
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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