しい方、離職
された方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、働く場を提供すると
ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。10種類以上の作
業（生産活動）があることで、その人の適性に合せて仕事が行えます。また、ご
希望により一般就労へ向けた支援を行います。

作業内容

障害者総合支援法による

http//u-fuku-kyo.com/

障害をお持ちの方で、一般就労が困難な方 10名

あり

ＪＲ吉田駅より徒歩20分　宇和島市役所吉田支所付近

写真 写真や地図

シェイクはんど

〒799-3703　宇和島市吉田町東小路甲103番地の1　

就労継続支援Ｂ型事業所

friend-
matuno@ec5.technowave.ne.jp

0895-52-2336 0895-52-2336

月～土　9:00～16:00　（土曜日の開所日は事業所年間カレンダーに従う）

社会福祉法人　宇和島福祉協会



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

◆生産活動の提供

・菓子製造・販売（クッキー・ラスク・シフォンケーキ・パウンドケーキなど）

・農作業・リサイクル作業

◆就職に向けた支援

・関係機関との連絡・連携、就職に向けた勉強会

・就職活動の支援、職場定着に向けた支援

◆自立に向けた生活支援

・日常生活・地域生活支援

・健康管理

◆社会参加

・季節ごとの行事の実施、出店・交流会等への参加

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

働く喜びややりがいを感じながら日々の作業に取り組んでいきます。自分の役割をしっか
りと認識して一つでも多くの売り上げを目指していきます。作業を通じて生活習慣やルー
ル・マナー等を一緒に身に付けることができ、就労に向けた支援や生活支援、行事やレク
リエーションも行っていきます。

～地域で心通わせる場とするために～

【目的】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対し、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう就労の機会、生産活動及びその他の活動等の機会を提供し、
その知識及び能力の向上のために必要な指導・支援その他の便宜を適切かつ効果的に行う
ことを目的としています。

宇和島バス　岩松方面行　保田下車　徒歩15分程度

tanpopo-smile@mf.pikara.ne.jp

あり

施設の特色

支援内容

月～金（土・日・祝日及び盆・年末年始は閉所）　9:00～15:30

NPO法人　たんぽぽ

一般企業等での就職が困難な65歳未満の障害のある方 10名

障害者総合支援法による

http://tanpoposmile.sakura.ne.jp/

〒798-0077　宇和島市保田乙647番3　（旧シロキ駐車場跡地）　　

0895-49-1808

多機能型事業所

たんぽぽスマイル

0895-49-1808

就労継続支援Ｂ型事業所

保田バス停



住　所

TEL Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○縫製作業

　自販機の管理、古紙回収等

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

20名

社会福祉法人　はまゆう会

就労継続支援Ｂ型事業所

fuku_hamayu_k1@ybb.ne.jp

0895-25-7708

月～金　9:00～16:00

0895-25-7708

作業内容

きょうされんふきんの製造販売をしています。

○その他

施設の特色

はまゆう共同作業所

主に知的障害

〒798-0003　宇和島市住吉町１丁目5-27　　　

宇和島市総合福祉センターより徒歩5分

あり(無料)

○利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。
○就労の機会を提供し、工賃を支給します。
○生産活動その他の活動の機会を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行います。
○就職を希望する方には、一般就労等への移行に向けて支援します。

○育苗作業

○委託作業

種まきから出荷まで、ビニールハウスの中で花
苗を育てます。

市内の事業所からの委託作業をしています。
（タオル袋詰・クラッカーの袋詰等）

障害者総合支援法による

なし



住　所

☎ 0895-24-5159                           Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

○苗テラスを利用したベビーリーフ栽培・販売事業

○クラッカーの袋詰

○名刺印刷・年賀はがき印刷

○手芸品・工作品・絵手紙カレンダーの制作

利用料 送　迎 あり

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス フジ北宇和島店より徒歩5分　伊吹八幡神社正面左側（山田保育園跡地）

施設の特色

支援内容

当事業所は、一般企業への就労が困難な障害者に働く場所を提供するとともに、
就労に必要な知識及び能力向上のために訓練を実施し、充実した生活を送る為、
適切な支援を行います。
友達が欲しい人、家で退屈している人、就労までのステップとしてもＯＫ。
ピアさかえで仲間作りしませんか？

お気軽にピアさかえに来てください。

NPO法人　さかえ

精神・知的・身体 20名

障害者総合支援法による

なし sakae-workplace@rouge.plala.or.jp

就労継続支援Ｂ型事業所

〒798-0024　宇和島市伊吹町甲953番地　　

月～金　9:30～15:30

就労継続支援事業所

ピアさかえ

0895-24-5159     

苗テラス 

クラッカーの袋詰 



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・クッキー製造・販売

・弁当製造・販売

・パン製造・販売

・ヤマザキショップ経営

・清掃・洗濯業務

・除草作業

・農作物、米の生産・販売

・精米事業

・洗車作業

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり

（施設や作業の様子など）

http//u-fuku-kyo.com/ friend-matuno＠basil.ocn.ne.jp

写真

ＪＲ松丸駅より徒歩20分

障害者総合支援法による

施設の特色

自然豊かな松野町で地域と共にをモットーに一般企業での就労が難しい方、離職
された方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、働く場を提供すると
ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。10種類以上の作業
（生産活動）があることで、その人の適性に合せて仕事が行えます。また、ご希
望により一般就労へ向けた支援を行います。

作業内容

0895-42-1335 0895-42-1004

障害をお持ちの方で、一般就労が困難な方

月～土　9:00～16:00（土曜日の開所日は事業所年間カレンダーに従う）

社会福祉法人　宇和島福祉協会

30名

就労継続支援Ｂ型事業所 多機能型支援事業所

フレンド
〒798-2103　北宇和郡松野町豊岡4594番地　



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・小物づくり・販売（布製品：ぬいぐるみ、ティッシュ入れ　ヨーヨー

キルト外）

・雑貨づくり・販売（エコたわし　ちょこっとナイロン袋入れ　ペン立て外）

・野菜・花栽培

・弁当製造・販売

・高齢者等のお手伝いサービス

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり（要相談）

（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 hothot@ma.pikara.ne.jp

写真

宇和島自動車バス　上川停留所　徒歩5分

障害者総合支援法による

施設の特色

　自分でできる何かを一緒に探しましょう！
「働きたい」という自然な気持ちを大切に育て、生産活動や就労の機会を提供
し、障害のある方が充実した生活をおくることができるよう支援いたします。小
さな事業所だからこそできるかかわりを大切に、なごやかな雰囲気のなかで活動
をしています。

作業内容

0895-49-1455 0895-49-1455

知的・身体・精神

月～金（土日祝祭日休み）　9:00～16:00

ＮＰＯ法人　くらしのお手伝い・ほっとホット

20名

就労継続支援Ｂ型事業所 ほっとホット

〒798-1322　北宇和郡鬼北町大字上川606番地2　　



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

木～火（シフトによる交代制）　9:00～16:00

ＮＰＯ法人　ひだまり工房

15名

0895-45-0２38

みもざ

施設の特色

　
〇みもざでは、パン作り・販売をしています。生地を作るところから、成形・焼
き上げまでのパン作り、店内や曜日ごとに決めたルートを回る外売りをしていま
す。
お一人おひとり個性が違うように障がいもそれぞれです。現在、働いてくださっ
ているスタッフさん、一人ひとりが職場での主役となり、欠かせない存在となっ
て頑張ってくださっています。

作業内容

〇みもざパン
【パン業務】
接客（レジ打ち等）、製パン作業、パンの袋詰め、シール貼り、鉄板等の掃除、
洗い物、販売・配達、チラシ作り等のパソコン作業　等
【モーニング・ランチ】
接客（注文対応・レジ打ち等）、商品の陳列、調理、ドリンク、盛り付け、
材料の買い出し、洗い物、デザート作り（ケーキ・プリン等）、掃除、
売上の集計　　等

0895-45-0138

知的・精神・身体（肢体不自由を除く）

〒798-1343     北宇和郡鬼北町大字近永81番地１

あり

就労継続支援Ｂ型事業所

http://ameblo.jp/hidamari-koubou-au12/ office_1@hidamari-koubou.jp

ＪＲ近永駅　宇和島バス　本町停留所　下車　徒歩7分

障害者総合支援法による

ひだまり工房



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

（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://tensyaen.sakura.ne.jp/ yatusika@mail.netwave.or.jp

写真

・ＪＲ宇和島駅より徒歩約8分
・宇和島自動車「和霊元町」にて下車　徒歩1分

障害者総合支援法による

八つ鹿工房　和霊

施設の特色

・個人病院を改築し、Ｈ11年に知的障害者通所授産施設八つ鹿工房として、
　全国的にも珍しい陶器製品作りを主な授産作業とする通所施設として
　開設しました。
・和霊公園に程近い、国道56号線沿いにあり、ＪＲ・バスといった公共
　交通機関で利用される方にも便利の良い立地です。（オレンジ色の看板
　が目印です！）
・新法移行後も陶器製品作りを主な生産活動品目とし、宇和島市近辺の道
　の駅・温泉などの観光地で製品を販売しています。
・生産活動以外では、就業に向けた学習の機会の提供、休日をつかった
　レクリエーション、社会見学旅行、展示会（年2回）などの行事を行っ
　ております。

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

①陶器製品作り
　・牛鬼、闘牛といった地元ならではの置物
　・干支の置物・地蔵やカエル、ふくろう等の癒し系置物
　・花器
　・コーヒーカップ、皿等の日用雑器類作り

②委託作業

あり（希望者のみ・無料）
＊待ち合わせ場所は要相談

0895-25-0725

身体・知的・精神障がい者

〒798-0015　宇和島市和霊元町2丁目4-27

0895-25-0728

　

平日（土・日・祝・祭日、開所する事もあり）　9:00～16:00

社会福祉法人　八つ鹿会

15名

学習の時間の様子 手作り作業の様子 



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://yuinosato.com/ yui7128@ybb.ne.jp

写真

宇和島自動車路線バス　増田口バス停下車　徒歩5分
土居仲バス停下車　徒歩10分

月～金　9:00～16:00（ただし土・日・祝祭日も開所とする事がある）

ＮＰＯ法人　結の会

30名

ゆいの里では知的・身体・精神のすべての障がい者を対象として､自立と社会参加
をすすめるため､障がい者の働く機会の提供と障がい者が地域で生活する環境づく
りなどを目指しながら、障がい者と健常者が共生できる社会の推進に寄与すること
を目的として、主によもぎを中心に農産品、加工食品の生産活動をしています。

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者総合支援法による あり（無料）

作業内容

0895-20-7128 0895-20-7128

精神・知的・身体

〒798-1124　宇和島市三間町増田20

ゆいの里

施設の特色

柑橘類の発送作業

よもぎ事業

季節に合わせた和菓子や洋菓子、

柑橘ジュースを使ったみかんゼリー

を作って販売。

加工場事業

柑橘事業

農産・委託事業

柑橘の選別、箱詰め、出荷

を行います。

みかんジュースも販売

よもぎの栽培、収穫を行い

手作業でよもぎ湯を作っています

農産事業では、季節に合わせた野菜作

り、ビニールハウスでは春菊などを栽培。
委託事業では、みかんの収穫や畑仕事、
草刈りなどの作業を行います。



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

・松野町内にある虹の森公園のやすらぎゾーン及びトマトハウス、駐車場の清掃

　作業の委託業務を請け負っています。

・松野町内にある高齢者施設の清掃作業業務及び厨房業務の委託

・内部作業として松野町農林公社からの委託によりハウスにてパンジー、ビオラ等

　の花を育てています。

・内部作業として烏骨鶏を200羽程度育てて卵の販売をしています。

・内部作業として手芸品を作成し販売しています

・内部作業として「虹の森工房」からの委託により加工の品の

　袋詰め、箱詰め作業をしています。

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

写真

なし

ＪＲ松丸駅より徒歩10分

就労支援事業所「よつば」

施設の特色

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

0895-20-5721

【就労支援】
・通所により本人の能力に合った仕事の支援を行います。
・ご利用者様、ご家族のご意見を交えながら家庭生活の支援も行います。
・ご希望により金銭管理を一緒に行って行きます。
・就労支援事業所「よつば」では利用して頂いている方がより多くの収入を得られ
　るように障害年金２級+工賃をたして１０万円を目指しています。仕事を通して
　人間関係や社会勉強が出来るように支援を行います。

重要事項説明書に記載 あり

20名

0895-20-5728

〒798-2101　北宇和郡松野町大字松丸589番地1　　　

月～金　8:30～15:30（月により土曜日あり）

ＮＰＯ法人　みこと会

知的障害、精神障害、身体障害（肢体不自由除く）
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