
市町村 事業所名 事業種別 ページ数

帯広市 あいとう 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 7

帯広市 いきものがかり 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 8

帯広市 えーる 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 9

帯広市 帯広ケア・センター 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 10

帯広市 帯広はちす園 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 11

帯広市 就労継続Ｂ型きずな 就労継続支援Ｂ型 12

帯広市 くさなぎ農園 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 13

帯広市 クローバー 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 14

帯広市 幸福村 就労継続支援Ｂ型 15

帯広市 ココスマイル 就労継続支援Ｂ型 16

帯広市 ジャムジャム 就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型 17

帯広市 しんかーず 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 18

帯広市 てのひら 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 19

帯広市 十勝あすなろ会 就労継続支援Ａ型 20

帯広市 和幸 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 21

帯広市 café ikoi 就労継続支援Ａ型 22

帯広市 街のパン屋さん 就労継続支援Ａ型 23

帯広市 十勝ベーグル 就労継続支援Ａ型 24

帯広市 トリノ 就労継続支援Ａ型 25

帯広市 ハーモニーアネックス 就労継続支援Ａ型 26

帯広市 ＬＩＦＥ 就労継続支援Ａ型 27

帯広市 愛里の会 就労継続支援Ｂ型 28

帯広市 スタイルとかち 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 29

帯広市 啐琢童子 就労継続支援Ｂ型 30

帯広市 大作 就労継続支援Ｂ型 31

帯広市 ちあファクトリー 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 32

帯広市 ちあクラフト 就労継続支援Ｂ型 33

帯広市 とかち共同作業所 就労継続支援Ｂ型 34

帯広市 光り園 就労継続支援Ｂ型 35

帯広市 フリッパー 就労継続支援Ｂ型 36

帯広市 まるしぇ・ぶどう 就労継続支援Ｂ型 37

帯広市 ゆうき 就労継続支援Ｂ型 38

帯広市 ワークサポートふれあい 就労継続支援Ｂ型 39

帯広市 朋友舎 就労継続支援Ｂ型 40

帯広市 ワークセンターはまなす 就労継続支援Ｂ型 41

帯広市 ワークフロア清柳 就労継続支援Ｂ型 42

幕別町 笑心。 就労継続支援Ｂ型 43

幕別町 ＰＰＣ 就労継続支援Ｂ型 44

幕別町 ひまわりの家 就労継続支援Ｂ型 45

幕別町 幕別あすなろ会 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 46

音更町 更葉園 就労継続支援Ｂ型 47

音更町 クローバーベリー 就労継続支援Ｂ型 48

音更町 デイセンターばんせい 就労継続支援Ｂ型 49

池田町 クローバー共同作業所 就労継続支援Ｂ型 50

池田町 こんぱす 就労継続支援Ｂ型 51

芽室町 オークル 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 52

芽室町 九神ファームめむろ 就労継続支援Ａ型 53

芽室町 うたげ 就労継続支援Ｂ型 54

資源マップ　目次
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清水町 旭山農志塾 就労継続支援Ｂ型 55

清水町 御影農志塾 就労継続支援Ｂ型 56

新得町 わかふじ寮 就労継続支援Ｂ型 57

新得町 わかふじワークセンター 就労継続支援Ｂ型 58

新得町 ココロコ十勝 就労継続支援Ａ型 59

中札内村 ワークセンターふれんず 就労継続支援Ｂ型 60

中札内村 指定就労継続支援Ａ型事業所　かしわ 就労継続支援Ａ型 61

広尾町 ゆうゆう舎 就労継続支援Ｂ型 62

士幌町 しほろほのぼのホーム共同作業所 就労継続支援Ｂ型 63

本別町 ほんべつ　つつじの園 就労継続支援Ｂ型 64

本別町 ワークステーションわくわく 就労継続支援Ｂ型 65

本別町 ラムピリカ 就労継続支援Ｂ型 66

足寄町 あしょろ地域共同作業所ふれあいホーム 就労継続支援Ｂ型 67

足寄町 ふれあい共同作業所 就労継続支援Ｂ型 68

陸別町 みどりの園 就労継続支援Ｂ型 69
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就労継続支援Ａ型事業所
帯広市 十勝あすなろ会 就労継続支援Ａ型 20

帯広市 café ikoi 就労継続支援Ａ型 22

帯広市 街のパン屋さん 就労継続支援Ａ型 23

帯広市 十勝ベーグル 就労継続支援Ａ型 24

帯広市 トリノ 就労継続支援Ａ型 25

帯広市 ハーモニーアネックス 就労継続支援Ａ型 26

帯広市 ＬＩＦＥ 就労継続支援Ａ型 27

芽室町 九神ファームめむろ 就労継続支援Ａ型 53

新得町 ココロコ十勝 就労継続支援Ａ型 59

中札内村 指定就労継続支援Ａ型事業所　かしわ 就労継続支援Ａ型 61

就労継続支援Ｂ型事業所
帯広市 就労継続Ｂ型きずな 就労継続支援Ｂ型 12

帯広市 幸福村 就労継続支援Ｂ型 15

帯広市 ココスマイル 就労継続支援Ｂ型 16

帯広市 愛里の会 就労継続支援Ｂ型 28

帯広市 啐琢童子 就労継続支援Ｂ型 30

帯広市 大作 就労継続支援Ｂ型 31

帯広市 ちあクラフト 就労継続支援Ｂ型 33

帯広市 とかち共同作業所 就労継続支援Ｂ型 34

帯広市 光り園 就労継続支援Ｂ型 35

帯広市 フリッパー 就労継続支援Ｂ型 36

帯広市 まるしぇ・ぶどう 就労継続支援Ｂ型 37

帯広市 ゆうき 就労継続支援Ｂ型 38

帯広市 ワークサポートふれあい 就労継続支援Ｂ型 39

帯広市 朋友舎 就労継続支援Ｂ型 40

帯広市 ワークセンターはまなす 就労継続支援Ｂ型 41

帯広市 ワークフロア清柳 就労継続支援Ｂ型 42

幕別町 笑心。 就労継続支援Ｂ型 43

幕別町 ＰＰＣ 就労継続支援Ｂ型 44

幕別町 ひまわりの家 就労継続支援Ｂ型 45

音更町 更葉園 就労継続支援Ｂ型 47

音更町 クローバーベリー 就労継続支援Ｂ型 48

音更町 デイセンターばんせい 就労継続支援Ｂ型 49

池田町 クローバー共同作業所 就労継続支援Ｂ型 50

池田町 こんぱす 就労継続支援Ｂ型 51

芽室町 うたげ 就労継続支援Ｂ型 54

清水町 旭山農志塾 就労継続支援Ｂ型 55

清水町 御影農志塾 就労継続支援Ｂ型 56

新得町 わかふじ寮 就労継続支援Ｂ型 57

新得町 わかふじワークセンター 就労継続支援Ｂ型 58

中札内村 ワークセンターふれんず 就労継続支援Ｂ型 60

広尾町 ゆうゆう舎 就労継続支援Ｂ型 62

士幌町 しほろほのぼのホーム共同作業所 就労継続支援Ｂ型 63

本別町 ほんべつ　つつじの園 就労継続支援Ｂ型 64

本別町 ワークステーションわくわく 就労継続支援Ｂ型 65

本別町 ラムピリカ 就労継続支援Ｂ型 66

足寄町 あしょろ地域共同作業所ふれあいホーム 就労継続支援Ｂ型 67

足寄町 ふれあい共同作業所 就労継続支援Ｂ型 68

陸別町 みどりの園 就労継続支援Ｂ型 69

事業所種別毎　目次
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多機能型（就労移行支援・就労継続支援Ａ型事業所）
帯広市 くさなぎ農園 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 13

帯広市 しんかーず 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 18

帯広市 てのひら 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 19

多機能型（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型事業所）
帯広市 あいとう 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 7

帯広市 いきものがかり 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 8

帯広市 えーる 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 9

帯広市 帯広ケア・センター 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 10

帯広市 帯広はちす園 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 11

帯広市 クローバー 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 14

帯広市 和幸 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 21

帯広市 スタイルとかち 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 29

帯広市 ちあファクトリー 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 32

幕別町 幕別あすなろ会 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 46
芽室町 オークル 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 52

多機能型（就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型）
帯広市 ジャムジャム 就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型 17
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市町村 事業所名 事業種別 ページ数

帯広市 あいとう 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 7

帯広市 愛里の会 就労継続支援Ｂ型 28

清水町 旭山農志塾 就労継続支援Ｂ型 54

帯広市 いきものがかり 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 8

芽室町 うたげ 就労継続支援Ｂ型 53

帯広市 えーる 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 9

幕別町 笑心。 就労継続支援Ｂ型 43

芽室町 オークル 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 51

帯広市 帯広ケア・センター 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 10

帯広市 帯広はちす園 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 11

中札内村 指定就労継続支援Ａ型事業所　かしわ 就労継続支援Ａ型 60

帯広市 café ikoi 就労継続支援Ａ型 22

帯広市 就労継続Ｂ型きずな 就労継続支援Ｂ型 12

芽室町 九神ファームめむろ 就労継続支援Ａ型 52

帯広市 くさなぎ農園 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 13

帯広市 クローバー 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 14

池田町 クローバー共同作業所 就労継続支援Ｂ型 49

音更町 クローバーベリー 就労継続支援Ｂ型 47

帯広市 幸福村 就労継続支援Ｂ型 15

音更町 更葉園 就労継続支援Ｂ型 46

帯広市 ココスマイル 就労継続支援Ｂ型 16

新得町 ココロコ十勝 就労継続支援Ａ型 58

池田町 こんぱす 就労継続支援Ｂ型 50

帯広市 ジャムジャム 就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型 17

帯広市 しんかーず 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 18

帯広市 スタイルとかち 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 29

帯広市 啐琢童子 就労継続支援Ｂ型 30

帯広市 大作 就労継続支援Ｂ型 31

帯広市 ちあクラフト 就労継続支援Ｂ型 33

帯広市 ちあファクトリー 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 32

本別町 ほんべつ　つつじの園 就労継続支援Ｂ型 63

音更町 デイセンターばんせい 就労継続支援Ｂ型 48

帯広市 てのひら 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 19

帯広市 十勝あすなろ会 就労継続支援Ａ型 20

帯広市 とかち共同作業所 就労継続支援Ｂ型 34

帯広市 十勝ベーグル 就労継続支援Ａ型 24

帯広市 トリノ 就労継続支援Ａ型 25

帯広市 ハーモニーアネックス 就労継続支援Ａ型 26

幕別町 ＰＰＣ 就労継続支援Ｂ型 44

帯広市 光り園 就労継続支援Ｂ型 35

幕別町 ひまわりの家 就労継続支援Ｂ型 45

帯広市 フリッパー 就労継続支援Ｂ型 36

足寄町 ふれあい共同作業所 就労継続支援Ｂ型 67

足寄町 あしょろ地域共同作業所ふれあいホーム 就労継続支援Ｂ型 66

帯広市 朋友舎 就労継続支援Ｂ型 40

士幌町 しほろほのぼのホーム共同作業所 就労継続支援Ｂ型 62

幕別町 幕別あすなろ会 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 46

帯広市 街のパン屋さん 就労継続支援Ａ型 23

帯広市 まるしぇ・ぶどう 就労継続支援Ｂ型 37

清水町 御影農志塾 就労継続支援Ｂ型 55

陸別町 みどりの園 就労継続支援Ｂ型 68

帯広市 ゆうき 就労継続支援Ｂ型 38

あいうえお順　目次
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広尾町 ゆうゆう舎 就労継続支援Ｂ型 61

帯広市 ＬＩＦＥ 就労継続支援Ａ型 27

本別町 ラムピリカ 就労継続支援Ｂ型 65

帯広市 ワークサポートふれあい 就労継続支援Ｂ型 39

本別町 ワークステーションわくわく 就労継続支援Ｂ型 64

帯広市 ワークセンターはまなす 就労継続支援Ｂ型 41

中札内村 ワークセンターふれんず 就労継続支援Ｂ型 59

帯広市 ワークフロア清柳 就労継続支援Ｂ型 42

新得町 わかふじ寮 就労継続支援Ｂ型 56

新得町 わかふじワークセンター 就労継続支援Ｂ型 57

帯広市 和幸 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 21

6/69



利用者状況

作成日　　　平成28年2月24日

事業所名 あいとう

事業種別 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所B型

登録人数1名（空き状況5名） 登録人数24名（空き状況0名）

定員

開所日・時間 8：30～16：00

送迎の有無 無し

6名 24名

独自の取り組み

住所・連絡先

〒080-2475　帯広市西25条南4丁目7-2
ＴＥＬ・ＦＡＸ　0155-37-2881
e-mail： aitou_shuurou@obifuku.jp

食事の有無 無し

工賃 日給650名（平均工賃14,625円）

作業内容

・マンション清掃(帯広市内・音更町・幕別町）
・草刈り(帯広市内公園など）
・雑貨品の作成（ポストカード、手作りキャンドル、ポチ袋な
ど）
・荷物出し（遺品整理）
・除雪

・職場生活ルール
（あいさつ、礼儀、返事、報
告、上下関係等）習得
・面接の練習
・ハローワーク求人検索同行

・レク研修
（年４回：施設見学等）
・室内作業、外作業希望に沿っ
てメニューを提供
※室内作業は、市民プラザ六中
内で行います
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利用者状況

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名

事業種別 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所Ｂ型

1日平均　4～5名利用 1日平均　12～13名利用

定員

開所日・時間 8:00～16:00

送迎の有無 有り

10名 30名

独自の取り組み

・工賃に関しては｢期間ベースアップ方式｣を取り、仕事の能力に関係なく｢続
ける｣事を重視している。
・移動動物園の請負・実施
主に老人施設や保育所に普段世話をしている動物たちを連れていき実際に動
物のかわいさや温かさなどを感じてもらいプロとしての自覚を持ってもらう
・当社支援員は“福祉業だけの就労経験者”がいなく、様々な業種経験があ
り他業種との交流が盛んであることから様々な中小企業会などにも積極的に
参加することで沢山の一般企業の情報が入ってきます。そこで我々が障害者
福祉業であることにとても関心をもって頂いていて、さらには障害者雇用の
相談等も受け、パイプ役をした実績もあります。このような一般企業とのつ
ながりを強みにし障害者雇用を促進していきます。

住所・連絡先

〒080-0011　帯広市西1条南7丁目4番地
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-99-1082

食事の有無 有り（100円）

工賃 時給　就労継続支援Ｂ型２００円～３５０円　　就労移行支援２００円～５００円　

作業内容

・ 仕事を行う上での基本を学ぶ
マニュアル化された動物の世話（ペットのケージの清掃、えさやり）
等をとおして、適切に順序良く作業を進行していく事を学びます。
・ ペットホテルにて動物のお世話を行う。
動物の気持ちを考えながら仕事（散歩サービス、ホテル管理）をする
ことにより、思いやりの心を学ぶ。
・接客
接客は挨拶から始まり、次に相手の要望を聞き入れそれに答えるのが
基本になります。一般的企業で対人関係無しで行う仕事はほとんど無
いのが現状なので、支援員と一緒に接客することをとおして一般就職
した際、人間関係を円滑に進める為の事を学びます。
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住所・連絡先

〒080-0013　帯広市西9条南27丁目14番地
ＴＥＬ　0155-67-1245　　ＦＡＸ　0155-67-1246

工賃 時給293～748円　　月給～８万円 月額約１万～約５万程度　

作業内容

・リネン折り込み、結束、枚数管理、カート管理
・PC作業、事業所清掃、企業実習、お弁当調理・配達、畑作業

独自の取り組み

・評価式（自己理解と他者理解のすり合わせ）10段階評価～工賃・
給与について本人とスタッフ4名で採点し、スタッフは主観が入らな
いように平均値を出す。段階に合わせた時間工賃を支給する。

開所日・時間 1/1・2・3のみお休み　9:00～17:30

送迎の有無 有り

食事の有無 有り　１食１００円

利用者状況 登録者6名　H28/4/1～ 登録者2名　H28/4/1～

定員 6名 14名

作成日　　　平成28年3月31日

事業所名
多機能型就労支援事業所

えーる

事業種別 就労移行支援事業所あうら 就労継続支援事業所B型えーる
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利用者状況

作成日　　　平成27年12月28日

事業種別 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所Ｂ型

登録者32名
（お待たせしないで利用が出来

ます）

登録者35名
（お待たせしないで利用が出来

ます）

事業所名 帯広ケア・センタ－

定員

開所日・時間 月曜～金曜　隔週土曜（多彩なプログラムや季節行事有り）

送迎の有無 有り（各市町村の交通費助成が利用出来ます）

20名 20名

独自の取り組み

住所・連絡先

089-1182　帯広市川西町西1線47－2
ＴＥＬ　0155－59－2739 　 FAX　0155－59－2990
Ｅ－mail ：obi-care@grace.ocn.ne.jp

食事の有無 有り（200円）

工賃

作業内容

十勝に暮らせてよかったな～と実感できる農業は、花や野菜の
種まきから始まり、畑の除草、収穫・販売まで、シーズンを通
して多様な活動を行います。またビニールハウス内ではトマト
やサツマイモ等こだわりの栽培を行っています。お花の苗は、
帯広市等から６万本受注し納期に合わせて出荷をしています。
市役所１１階・帯広市図書館の喫茶コーナーの他、電信通り商
店街の飲食店でも働くことが出来ます。食品加工部では、ごぼ
う茶、手作り豆腐、自家焙煎コーヒー等を手がけています。

時給　平均330円

就職に向けた準備は個別にプログ
ラムを組み立てます。特に企業実
習はジョブコーチの経験のあるス
タッフが対応できることから、就
活を強力にバックアップしていき
ます。就職後のフォローも自信が
あります。（平成２６年度は１１
名就職実績あります）

他社ではできない生産から加
工・販売飲食店メニューまでの
一貫した活動はモノづくりへの
熱意のあるスタッフが、皆さん
の日中活動を豊かにしてくれま
す。また、Ｂ型からでも就職支
援を受けることもできます。
（毎年１名実績あります）
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独自の取り組み

・ＪＡ大正((株)三協ロジスティック)での就労者が多い。三協ロ
ジスティックと利用者、事業所にてアセスメントを行い、マッ
チできれば雇用となる仕組みができている。
・同一法人内で相談支援事業所やグループホーム等が併設され
ているため利用者のニーズに沿ったサービスの提供が図れてい
る。

住所・連絡先

０８９－１２４２　帯広市大正町東1線102番地１
ＴＥＬ　０１５５-６４-５０４４　ＦＡＸ　０１５５-６４-５
２６１

食事の有無 有(1食円283円)

工賃 時給100円(平成27年度実績　売り上げに応じて変動があります)

作業内容

・パン製造
・災害備蓄用フリーズドライビスケット一次加工
・菌床椎茸栽培
・公園管理作業(草刈り、環境整備、花壇整備)
・施設外実習(6月～10月大根選果作業)
・委託作業(草刈り、長芋堀り)

定員

開所日・時間 月曜日～金曜日　9：00～16：00(日祝休み/月によっては土曜日も稼働)

送迎の有無 有(無料)帯広市内が主となっています

6名 23名

利用者状況

作成日　　　平成28年4月1日

事業所名 帯広はちす園

事業種別 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所Ｂ型

   登録者6名
(現在は定員に達しています)

登録者23名
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きずな本部

きずな西

利用者状況 （お待たせしないで利用できます）

作成日　　　平成28年1月16日

事業所名 就労継続支援Ｂ型 きずな

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日　　9：00～15:00

送迎の有無 有り（市内片道10キロ程度は無料）

食事の有無 有り（無料）

工賃 日給　900円

作業内容

・クリーニング店用のハンガー洗浄作業（クリーニング店から回収
したハンガーを洗浄、種類ごとに仕分けをし検品後、梱包して納品
します）
・ＤＭ便の配達業務（事業所を拠点に半径5キロほどの住宅、企業
にＤＭを配達しています。朝届いた荷物を地図で確認しながらルー
トを決め班に別れて配達してます）
そのため、業務委託による清掃業務や事業所内でできる軽作業を請
けおっております。

独自の取り組み

親睦を深める意味でレクリエーション行事（花見・パークゴルフ・
足湯等）の行事を取り入れ、リフレッシュを図っています。
また、室内作業、室外作業に分け、室内作業は座って出来る軽作業
を行い、室外作業は体を動かせる作業があり1人ひとりの状況や能
力に合った作業内容を日々取り組み、社会に置いて必要とされる存
在であることを感じられるように支援を行っています。

住所・連絡先

〒080-0018　帯広市西8条南4丁目7番地
ＴＥＬ　0155-66-4419　　ＦＡＸ　0155-66-4467

〒080-0021　帯広市西11条南15丁目4番地
ＴＥＬ　0155-66-7739　　ＦＡＸ　0155-66-7743
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利用者状況

作成日　　　平成29年3月8日

事業所名

有限会社くさなぎ農園

事業種別

３名６名

就労継続支援Ａ型事業所就労継続支援B型事業所

住所・連絡先

〒080-2336　　帯広市八千代町東1線180-9
　ＴＥＬ・ＦＡＸ　　0155-60-2012
　HP   http://www.t-owls.org/kusanagi/
  メールアドレス　nagiyan@m20.alpha-net.ne.jp

食事の有無 有り（1食　360円）

工賃

作業内容

時給200円～ 時給786円～

・養鶏、養豚

・飼料製造

・受託作業（農作業他）

・羊毛加工

・年数回のレクリエーション
（野球観戦・旅行・花火大会･忘年会等）

・就労に向けての他の事業所での実習等
（草取り、果実摘み、収穫作業、出荷作業等）

無し（あいのりバス利用可能）

10名10名

独自の取り組み

定員

開所日・時間 通年（シフト制）　9：00～17：00

送迎の有無
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利用者状況

作成日　　　平成28年3月4日

事業所名

事業種別

登録者12名（空き状況2名）登録者4名（空き状況4名）

就労継続支援事業所Ｂ型就労移行支援事業所

定員

開所日・時間 月曜～金曜　9:00～17:00　　

送迎の有無 有り　（無料）

12名8名

独自の取り組み

・月1回スーツの日
・体力つくり…月2回（夏場、サッカー・野球等）
・イベント…2ヵ月に1回　（無料）
・課題発表会
・企業訪問見学

住所・連絡先

〒080-0026　帯広市西16条南4丁目7-4
ＴＥＬ(0155)35-7066
FAX(0155)66-4646

食事の有無 有り　（無料）

工賃 時給200円　自力通勤できる方は別途3000円支給　皆勤手当（B型利用者）月500～5000円

作業内容

・ドーナツ製造　・昆布拭き　・飴の袋詰め　・イベント販売

就労移行支援
・面接訓練　・接客訓練　・身だしなみ訓練
・電話応答　・履歴書訓練

14/69



作成日　　　平成28年11月30日

事業所名 幸福村　　

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用者状況 登録者4名（お待たせしないでご利用できます。）

定員 20名

開所日・時間 8時30分～17時30分[月・火・木・金（土曜日だけ午前中）
他イベント出店時に希望出勤可能]

住所・連絡先 帯広市幸福町基線159番地　ＴＥＬ0155-64-2055　

送迎の有無 有（状況に応じて要相談）

食事の有無 有（状況に応じて要相談）

工賃 時給180円他各種手当あり

作業内容

コーヒー生豆の豆よりやコーヒーの自家焙煎、パッケージ作り・無農薬
のハーブの栽培、収穫、ハーブティー作り、フェアトレードショップに
て食品や雑貨の仕入れや棚卸、販売・イベント出店、地域の農家さんの
請負作業(収穫など簡単な作業）・調理補助などなどございます。

独自の取り組み

朝、昼には、作業前の簡単な気
分調べを行います。その中で助
けてほしいことなどを発信して
もらい、みんなで助け合いなが
ら共に過ごします。また、ふり
返りも行い、良かったところな
どを共有いたします。イベント
の自主企画・運営を行うことも
できます。それらが、お手当と
して反映することもあります。

作業の工程も、利用者様にあっ
た内容を共に考え、失敗して
も、その失敗をいかして、安心
して取り組む環境を整えます。
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利用者状況

作成日　　　平成２７年１２月１８日

事業所名 ココスマイル

事業種別 　　　就労継続支援事業所Ａ型　　　　　　　　　就労継続支援事業所Ｂ型

　登録人数20名(空き状況0名) 　登録人数18名(空き状況2名)

定員

開所日・時間

送迎の有無 有り

　　　　　　10名 10名

独自の取り組み

・年に数回のレクレーション

住所・連絡先

〒０８０－００１０　帯広市大通15丁目１４
ＴＥＬ・ＦＡＸ　０１５５－６７－８６１６

食事の有無 有り

工賃

作業内容

・清掃業務
・調理補助
・ＰＣ作業(ＨＰ作成、チラシ)
・木工品作り
・アロマスプレー作り
・ハーブ栽培
・施設外就労(飲食店での清掃、ランチ補助業務、おしぼりたたみ)
・今後販売業務の予定

　　　　　時給765円 　　　　時給600円
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独自の取り組
みなど

・パソコンでのデザインソフトを
使った講座を設ける。
・ウェブサービス展開を準備してい
ます。これを利用者の方に運営、発
展してもらいたい。

今後の展望として、
・Airbnbの運営、清掃代行
・国内外へ地産ネット販売展開
・跡継ぎ支援　など

住所・連絡先 〒080-2469　帯広市西19条南1丁目4-11流通団地内
電話　0155-41-5099　／　ウェブ　http://jamjam.jp

工賃 時給786円 時給150円／時給200円　他手当あり

作業内容

リサイクル商品を販売しています。
清掃した物や機械を、ヤフオクなど

で
ネット販売し、発送など事務も。

ハンドメイド制作（フェルトや編み
物、

レジンなど個人に合わせて制作。）

現在受注はないが、ウェブサイト、
印刷物制作・運営などの体制あり

皿や調味料などの小物清掃

箱折りなどの内職

開所日・時間 営業時間：9:00-17:00 / 定休日：土日祝

送迎の有無 近距離（最寄駅）での送迎あり。現在Ｂ型のみ送迎拡大中

食事の有無 現在なし。（今後検討）

利用者状況 8名 3名

定員 10名 10名

事業種別 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

作成日　　　平成28年11月29日

事業所名 多機能型就労支援ジャムジャム
（ＡとＢの多機能型）
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住所・連絡先

〒080-0013　帯広市西3条南38丁目1番地7号
ＴＥＬ　0155-66-7002　　ＦＡＸ　0155-66-7003

工賃
時給293円～748円
月給～約8万円程度

時給786円
月給～約13万程度

作業内容

・調理、盛りつけ、お弁当配送、献立作成、栄養管理業務全般
・一般事務、PC作業、車両清掃、タイヤ交換、お弁当容器作成、
精米、企業実習

独自の取り組み

・評価式（自己理解と他者理解のすり合わせ）10段階評価～工賃
・給与について本人とスタッフ4名で採点し、スタッフは主観が入
らないように平均値を出す。段階に合わせた時間給を支給する。
・主任、リーダー（手当あり）～自分で考えて動く、問題に直面
した時どうしたら良いのかを考えられること。シフト管理と各課
との相談・連携ができること。

開所日・時間 １／１・2・３のみお休み　9：00～１７：30分

送迎の有無 有り

食事の有無 有り　1食100円

利用者状況 登録者27名(お待たせしないで
利用ができます)

登録者21名(お待たせしないで
利用ができます)

定員 　　　　　　　20名 　　　　　　20名

作成日　　　平成２８年３月３１日

事業所名
多機能型就労支援事業所

しんかーず

事業種別 就労移行支援事業所わーぷる
就労継続支援事業所Ａ型

しんかーずランチ
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住所・連絡先
〒080-0802
北海道帯広市東２条南６丁目１
TEL/FAX　0155-25-8181

工賃 就労継続A型　810円〜（ステップアップ有り）
    就労移行　500円〜（ステップアップ有り）

作業内容

・革製品製造
・アート雑貨製造（例：ボタンづくり・ポストカード・DIY小物）
・環境整備
・店舗販売

多機能型就労支援施設KAёRUでは未利活用資源を活用したブラ
ンド作り、障害分野と社会を繋ぐ鹿革プロジェクトを起動し革づ
くりを手掛けています。その他にも、見過ごされている地域資源
に命を吹き込むモノヅクリを展開しています。

独自の取り組み

「人間」をどうにかして活かした
い。
どんな「人間」にも知性がある。ど
んな環境でも生きようとする知恵が
ある。「人間」のいろんなリズムを
使ったプログラム。
マインドマップ・ストレングス・マ
ルチプルインテリジェンス・ワーク
ショップ等、自己をデザインしバー
ジョンアップしよう！

「はたらきたい」を「はたら
く」に。
なんでもかんでもワークショッ
プで楽しく学ぶ！
就職後のサポート体制も万全で
す。
（定着率92％）

開所日・時間 月・火・水・木・金（毎週金曜はワークショップの日）

送迎の有無 無し

食事の有無 有り（無料）

利用者状況 登録者10名
（お待たせせずご利用できます）

登録者12名
（お待たせせずご利用できます）

定員 就労継続A型　10名 就労移行　10名

作成日　　　平成29年11月1日

事業所名 多機能型就労支援施設KAёRU

事業種別 就労継続A型　 就労移行
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利用者状況 平均17名利用

作成日　　　平成28年11月29日

事業所名 十勝あすなろ会

事業種別 就労継続支援Ａ型

定員 20名

開所日・時間 月曜から土曜日　日曜日お休み　　9時から18時まで

送迎の有無 送迎あります　　やさしい運転心がけてます

独自の取り組み

レクレーションを年に数回してます
外食をしたりスポーツレク等

住所・連絡先 帯広市清流西2丁目19番地３　　ＴＥＬ0155-47-7888

食事の有無 お食事提供してます　一食120円です

工賃 786円

作業内容

食品加工・清掃請負・ダンボール回収・草刈・除雪・軽作業
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利用者状況 登録者　32名（就労移行支援　6名・就労継続Ｂ型　26名）
各空き有り

作成日　　　平成28年3月11日

事業所名 就労支援事業所　和幸

事業種別 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所Ｂ型

定員

開所日・時間 月～土曜（土曜日は当カレンダーにより）　10：00～１6：00

送迎の有無 有り

14名6名

独自の取り組み

・グループワーク…毎日15：00～16：00
利用者さん同士のコミュニケーション能力向上を図る。

・月に2回程度のフリーマーケットへの出店
イベント会場にてフリーマーケットへ出店し交流を図る。

住所・連絡先

〒080-0026　帯広市西16条南4丁目30-15
ＴＥＬ　0155-35-5818　　ＦＡＸ　0155-35-5828

食事の有無 有り

工賃 時給200円

作業内容

・パソコン作業（文字の打ち込み、ワード・エクセルを使った練
習等）
・手芸小物製作（ティッシュケース、パッチワーク、小物入れ等
の布毛糸を使った製作）
・学習（漢字の練習、簡単な計練習）
・夏季…車の美装作業（本社　川岸自動車での洗車等）
・冬季…除雪作業（和幸周辺の除雪等）
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利用者状況 登録者20名（空き状況　名）

作成日　　　平成28年1月21日

事業所名 café　ikoi

事業種別 就労継続支援事業所A型

定員 20名

開所日・時間 毎日開所（年末年始休み）　9:00～17:00

送迎の有無 無し

独自の取り組み

・小物を作成して在宅で仕事をしていく人にむけてのノウハウ
を教えていくことができる

住所・連絡先

〒080-2474　帯広市西24条南2丁目5-220
ＴＥＬ　0155-66-6057　　ＦＡＸ　0155-66-6058

食事の有無 無し

工賃 時給　786円

作業内容

・カフェ業務（料理盛りつけ、料理作成、接客など）
・カフェ清掃
・小物作成（羊毛など）
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利用者状況 登録者31名（空き状況10名程度）

作成日　　　平成28年3月31日

事業所名
株式会社とかちサポーターズ

街のパン屋さん

事業種別 就労継続支援事業所Ａ型

定員 20名

開所日・時間 定休日なし（週5日まで利用可能）　　8:00～17:00

送迎の有無 無し

独自の取り組み

作業内容が豊富なため、コミュニケーションを取るのが得意な
方、または苦手な方に合わせた仕事をして頂くことができま
す。
年数回のレクリエーションも行っております。（参加自由）
また、日曜日以外は、昼食を用意しております。

住所・連絡先

〒080-0803　帯広市東3条南12丁目1-5
ＴＥＬ　0155-26-8080　ＦＡＸ　0155-26-8088

食事の有無 有り（無料）

工賃 時給786円

作業内容

当店はパンの製造を一から行っておりますので、パンの計量、
成形等の仕込み作業、焼き、袋詰め、販売、器具清掃、店舗内
外清掃、タオルたたみなど様々な作業から、相談の上本人に合
う仕事をしていただいております。
パン作りに興味のある方、販売に興味のある方、体を動かした
い方など、どなたにでも合う仕事があります。
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利用者状況 登録者25名　男女半々　30代中心（曜日によって空き有り
応相談）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名

事業種別 就労継続宇支援事業所A型

定員 15名

開所日・時間 毎日開所（年末年始休み）9：00～17：30

送迎の有無 無し

独自の取り組み

・一般就労を目指したA型施設であり、製菓、製パン、調理、接
客、全てにおいて知識及び経験豊富な専門指導員を配置し、飲
食に興味のある方、更に技術向上を目指す方に適しています。
広い厨房にゆったりとした客席、少人数から60名まで収容でき
るカフェの調理から大量調理まで幅広く体験することができま
す。不定期に料理教室を行ったり、3ヵ月に1度のレクリエー
ションでは昼食バイキングにて店舗ではメニューにない料理を
提供し食に対する知識向上、他利用者様とのコミュニケーショ
ンを通じ1日でも早い社会復帰を目指しています。

住所・連絡先

〒080-0014　帯広市西4条南28丁目2-4
ＴＥＬ　0155-20-6688　　ＦＡＸ　0155-20-6687

食事の有無 有り（250円）

工賃 時給　786円

作業内容

店舗業務（清掃、仕込み、製菓、製パン）
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利用者状況

作成日　　　平成28年8月8日

事業所名 株式会社　トリノ

事業種別

登録人数1名（空き状況9名）登録人数25名（空き状況0人）

就労継続支援事業所B型就労継続支援事業所A型

定員

開所日・時間

送迎の有無

10名20名

自宅まで送迎あり

9：00～16：00

駅を拠点に送迎あり

9:00～17：00

独自の取り組み

バス代実費支給（上限10000円）

住所・連絡先

080-0027　帯広市西17条南3丁目36番10号
℡　0155－67－1539　　　　Fax　0155－67－1163
Email：will.torino@alto.ocn.ne.jp

食事の有無 有り（1食120円）

工賃

作業内容

・食品製造及び梱包
海産物加工品の計量、袋詰め等
じゃがいも加工品の作成
・紙パック加工、名刺作成
・お墓の清掃及び墓参りの代行

日給1300円時給864円
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利用者状況 登録者数13名（空き状況10名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名 ハーモニーアネックス

事業種別 就労継続支援事業所A型

定員 15名

開所日・時間

送迎の有無 就労時間などにより送迎有り

独自の取り組み

・マイスター制度を取り入れ、業務のスペシャリストを作り、
就労意欲向上を担う
・働ける人はガンガン働く、そうでない人は体調に合わせた業
務に就くことができる
・現在、最大で7．5時間勤務

住所・連絡先

〒080-0035　帯広市西5条北1丁目8-2
ＴＥＬ　0155-67-6992　　ＦＡＸ　0155-67-6993

食事の有無

工賃 時給　786円

作業内容

・市内スーパーなどの開店前準備、清掃
・飲食店の開店準備、清掃
・上記物件などの床ワックス、窓清掃など
・不動産の返却、新築時清掃
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利用者状況 登録者6名

作成日　　　平成28年2月25日

事業所名 LIFE

事業種別 就労継続支援事業所Ａ型

定員 10名

開所日・時間 月～土曜日(日・祝祭日休み）　9：00～17：00

送迎の有無 有り

独自の取り組み

女性向けの作業内容なので、女性が働きややすい職場です。ネ
イルチップのデザインなどは、利用者様にも提案してもらい、
みんなで作品にしていきます。一人で黙々と集中しながらの作
業でも、皆で意見交換しながらの作業でも、どちらでも出来ま
すので、ご自分に合ったペースで仕事が出来ると思います。

住所・連絡先

〒080-0801　帯広市東1条南9丁目12-2　ＩＧＡ109　1階
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-67-8874
E-mail : jumelles@wind.ocn.ne.jp

食事の有無 無し

工賃 時給786円

作業内容

・ネイルのチップ作り
・天然石のアクセサリー（ピアスやネックレス）…ネット販売
・エステ（女性限定）…エステ補助(拭き取りなど）
・ＰＣ作業
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利用者状況 登録者6名（空き状況14名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名 愛里の会
愛する里で助け合い

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日　10：00～16：00

送迎の有無 有り（市内・札内・音更）

独自の取り組み

・熱中症対策のため作業所及び休憩室にはエアコン及びウオー
ターサーバーを完備。
・利用者参加型の虐待防止会議を開催。会議終了後には隠れ虐
待防止のため個別の聞き取り調査を実施しています。
・愛里のマルシェ（十勝を食べつくそう会）、バーベキュー
パーティー、クリスマス会、他、レクリエーションを定期的に
実施しています。

住所・連絡先

〒080-0803　帯広市東3条南25丁目1-2愛里ビル
ＴＥＬ　0155-28-2300　　ＦＡＸ　0155-23-5110

食事の有無 無し

工賃 時給293円　月給17，587円（平成26年度実績）

作業内容

・消費期限切れパン類を回収し「パン」と「袋」に分別する作
業（食品リサイクル作業）
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利用者状況

作成日　　　平成28年3月11日

事業所名
多機能型障害者就労支援事業所

スタイルとかち

事業種別

2名（すぐにご利用いただけま
す）

1名（すぐにご利用いただけま
す）

就労継続支援事業所Ｂ型就労移行支援事業所

定員

開所日・時間 週休2日制（シフト制）　9：00～16：00

送迎の有無 有(無料）

14名6名

独自の取り組み

『食を通して、お客様と笑顔でつながる』をモットーにお弁当
作りに取り組んでいます。お弁当の内容等にも、利用者様から
の意見を積極的に取り入れ、食に対する知識の向上はもとよ
り、主体性を持って作業に参加していただけるように心掛けて
います。

住所・連絡先

〒080-0016　帯広市西6条南3丁目11番地8セードルトロワ
１Ｆ
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-66-6443

食事の有無 有(無料）

工賃 1時間　350円

作業内容

・お弁当製造
・プリン製造
・美装業
・オードブル製造
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利用者状況 登録者15名（空き状況有り）

作成日　　　平成28年3月1日

事業所名
就労継続支援Ｂ型事業所

啐琢童子

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 20名

開所日・時間 月曜日から土曜日　9：00～18：00

送迎の有無 有り（状況に応じて相談にのります）

独自の取り組み

・食事…手作りの食事を提供
・レクリエーション
・ボランティア活動
・毎朝利用スタッフによるミーティング
・イベント企画及び運営

住所・連絡先

〒080-0020　帯広市西10条南5丁目1番地31
ＴＥＬ　0155-67-5283　　ＦＡＸ　0155-36-2862
E-mail：sotsutakudouji@e-style.info

食事の有無 有り（1食180円）

工賃 時給　100円～（通所6か月後、職務内容に応じて）

作業内容

・コミュニティカフェ（調理補助、接客、洗い物、掃除等）
・惣菜店　　　　　　（調理補助、接客、洗い物、掃除等）
・農産品等加工及び袋詰め
・選果作業　　（大豆、ソバの実等）
・シート拭き作業
・施設外就労　（イチゴ農園）
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利用者状況 登録者21名（空き状況0名）

作成日　　　平成27年12月15日

事業所名 就労支援事業所　大作

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 火曜日～土曜日　9：00～17：00

送迎の有無 有り

独自の取り組み

・毎月1回レクリエーション

住所・連絡先

〒080-0013　帯広市西3条南16丁目2番地
ＴＥＬ・ＦＡＸ　0155-67-5264

食事の有無 有り（1食200円）

工賃 時給200円

作業内容

・清掃委託業務
・リサイクルショップ運営
・食品加工（内職）
・農作業
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住所・連絡先

〒080-0015　　帯広市西５条南31丁目1番地９
ＴＥＬ　0155-66-7247　　ＦＡＸ　0155-66-7248
ＨＰ：http://chiafulu.com/

工賃 時給　3５0円（一年間の売上げに応じて、毎年変動があります）

作業内容

①中古衣料・生活雑貨の輸出
・仕分け作業（引取りしたものを商品の種類ごとに分ける）
・梱包作業（仕分けした商品の梱包・箱詰め）
・出荷作業（梱包された商品をトレーラーに積み込む）
②ウエスの製造・販売
・裁断作業（タオル・シーツなどの原料を切る）
・袋詰め作業（裁断したウエスを計量して袋に詰める）
・納品（商品を注文先へ届ける）

独自の取り組み

3つの事を基本に自分らしく元気に働く場所です。
①ごみの減量と資源の有効活用
不要になった衣類や生活雑貨などを引取り、中古衣料として海外へ輸出（リユース）した
り、ウエスの製造販売（リサイクル）をして、資源の再利用を行っています
②環境と福祉を組み合わせた取組み
お客様から直接、不要品の引取りをすることで「ありがとう」と感謝されることが多く、
人の役に立っている・社会に貢献できていると実感できて「働く」ことへの自信につな
がっています。
③元気に働き、元気に暮らす！
利用者・職員・お客様・地域全体がみんなで元気になることを目指しています！

開所日・時間 月曜日～金曜日　9：30～16：00

送迎の有無 自分の力で通ってもらうことを基本としていますが、
送迎を希望される方は個人の状況に合わせて一緒に考えて決めることができます。

食事の有無 隣接の障がい福祉サービス事業所ちあクラフトのかふぇ（喫茶コーナー）で日替わりランチを注文する
ことができます。（１食３５０円）

利用者状況 登録者　５名 登録者　１９名

定員 6名 14名

作成日　　　平成29年1月20日

事業所名 障がい福祉サービス事業所　ちあファクトリー

事業種別 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所B型
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独自の取り組み

①元気に働き、元気に暮らす
利用者・職員・お客様・地域全体がみんなで元気になることを目指しています。
②自分のペースで働く
性格や障害特性に合わせて自分のペースで働く環境作りに努めています。
③資源のリサイクル
ちあファクトリーで無料引取をした着物を再利用し、和風雑貨を製作しています。

住所・連絡先

〒０８０－００１５
帯広市西5条南31丁目1番地１０
ＴＥＬ　０１５５－６６－４４６２　ＦＡＸ　０１５５－６６－４４６３
Ｅmail　chiafulu@ace.ocn.ne.jp

食事の有無 ちあクラフトで営業している喫茶の日替わりランチを注文することができます（1食350円）

工賃 時給　２00円（一年間の売上げに応じて、毎年変動があります）

作業内容

①クラフト部門・・・着物などを再利用し、和風雑貨を作成しています。
（作業内容）
着物ほどき、プレス（アイロン掛け）、ミシン等の裁縫作業、梱包、イベント販売など
②委託部門・・・レンタルスケート靴の清掃作業
（作業内容）
靴の清掃、靴磨きなど
③かふぇ部門・・・ランチ作り
（作業内容）
食事作り（炊飯、食材を切る、盛り付け、配膳など）、食器洗い、カフェ内の清掃

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日　9：30～16：00

送迎の有無 自分の力で通ってもらうことを基本としていますが、
送迎を希望される方は個人の状況に合わせて一緒に考えて決めることができます。

利用者状況 登録者　9名

作成日　　　平成29年1月6日

事業所名 障害福祉サービス事業所　ちあクラフト

事業種別 就労継続支援事業所B型
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利用者状況 登録者30名

作成日　　　平成28年3月4日

事業所名
感謝のきもちをカタチに

とかち共同作業所

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日（9：00～14：30）

送迎の有無 無し

独自の取り組み

・公共交通機関を使いこなし、生活の幅を広げる意味で送迎は
行っていません。
・社会的に行っている行事（忘年会・花見・観楓会等）は積極
的に行っています。
・レクリエーションは作業量の状況により随時導入していま
す。

住所・連絡先

〒080-0811　帯広市東11条南9丁目1番地6　市民活動プラザ六中
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-26-1219

食事の有無 無し（週2回程度の回数で館内食堂にて「ふれあい食堂」がオープン）

工賃 27年度　平均時給額392円　　　平均月額18，000円

作業内容

・指定ゴミ袋の製袋作業　　　　　　　・コンセント組込作業
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利用者状況 登録者18名（空き状況2名）　男性16名　女性2名

作成日　　　平成28年3月3日

事業所名 就労支援事業所　光り園

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～土曜日　8：45～17：30

送迎の有無 有り（距離・回数に応じて負担額変更）

独自の取り組み

・慰労会（9月）、忘年会（12月）、旅行（2年に1度）
・送迎については本人、保護者の希望にそって対応し、全ての
利用者が送迎サービスを利用している。
・食事についても送迎サービス同様、持参することが難しい利
用者に対して日々、多種多様なメニューを提供している。
・様々な利用者にわかりやすく作業を提供するため、作業の構
造化を図ってる。

住所・連絡先

〒080-2334　帯広市上帯広町西1線76番地6
ＴＥＬ　0155-64-5061　　ＦＡＸ　0155-64-5077
 e-mail  hikarien@taiyo-fukushi.com

食事の有無 有り（1食320円自己負担）

工賃 平成27年度現在　　時給276円　平均工賃17，392円（月額）

作業内容

・お掃除サポート光り隊
　現在は北海道、民間デイサービス、特養の日常清掃、定期清
掃を行っている。作業量は各利用者に無理のかからないよう配
慮を行っている。
・イチゴ班
　栽培がスタートしてからは主に摘果（花）、収穫、選果作業
が中心となり、その他の防除や管理作業を行っている。
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利用者状況 登録者28名（空き状況3名）

作成日　　　平成28年3月1日

事業所名 フリッパー

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間
月～金　9：00～17：00（内作業時間10：00～16：00）

土　9：00～12：00（内作業時間10：00～12：00）

送迎の有無 有り（無料）

独自の取り組み

・月1回程度のレクリエーション（主に食事会）

住所・連絡先

〒080-0012　帯広市西2条南14丁目18番地2
ＴＥＬ　0155-67-0231　　ＦＡＸ0155-67-0237

食事の有無 有り（無料）

工賃 時給200円

作業内容

①製本作業…DM等の封入・発送作業、荷札・ラベル等の両面
テープ貼作業、燻製チップの袋詰め作業　など
②リサイクル品の清掃作業…中古タイヤの石とり、中古ホイー
ルの洗浄、花火筒の清掃
③ウオーターサーバーの分解掃除…ウオーターサーバーを分解
して清掃・洗浄・部品交換・起動チェックをする作業
④手工芸品の制作
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利用者状況
登録者30名

（ぶどうの木19名・ショップぴあ8名・べんぞう商店4名）
※各空き若干あり

作成日　　　平成28年1月5日

事業所名 まるしぇ・ぶどう

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間
ぶどうの木・ショップぴあ：月～金　べんぞう商店：月～土

ぶどうの木・ショップぴあ：9：00～16：00
べんぞう商店9：00～18：00

送迎の有無 無し

独自の取り組み

・レクリエーション…年数回実施

住所・連絡先

ぶどうの木…帯広市東3条南6丁目1番地3
ショップぴあ…帯広市役所売店
べんぞう商店…帯広市東2条南6丁目2-6
問合せ…サポートネット
　　　　　　〒080-0025 帯広市西15条南16丁目2-4
　　　　　　ＴＥＬ　0155-25-5987　　ＦＡＸ　0155-67-5891

食事の有無
ぶどうの木：有り（1食100円）

ショップぴあ・べんぞう商店：無し

工賃 時給平均350円（ぶどうの木320円・ショップぴあ370円・べんぞう商店360円）

作業内容

〈ぶどうの木〉
・菓子製造…クッキーの成形、クッキー詰め、ラッピング、販売等
　※通所中は常に仕事があります　※繁忙期は仕事の量が増えます
〈ショップぴあ〉
・売店業務…接客、品出し、台帳記入、ゴミ回収等
　※接客や電卓を使った計算が主な仕事です
〈べんぞう商店〉
・御用開き…接客、レジ、清掃等
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利用者状況 登録者9名（空き状況11名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名 ゆうき

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜～金曜　10：00～16：00

送迎の有無 有り

独自の取り組み

・B型継続支援のみの事業所なので、基本的に、ゆっくりペース
で長く働きたい人向け
・祝日は余暇支援、ボーリング、管内ドライブ、忘年会等、事
業所関係者のみの行事の他、春・夏・秋・冬と季節毎に地域住
民に開放する地元アーティストのライブを企画しています

住所・連絡先

〒080-0039　帯広市西９条北１丁目１５番地
ＴＥＬ＆ＦＡＸ　0155-67-6617

食事の有無 有り（1食200円）

工賃 時給50円～200円（H26年度平均100円）　年末賞与有

作業内容

・帯広市の散歩道・啓北グリーンロードの環境整備
・手打ちうどんの製造、販売
・老人ホームへの出張喫茶、販売
・手工芸品の制作
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利用者状況 登録者26名（空き状況5名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名
一般社団法人ふれあいデジタル工房

ワークサポートふれあい

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 火曜～土曜(日曜・月曜・祝日休み）　10：00～16：00

送迎の有無 有り（無料）、個人で来られる方は、各市町村の交通費助成が利用で

独自の取り組み

・全体レク　年間4回（施設見学、焼肉等）
・六中祭参加(年1度、600名ほどの入場者があるお祭りで、販売を行って
います）
・赤い羽根共同募金街頭運動・おもてなし清掃（フードバレーとかちマラ
ソン前日の清掃活動に参加しています）・ふれあい通信（年4回発行）
・六中七夕祭りへの参加（250人ほどの参加のお祭りで地域の子供たちへ
おやつ配りを行っています）・クリスマス会（ドネーションシップなどの
寄付活動への参加）（寄付金は、患者家族滞在施設へ寄付）・地域での公
開講座などへ企画や参加・地域の方との交流　地域貢献活動（携帯講座の
開催）

住所・連絡先

080-0811
帯広市東１１条南９丁目１番地　市民活動プラザ六中２Ｆ
ＴＥＬ：0155-23-6699　　ＦＡＸ：0155-23-6644
Ｅ－ｍａｉｌ　fureai@friend.ocn.ne.jp

食事の有無 無し

工賃 時給　100円（賞与年2回）　平成26年度平均月工賃　13，317円

作業内容

本人と相談の上、4つの作業から選ぶことができます
・パソコン業務（各種印刷、製本、名刺、はがき、会報、ホーム
ページ作成管理）
※パソコン検定の試験会場となっていますので検定に挑戦できます
・製袋業務（帯広市指定ごみ袋の袋詰め作業）
・手芸作成・販売(年数回の販売会で希望者は販売に参加できます）
・もっぱら物（鉄類、ダンボール類の回収）
※軽作業になりますので体を動かしたい方にお勧めです
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利用者状況 登録者40名（各空き若干有り）
※内職作業は重度の方も受け入れ可能

作成日　　　平成28年1月5日

事業所名
ワークサロン虹

（朋友舎・あしたば）

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日（朋友舎は祝日開所、あしたば祝日休み）9：00～16：00

送迎の有無 無し

独自の取り組み

・地域活動センタ－Ⅲ型と併設しているため、レクリエーション等
の活動が充実している。
・昼食を希望する利用者には栄養バランスのとれた昼食を1食100
円で提供している。

住所・連絡先

朋友舎…帯広市白樺16条東1丁目3
あしたば…帯広市西3条南4丁目4-1ニチゴビル１Ｆ
問合せ…サポートネット
　　　〒080-0025　帯広市西15条南16丁目2-4
　　　ＴＥＬ　0155-25-5987　　ＦＡＸ　0155-67-5891

食事の有無 有り（1食100円）

工賃

時給（作業内容に応じて加算有り）
・内職部門　290円～
・調理部門　360円～

※実績に応じて期末調整手当

作業内容

・内職部門（朋友舎）
　タオルたたみ、清掃、授産品販売活動、パンフレット折り等の内
職作業
・調理部門（あしたば）
　喫茶店運営や食事作りに伴う作業（調理、接客、洗い物、配膳、
弁当作り、清掃等）
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利用者状況 登録者27名（現在は定員に達しています）主に、知的の方が働
いています。

作成日　　　平成28年3月8日

事業所名

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 27名

開所日・時間 月曜～金曜　8：30～17：00（開所時間）　9：00～16：00（利用者勤務時間）

送迎の有無 無し（自分の力で通勤することを基本にしていますが、保護者の送迎も可）

独自の取り組み

・帯広市手をつなぐ育成会（知的障がいのある人の保護者の会）が運営して
います。
・誰もが地域のなかで当たり前に暮らしていくことを願い活動をしていま
す。
・年間の行事（花見、研修旅行、観楓会、慰労会、もちつき、節分等）
・体力作り（ダンス、パークゴルフ、歩くスキー等）余暇活動（料理、七宝
焼き等）
・4月初めに年度の目標を決め、毎月のミーティングで反省を行います。
・ミーティングの時に行事計画をみんなの意見を聞いて決めます。
・設立36年目となり、地域の皆様のボランティアの皆さんと深く長いお付き
合いがあり、ご支援ご協力をいただいております。

住所・連絡先

〒080-0057　帯広市柏林台中町1丁目
ＴＥＬ　0155-34-0553　ＦＡＸ　0155-66-9391
E-mail　hamanasukyoudousagyousyo@purple.plala.or.jp

食事の有無 無し（弁当持参、たまに行事食があり、その日は弁当なしになります）

工賃 日給500円～1400円（職種によって違いあり）年2回の賞与があります。
平成26年度　月額平均15，488円

作業内容

・木工製品（バードテーブル、プランターケース、フェンス、
木のおもちゃ等）
・縫製製品（バック、エプロン、ふきん、ティッシュセット、
マスコット人形等）
・下請け（コンセント部品組み込み・スリッパ清掃、タオルた
たみ等）
・清掃受託（グリーンプラザ）
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利用者状況 登録者26名（空き状況11名）

作成日　　　平成28年1月21日

事業所名 ワークフロア清柳

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 火～土　10：00～16：00

送迎の有無 有り　車通勤可能

独自の取り組み

・行事（新年会、七夕、クリスマス等）

住所・連絡先

〒080-0862　帯広市南の森西7丁目1-15
ＴＥＬ　0155-67-8465　　ＦＡＸ　0155-67-8466

食事の有無 無し

工賃 時給200円

作業内容

・パソコン（ちらし、パンフ、HP作成、年賀状）
・イラスト　・名刺作成　・パソコン教室
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利用者状況 登録者11名（空き状況9名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名
福祉サービス事業所

笑心。

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜～土曜（土曜については月1回の開所）　8：30～15：30

送迎の有無 有り（無料）

独自の取り組み

・生活訓練としての食事作り：仲間と協力して作業する経験や買い物
の経験ができます。
・２ヵ月に１度程度のレクリエーション　：利用者さんの希望により
外出先を決めたり、カラオケや買い物学習、クリスマス会なども行っ
ています。
・社会人としての知識やマナーが身につくように努めています。
・一般就労等のスキルアップを目指す方には就労に向けての支援も
行っています。

住所・連絡先

〒089-0534　幕別町札内北町21番地19
ＴＥＬ　0155-66-4741　ＦＡＸ　0155-66-4742
Ｅ-mail ： eco@betaplan.co.jp

食事の有無 有り（1食150円）

工賃 時給132円（収入により年末一時金あり）

作業内容

パンの販売（月6日程度）：地元のパン屋さんから仕入れ、店舗で月2回、高
校に週1回、　保健福祉センターや各種イベントでの販売をしていますのでス
タッフと一緒に体験しています。
・新聞、チラシの配布：新聞は毎日15分～20分歩い担当地区を配ります。
チラシについては週2回～3回1時間内の作業です。地域の方にじかに触れ合
うことができる仕事です。また運動にもなります。
・清掃作業　：音更本社の清掃（フロア・トイレ・洗面所の掃除）一般企業
の中で仕事をする経験ができます。
・ボトルのシール貼り：ヨーグルトのボトルにシールを貼る作業です。
・段ボール作り（7月初～10月中）：糠内の農場に行き段ボールの組み立
て、テープ貼り作業します。午前２時間程度の作業です。１日に中でいろい
ろな作業に取り組みます。長時間同じ作業が苦手な方にお勧めです。
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利用者状況 登録者26名（空き3名）

作成日　　　平成28年2月19日

事業所名 PPC

事業種別 就労継続支援B型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日

送迎の有無 有り（無料）

独自の取り組み

・希望者には生活訓練としての昼食作りを行ってもらっている
・月1回のレクリエーション（焼肉、外出等）

住所・連絡先

〒089-0542　幕別町春日町297番地34
ＴＥＬ　0155-67-0038　　ＦＡＸ　0155-67-0039

食事の有無 有り（250円）

工賃 ・日給150円＋α（作業に従事した分）円

作業内容

・ワード、エクセル等を用いての様々な様式の作成
・名刺、封筒の社名印刷、年賀状等の印刷物全般
・ゴミサークルの作成
・図書館等の本のブックコート貼り
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利用者状況 登録者18名（空き状況2名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名
社会福祉法人ひまわり

ひまわりの家

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜～金曜（祝日休み）　9：30～15：30

送迎の有無 有り（無料）

独自の取り組み

・社会参加…赤い羽根共同募金活動（年1回）
・古布回収
・肥料販売（年1回）
・手話合唱を通しての活動（地域との交流2回）
・町のパン屋の移動販売購入の利用（月1回）

住所・連絡先

〒089-0541　幕別町札内青葉町185
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-56-6630
E-mail : himawarinoie.s.s@dune.ocn.ne.jp

食事の有無 無し…（月・火は持参）　有り…1食200円（水・木・金）

工賃 日給　270円（平均月給7，556円）と年末一時金有り（売上げに応じて変動あり）

作業内容

・電気部品の組立
・車の部品を入れる箱の清掃
・施設外（老人ホーム）での清掃
・畑での作業
・革製品の創作と商品の作成・販売
・ウエスの作成と販売
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利用者状況

作成日　　　平成28年3月7日

事業所名 幕別あすなろ会

事業種別

登録者26名
（お待たせしないで利用ができま

す）

登録者6名
（空き状況2名）

就労継続支援事業所B型就労移行支援事業所

定員

開所日・時間 日曜以外（お盆3日間休み　年末年始12月30日～1月3日休み）　9：00～18：00

送迎の有無 有り（無料）

20名8名

独自の取り組み

住所・連絡先

〒089-0533　幕別町札内新北町77番地35号
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-56-8901
ｅ－ｍａｉｌ：ｋｉｙｏｎｏｂｕｙｕｕｚｉ＠ｔｏｐａｚ.ｐｌａｌａ.ｏｒ.ｊｐ

食事の有無 有り（1食120円）

工賃
利用者さんの希望や能力に合わせ時間を増やしています。

・時給　667円（実績に合わせボーナス夏、冬、決算手当が出ます）

作業内容

・清掃（ラーメン店、シニアマンションなどの掃除）
・クリーニング業務（洗濯物の干し、たたみ、洗いなどの作業）
・調理（ケーキ作り、調理補助）
・草刈りなど（草むしり、掃き、方付け、芝刈り機作業）施設外の作業
が主ですが、冬の間は芋袋にシールを貼る作業もあります。
上記以外の作業も沢山あり、色々な仕事の経験を積むことが出来ます。

就労B
・月１回レクリエーション…クリス
マス会、花見他、利用者の意見を聞
きながら取り組んでいます（移行も
可）
・挨拶や礼儀を大切にする。
・仕事をする上で、一番大切なこと
は人間関係です。どんなに、待遇が
良くても嫌な人間関係の下では仕事
をすることはできません。利用者さ
ん同士が仲良く、助け合う環境づく
りに努めています。

就労移行
・ハローワーク求人検索に同行
・実習（仕事内容や通勤可能か
を考え企業開拓を行い、就労に
結びつけていく）
・作業の振り返りを行い、苦手
な所を克服、スピードアップを
はかる。
・面接の練習
・ビジネスマナーの習得
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利用者状況

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名 社会福祉法人　更葉園

事業種別

きらぼし（通所）
登録者4名（空き状況2名・通所）

おとわ（通・入所）：登録者39名（空き1名・通所）
きらぼし（通所）：登録者32名（空き2名・通所）

せせらぎ（入所）：23名（空き0名・入所）

就労継続支援事業所B型就労移行支援事業所

定員

開所日・時間 月曜日～金曜日　9：00～17：00　土曜日　9：00～12：00（第2・4土曜日はお休み）
　（基本、第1土曜日は10：00～12：00）

送迎の有無 有り（帯広市内も可能）

おとわ　　40名
きらぼし　34名
せせらぎ　20名

きらぼし6名

独自の取り組み

※年間10,000円の支給費を配布し、ガソリン券・商品券・被服券等の中
から選択して頂いている。
※年に一度、研修会を行っている。（道内外で旅行を実施）
※8月に地域の方々と交流を深めるうえで「ふれあいまつり」を行ってい
る。
※新年会やお花見会など、季節に合わせた行事ごとも行っている。

住所・連絡先

〒080-0106　河東郡音更町東通13丁目3番地
ＴＥＬ　0155-42-2236　　ＦＡＸ　0155-42-2237
ホームページ　：　http://www.kouyouen-selp.jp
Ｅ-mail ： info@kouyouen-selp.jp

食事の有無 有り

工賃 時給：170円～450円
賞与：10、000円（年間3回）期末調整手当：有（年度の収支により決定）

作業内容

・納豆製造～「おとぷけ納豆」：中粒・小粒と二種類の納豆を製造・販売してます。
・印刷業務～名刺・封筒・伝票・タオル印刷など幅広く印刷物の作製を行っています。
・製袋業務（有料ゴミ袋）～各市町村の有料ゴミ袋を製作しています。
・リサイクル石鹸～企業やご家庭で不要になった油をリサイクルし石鹸とし作製していま
す。
・枕再生業務～病院等で使用していた枕を染み抜き・消毒し、再度活用（リサイクル）し
ています。
・売店運営～当園のオリジナル製品の販売や、ソフトクリーム・パスタなど喫茶コーナー
の作業。（調理・接客・洗い物・配膳・清掃など）
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利用者状況 登録者8名

作成日　　　平成28年3月31日

事業所名

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜～金曜　9：00～17：00

送迎の有無
有り（無料）

※帯広市・士幌町・芽室町からでも利用可能です

独自の取り組み

・企業様の請負作業
　＜メリット＞
※そのまま就職に一番近い作業になります。
※工賃も他の仕事内容より高くなってます。
・利用者各自の能力を見極めて作業を分担、各自の技術のレベル
アップをはかり、クオリティの高い物作りを目標としています。
・帯広市役所「ショップぴあ」にて販売
・展示即売会

住所・連絡先

〒080-0101　河東郡音更町大通3丁目2-26
ＴＥＬ　0155-29-4288　　ＦＡＸ　0155-29-5491
Ｅ-mail ： clover.otofuke@gmail.com

食事の有無 有り（無料）

工賃 時給200円　自力通勤できる方は別途3000円支給

作業内容

・企業様の請負作業
　※企業先の指定の現場に出向き作業を行います。(複数名で入ります)
・樹脂粘土を使用した食品サンプル販売
　※その他食品サンプルを使用したアクセサリーも販売します。
・特注の木工品製作の販売
・パソコンを利用し、独自のサイト運営管理業務
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利用者状況 登録者数12名（空き状況0名）

作成日　　　平成28年5月11日

事業所名 デイセンターばんせい

事業種別 就労継続支援事業所B型（多機能型）

定員 10名

開所日・時間 月曜日～土曜日　9：30～15：30

送迎の有無 有り（定額です）

独自の取り組み

法人内にグループホーム、入所施設などがあり、将来を見据え
た支援もご相談できます。また当事業所は多機能型で、生活介
護（定員30名）も一緒に行っており、生活介護からのステップ
アップも可能です。
・食事～バイキング、選択メニュー、行事食の提供がありま
す。
・レクリェーションや行事、スポーツ活動なども適宜取り入れ
ています。

住所・連絡先

〒080-0343　音更町字東士狩西6線47番地
Ｔel/Ｆax　0155-42-8989
ホームページ http://www.bansei.or.jp/
 E-mail day@bansei.or.jp

食事の有無 有り（230円～所得によって違います

工賃 平均工賃月額　約11，000円（平成26年度）

作業内容

おいしく安全なハム、ソーセージ、ベーコン、フランクフルトなどを作り、
お客様へ販売します。
製造工程の中で、適材適所に作業分担しながら、ハムやソーセージなどを
作っていきます。
・具体的な作業内容
　塩せき、ひき肉混合作業（充てん作業）、乾燥、くん煙補助（加熱）、釜
あげ（冷却）、水あげ、
　ソーセージの切りはなし、袋詰め、包装、その他洗浄、掃除、物品管理、
販売等があります。
※就業時間は1日4．5Ｈ、日によって作業内容が変わります。
※今年3年目に入り、工賃アップに向けて頑張っているところです。見学者大
歓迎です。
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利用者状況

作成日　　　平成28年2月29日

事業所名 クローバー共同作業所
（事業者：特定非営利活動法人クローバー共同作業所）

事業種別

（池田町・豊頃町・幕別町・浦幌
町・本別町不在者）

登録者21名　精神、知的の方対象

（池田町・豊頃町・幕別町・浦幌
町・本別町不在者）

登録者13名　精神、知的の方対象

地域活動支援センター就労継続支援事業所B型

定員

開所日・時間 月曜日～金曜日　9：00～16：30（作業時間は10：00～15：40）

送迎の有無 豊頃町のみ、社協の送迎車を利用可／他町は交通費助成有

25名20名

独自の取り組み

・健康増進のため、朝夕２回、無理のない体操を取り入れてい
ます。
・昼食提供の無い火曜日・木曜日も含めて、毎日自家製ヨーグ
ルトを提供しています。
・月に2日は通所者の自主活動（クラブの日）としてみんなで年
間計画を立て、地域でのボランティア活動やカラオケ、ボーリ
ングといったレクリエーションを行います。その他、年に1度の
日帰りバス旅行や年末交流会等、行事も多彩です。

住所・連絡先

〒083-0023　池田町西3条6丁目14-1
ＴＥＬ　ＦＡＸ　015-572-3683
E-mail:  ikeda-clover@bz04.plala.or.jp

食事の有無 月・水・金は1食100円でバランスの良い手作り昼食をご提供

工賃 時給210円　作業内容によって加算手当有り／期末手当有り

作業内容

・手工芸品の制作販売:  フェルト製品、布製品、手作りはがき製
品、ペン立て、キャンドル、コルク製品等種類が豊富にありま
す。
・パン･菓子の製造販売:  毎週火曜日がパン製造販売日で月曜日
にはその準備作業、その他イベントや注文に応じて焼き菓子製
造作業あります。
※色々な種類の作業があるので、どなたでも自分に合った作業
がきっと見つかります。
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利用者状況 登録人数18名（空き状況2名）

作成日　　　平成28年3月3日

事業所名 就労支援センター　こんぱす

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日（国民の祝日に関する法律に定める日及び12月30日から1月4日の間は休業）
営業時間：8：00～17：00まで　サービス提供時間：8：30～16：30

送迎の有無 有り（町内及び豊頃町の利用者）

独自の取り組み

・レクリエーション…誕生会、町外外出、関係団体スポーツ大
会など

住所・連絡先

〒083-0034　池田町利別本町27番地
ＴＥＬ　015-572-4653　　ＦＡＸ　015-572-4643

食事の有無 有り（1食350円）

工賃 平成26年度工賃支払総額：2，928，165円…①　平成26年度延べ利用者：4，698名…②
①／②≒日給623円

作業内容

・電気部品会社受託作業（コンセント袋詰め作業他）
・廃油石鹸製造
・手工芸品製造
・町ぶどう畑管理作業
・町イベント用品袋詰め作業
・印刷会社の受託作業
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利用者状況

作成日　　　平成27年5月12日

事業所名
障がい福祉サービス事業所

オークル

事業種別

登録者13名（空き状況0名）登録者5名（空き状況1名）

就労継続支援事業所B型就労移行支援

定員

開所日・時間 8：30～17：30

送迎の有無 有り（利用頻度により交通費の額が変わります）1500～6000円／月

12名6名

独自の取り組み

（なかよし会）活動の支援（役員選挙を行い、会長、副会長、書記、
新聞係の役員を決めるほか、年間行事を立てて、月に一回活動をして
います）
・就職後の支援（ともだちの輪、年間4～5回集まり、焼肉や温泉、
カラオケなどに行きながら情報交換をしています。）
・余暇活動の提供（水泳クラブ　土曜日の夜の活動。2グルー応に分
かれ、月2回づつ行っています。
・短期入所（ショートステイ）、日中一時支援事業も行っています。
町内で、ケアホーム「ウェルカムめむろ」、グループホーム「明幸
寮」、地域活動支援センタ－「アットホームめむろ」の運営も行って
います。

住所・連絡先

〒082-0003　芽室町西士狩北4線４８－２
ＴＥＬ　0155-62-5449　　ＦＡＸ　0155-62-7449
Mail　athome＠orion.ocn.ne.jp

食事の有無 有り（給食を利用していただきます）300円／1食

工賃 時給　175円

作業内容

・ゴミ袋印刷
・パン製造・販売
・パン工房「リスどん」を
運営しています。

・シルク印刷
・印刷、印刷補助
・アイロンがけ
・たたみ作業　等
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利用者状況 登録者21名（空き状況0名）知的主体

作成日　　　平成28年7月1日

事業所名 九神ファームめむろ

事業種別 就労継続支援事業所A型

定員 20名

開所日・時間 月曜～土曜（日曜はシフトで稼働）9：30～17：00

送迎の有無
帯広　芽室　※他町村は芽室駅まで出てきてもらっている

自動車通勤は不可としている

独自の取り組み

・有給休暇有り
・社員旅行有り
・社会保険完備

住所・連絡先

〒082-0086　芽室町中美生2線47番地1
ＴＥＬ　0155-65-2280　　ＦＡＸ　0155-65-2282

食事の有無 希望者のみ提供（自己負担200円）

工賃 時給786円　日給4，966円　月給11万円

作業内容

・じゃがいもの一時加工、ごぼうの惣菜加工
・農作業（いも、かぼちゃ、小豆
・接客、調理（施設外就労）
※1日中立ち仕事なので、体力が必要。（男性中心）
※当日、作業変更有り
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利用者状況 登録者　6名

作成日　　　平成28年3月3日

事業所名 就労支援事業所　うたげ

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日 月・火・木・金・土（水曜・日曜定休）

送迎の有無

9：00～15：00（送迎時間も含む）開所時間

有り（無料）

独自の取り組み

・一般のお客さんとの会話を通じてコミュニケーションの難しさ、楽
しさを知ることが出来ます。（理解のあるお客さんだけではので初め
は支援員が間に入ったり、常連様の接客にあたっていただきます。無
理に会話をしなくても先輩の動きを見るだけでも大丈夫です。
・2月に1度、レクリエーション（バドミントンなど…）の開催。
・新年会、忘年会を行い事業所内の交流を図ります。（参加は強制で
はなくあくまで自由です。）
・就活だけではなく、就活に至までの基礎的な能力（生活リズムの構
築、挨拶、心身の体力向上）の向上を笑顔で身につけられる事業所を
目標に立ち上がった事業所です。仕事は真面目に。遊びも真面目にが
モットーです。

住所・連絡先

河西郡芽室町西７条２丁目２－１
ＴＥＬ　 FAX　090-5226-4012
Ｅ－mail utage@bb.rainbow.ne.jp

食事の有無

スタッフ人数

有り（1食300円）

作業内容

・飲食店の運営
（調理・来客接待・掃除など…）

工賃

3名

・月給　8600円～　月の売上げにより前後あります。
・その他　年に1度賞与
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利用者状況 登録者22名
（空き状況若干名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名
多機能型事業所　旭山農志塾

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 お盆・お正月の各3日間を除いて開所（営業）しています。

送迎の有無 有り
（清水、帯広、芽室、音更が送迎可能、送迎加算対応で利用者負担はありません）

独自の取り組み

　利用者様と共に一貫して、安全なもの自然の旨さを強調できる物
の生産に心がけてきました。食品残渣を高温発酵させ、養鶏飼料を
作り、その資料を使って養鶏事業（採卵鶏、北海地鶏）を行い、そ
して堆肥を作り、もちろん農業は使用せず、有機JAS認定された自
家農場だけで原料となる農産物を生産し加工しています。
　このような徹底した循環型農法による生産活動で旨いものづくり
とリサイクル社会の実現を目指します。

住所・連絡先

〒089-0355
上川郡清水町字旭山南8線56番地2
電話　0156-63-2134　　ＦＡＸ　0156-63-2135

食事の有無 有り（230円）

工賃 日額1，200円（月平均25，000円～30，000円）

作業内容

・一般廃棄物（食物残渣）の収集
・養鶏の飼料製造
・採卵鶏、肉養鶏（北海地鶏）の飼育・販売
・有機農産物の生産・加工・販売
・精米事業・販売
・養魚飼育（ニジマス）と加工・販売
・原木椎茸栽培・販売　等
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利用者状況 登録者22名
（空き状況若干名）

作成日　　　平成27年12月28日

事業所名
就労継続支援B型事業所

御影農志塾

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 日曜・祝祭日、お盆・お正月の各3日間を除いて開所（営業）しています。

送迎の有無 有り（清水、帯広、芽室、音更送迎可能、送迎加算対応で利用者負担はありません。

独自の取り組み

　農業用の廃プラスチックは、農ビ・農ポリともにロボットが
大きいため、増え続けている傾向があります。完成された再生
処理システムを経過し、適切に処理されたプラスチック製品の
原料として生まれ変わります。

住所・連絡先

〒089-0357
上川郡清水町字御影南１線５５番地２３
電話　0156-63-3171　　ＦＡＸ　0156-63-3171

食事の有無 有り（230円）

工賃 日額1，200円（月平均25，000円～30，000円）

作業内容

・廃プラスチックのリサイクル事業
（農業用廃プラスチック～牧草ロール等のフィルムの再生）
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利用者状況 登録者33名（空き状況1名）

作成日　　　平成28年3月1日

事業所名 わかふじ寮

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 34名

開所日・時間
【開所日】月曜日～土曜日（日・祝は休み）

【開所時間】月～金8：30～17：00・土8：30～12：00

送迎の有無 無

独自の取り組み

　昭和28年の創設以来60年を超える歴史の中で、主に聴覚言
語障害を持たれた方に対して就労訓練を目的とした事業展開を
しています。
　グループホームから通所されている利用者については緊急時
の連絡方法として警備会社を介した緊急連絡ボタンを各戸に設
置し、ボタン一つで誰から緊急コールがされているかが分かる
体制をとっています。

住所・連絡先

〒081-0023　新得町西3条北1丁目5番地3
ＴＥＬ　0156-64-5001　　ＦＡＸ　0156-64-5522

食事の有無 有り（1食357円）

工賃

作業内容

・特注家具製作作業
・木工クラフト製品作成作業
・軽作業（ウエス作業…看板製作・下請け作業）
・ペットのおやつの製造作業
※新得町発祥の軽スポーツ、フロアカーリングの製造販売も
行っています。
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利用者状況 登録者37名(空き状況3名）

作成日　　　平成28年3月1日

事業所名 わかふじワークセンター

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員

【開所日】月曜日～土曜日(日・祝は休み）
　【開所時間】月～金8：30～17：00・土8：30～12：00開所日・時間

町内のみ有り送迎の有無

40名

独自の取り組み

　昭和28年の創設以来60年を超える歴史の中で、主に聴覚言
語障害を持たれた方に対して就労訓練を目的とした事業展開を
しています。
　通所されている利用者については緊急時の連絡方法として携
帯電話を利用した緊急連絡装置を各戸に設置し、ボタン一つで
誰から、どのような要件なのかが分かる体制をとっています。

住所・連絡先

〒081-0023　新得町西3条北1丁目5番地3
ＴＥＬ　0156-64-5001　　ＦＡＸ　0156-64-5522

食事の有無

平均時給447円　月額62，590円程度工賃

作業内容

・特注家具製作作業
・木工クラフト製品製作作業
・軽作業(ウエス作業・看板製作・下請け作業）
・ペットのおやつ製造作業
※新得町発祥の軽スポーツ、フロアカーリングの製造販売も
行っています。

有り（1食357円）
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住所・連絡先

北海道上川郡新得町西2条南7丁目3-3
TEL　0156-67-7378
FAX　0156-67-7378

就労継続支援A型

帯広市、音更町、清水町より
利用あり

15名

工賃 786円

作業内容

○農作業、野菜の発送
○事務作業
※施設外就労および施設外支援先として、リゾートホテル
での就業、農作業、工場での仕事があります。
新得町外での仕事、直行直帰が可能な仕事もあります。
※自宅から仕事先への送迎も可能です。

独自の取り組み

自然豊かな立地を活かし農作
業をメインに多くの農家さん
と連携し、
様々な作物を作る事に携わり
ます。その他オフィスワーク
やアウトドア用品作りなど幅
広い仕事に取り組めます。

開所日・時間 月～金　10:00～15:00　 各週土曜日出勤あり

送迎の有無 あり

食事の有無 なし

利用者状況

定員

作成日　　　平成28年11月28日

事業所名
就労継続支援A型事業所

ココロコ十勝

事業種別
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利用者状況 登録者15名（空きあり）

作成日　　　平成28年3月7日

事業所名

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 20名

開所日・時間 月曜日～金曜日及び第4土曜日(祝日を除く）　　8：30～17：00

送迎の有無 中札内市街地への送迎有り（他の地域は要相談）

独自の取り組み

・運動、余暇活動～パークゴルフ、アジャタ等（クラブ活動とし
て大会参加もあり）
・社会生活活動　～帯広市への買い物外出、外食、温泉外出等
・旅行会（研修会）

住所・連絡先

〒089-1371　中札内村上札内基線322-4
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0155-69-4566
Ｅ-mail ： furenzu@rainbow.ne.jp

食事の有無 有り（230円）

工賃 月給　平均15，477円（平成26年度実績）

作業内容

〈受託事業〉
・資源ごみ処理～札内一般家庭の生ごみ回収・処理、廃食油回収
・草刈受託作業～公園等の草刈り、
　　　　　　　　清掃作業(中十勝浄水場、札内川園地、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西札内防災ダム周
辺等）

〈施設内生産作業〉
・木質ペレット製造販売～ペレットストーブ用燃料の製造、販売
・木炭製造販売～木炭の製造、販売

〈施設外支援〉～中札内役場への職場実習
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利用者状況 登録者5名(空き状況5名）

作成日　　　平成28年3月24日

事業所名
株式会社かがやき

指定就労継続支援Ａ型事業所
かしわ

事業種別 就労継続支援事業所Ａ型

定員 10名

開所日・時間 9：00～16：00（休憩1．5Ｈ）

送迎の有無 帯広市内より送迎有り

独自の取り組み

・具体的な作業内容に見える化により自分の働きが評価される喜
びを、日々感じながら働ける環境です。
・また、作業の習得状況に応じて、時給を段階的に上げていく事
ができ、経済的にも自立した社会生活を確立していくことを目指
しています。

住所・連絡先

〒089-1310　中札内村大通北6丁目20番地
ＴＥＬ　0155-67-6333

食事の有無 有り

工賃 時給786円

作業内容

・提携企業内での豆腐・油揚げの製造
豆腐工場・油揚げ工場内での製造業務になります。
一般就労に近い形での勤務を心がけており、その経験を通じ社会
のルールを学びながら社会性を養います。
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利用者状況 登録者14名

作成日　　　平成27年12月24日

事業所名
多機能型事業所　ゆうゆう舎

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 15名

開所日・時間 月曜日～金曜日　10：00～15：00

送迎の有無 有り

独自の取り組み

・送迎…朝の迎え、午前の送り、午後の迎え、帰りの送り
（市街地より離れているため通院等で半日利用となってしまう利
用者にも対応し午前の送りの後、午後の迎えを実施しています）
・赤い羽根共同募金街頭活動や地域のイベント参加、ボウリング
大会、カラオケ、お花見やクリスマス会などの行事も実施。

住所・連絡先

〒089-2561　広尾町字野塚989番地
ＴＥＬ　ＦＡＸ　01558-2-2717
Ｅ-mail ： npo.noomahiroo@ivory.plala.or.jp

食事の有無 無し

工賃 時給160円（お盆・年末・年度末など実績に応じて手当有）

作業内容

・製パン（週1回　2カ所で販売）
・木工　（サンタランドツリーの鉢や、木のおもちゃなど）
・手工芸（刺し子、アクリルたわしなど）
・段ボール箱組み立て
　　　　（魚を入れる段ボールの箱を夏～秋にかけて2万～3万
個）
・発泡箱シール貼り等
・他委託作業など
　　　　（昆布袋詰め・三角くじ作り・飼料用クリップ作り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地サイダーラベル
貼り）
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利用者状況
登録者12名(空き状況8名）

※3障害受け入れ有り、支援度は軽度～中度、20代～60代まで幅広い年
齢層の方が通所しています

作成日　　　平成28年3月4日

事業所名 しほろほのぼのホーム共同作業所

事業種別 就労継続支援事業所Ｂ型

定員 20名

開所日・時間 月曜～金曜　9：00～15：00

送迎の有無 無し

独自の取り組み

毎月、利用者と打ち合わせながら、様々な活動に取り組んでいます。
・外出活動(ボウリング、食事、買い物）　　　 　・昼食作り
・交通安全対策に関する講習
・軽スポーツ（ミニバレー、ガンバルーン）
・防災訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　・創作活動（手芸）
・他施設との交流　　　　　　　　　　　　　　　・クリスマス会
・地域行事への参加（お祭り、運動会等）　　　　・節分豆まき

住所・連絡先

〒080－1200　士幌町字士幌西2線171番地75
TEL　01564－5－2688　FAX　01564－5－5454
E-mail　：　honobono-3＠bz04.plala.or.jp

食事の有無 無し

工賃 時給200円～430円　平均工賃6，200円（1日約1時間半）

作業内容

本人の希望を考慮しながら、1週間ごとに予定を立て、作業を提供しています。
種類がたくさんあるため、いろいろな仕事の経験を積むことができます。

・ヨーグルトタグ作り　・公園清掃　　・お祭り時の花みこしの花取り
・ウエス切り　　　　・施設等の清掃    　・役場職員等の名刺作成
・荷札作り　　　　・小型家電の解体　・老人ホームのおむつたたみ、シーツた
たみ
・番線　　　　　　　　　・スタンプ押し　・マンションの階段掃除
・のぼり籏たたみ　　　　・資料製本　　　・マンションへの公報誌配布　etc
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利用者状況 12名

作成日　　　平成28年3月4日

事業所名 ほんべつ　つつじの園

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 8：45～15：30

送迎の有無 有

独自の取り組み

個々の障害特性を大切にし、関わらせていただきます。生活全
般のなかの日中活動の一部として、生産主義のみに重点を置か
ず、安心できる暮らしの一つの要素となりえるよう、そして就
労以外の活動も含め、その人にとっての生きがいを提供できる
ような環境を目指します。

住所・連絡先

〒089-3303
本別町向陽町23-1
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0156-22-6059
Ｅｍａｉｌ    tsutsujinosono@snow.ocn.ne.jp

食事の有無 無

工賃 26年度平均月給8，524円

作業内容

・スニーカークリーニング
・手工芸
・牛乳パック再生（手すき）はがき、名刺等作成
・清掃作業
・名刺印刷
・毛糸たわし他毛製品
・和紙工芸製品
・アイスキャンドル用ローソク作り
・ゴルフ場ボール拾い
・鯉の餌袋詰め
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利用者状況 登録者9名

作成日　　　平成28年3月25日

事業所名
特定非営利活動法人

ほんべつフリーライフ
ワークステーションわくわく

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 20名

開所日・時間 月曜～金曜（祝日、12月31日～1月5日はお休み）　9：00～15：00

送迎の有無 有り

独自の取り組み

・昼食を希望される利用者の方は、同法人で営業している地域食
堂「まんてん」の美味しいメニューを、1食200円にて提供して
います。（月：そば　火：カレー　水：日替わり定食　金：豚
丼・天丼）

住所・連絡先

〒089-3334
本別町北1丁目3番地10
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0156-28-0099
Ｅ-mail : honbetsu.freelife@snow.plala.or.jp

食事の有無 有り（1食200円）

工賃 季節・時期・作業内容に応じて変動　1ヵ月に10，000円～16，000円（目安～）

作業内容

・本別町指定ゴミ袋の検品・仕分け作業
・農作業（種／苗植え・草取り・収穫・販売など）
・古本の拭き取り作業
・地域の方の御用聞きサービス（草取り・除雪・掃除・ゴミ投げ作業など）
・地域食堂「まんてん」での接客業・掃除作業
・授産作業（ポチ袋作り・しおり作り・おしゃれ画鋲作りなど）
・資源ゴミ回収作業
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利用者状況 登録者7名（空き状況13名）

作成日　　　平成28年3月31日

事業所名 ラムピリカ

事業種別 就労継続支援事業所A型

定員 20名

開所日・時間 月曜～金曜

送迎の有無

独自の取り組み

食事会…年1～2回

住所・連絡先

〒089-3324　本別町上本別33番地1
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0156-22-7164

食事の有無

工賃 時給786円

作業内容

・コンビニ分別作業
・大福分別作業
・豚舎清掃
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作成日　　　平成28年11月29日

事業所名
　　　　　特定非営利活動法人障がい児・者地域サポートふれあい
　　　　　あしょろ地域共同作業所ふれあいホーム

事業種別 　就労継続支援事業所Ｂ型

利用者状況 　登録者2１名　日によっては新規利用可能

定員 　20名

開所日・時間

開所日・開所時間
月～金曜日（9時～16時）土曜日（9時～12時）日・祝日休み
※図書室夜間貸出業務担当者は火・木曜日17時～20時勤務
 ※ゆめ風ひろばについては４月～１０月の間は日・祝日も仕事があります。

送迎の有無 　有り

食事の有無 　有り（1食250円）

工賃 　時給200～800円　　平均工賃12,46914円（平成27年度）

独自の取り組み

地域のイベントに出店しています。
足寄ふるさと花祭り・三意会まつり・心身障がい児（者）作品展示即売会・・等
レクリエーション活動が充実しています。
お花見・社会見学バスツアー・クリスマス会・会員交流もちつき会・
節分・ひな祭。
ふれあいクリーンアップ活動
私達の施設がある旭町周辺のゴミ拾いを年１回～２回行っています。

住所・連絡先
〒089-3721  足寄町旭町1丁目38番地 生涯学習館
TEL・FAX 　 0156-25-3504
e-mail　    fureai-201@zc.wakwak.com

作業内容

ふれあいホームでは利用者さんの希望や体力等に合わせて作業を行います。
※28年度からは新たに児童館の清掃作業、マルショウ技研の薪積み作業が加わりまし
た。

公共施設の清掃
生涯学習館清掃　:月～金曜日　10時～12時
役場庁舎（１部）清掃：月～金曜日　１時間
児童館清掃：月～金曜日　9時～12時
あしょろ子どもセンター清掃：月～金曜日　13時～15時
あしょろ子どもセンター塩素消毒：毎週土曜日　9時30分～12時
※いずれも祝日を除く
喫茶きらり業務
役場庁舎１階の喫茶きらりではコーヒーや軽食の提供をしています。
調理・接客・洗い物・配膳・清掃等を行います。
月～金曜日、10時～15時30分　※祝日を除く

ゆめ風ひろば業務
多目的観光交流施設内のゆめ風ひろばではうどんを中心に豚丼やカレーライス
等を提供しています。
調理・接客・洗い物・配膳・清掃等を行います。
月～日曜日、10時～15時30分
※11月～３月は土・日・祝日が休みになります。

薪積み作業
足寄町愛冠にあるマルショウ技研の薪製造工場で
パレットに薪を積んでいきます。
　月曜日～金曜日　13時～15時
※祝日を除く　（作業期間　５月～10月頃）

図書室夜間貸出業務
足寄町民センター図書室にて火・木曜日の週２回本の貸し出し業務を行います。
勤務時間　17時～20時　※祝日を除く

製造品
着火材あしょろのたきつけ
・犬のおやつ
・王冠鍋敷き等を製造しています。
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利用者状況 登録者9名（空き状況2名）

作成日　　　平成28年3月4日

事業所名 ふれあい共同作業所

事業種別 就労継続支援事業所B型

定員 11名

開所日・時間 月～金曜日　午前9：00～午後4：00

送迎の有無 有り

独自の取り組み

・レクリエーション（魚釣り大会、収穫祭、クリスマス会）
・野菜の直売週2回（陸別道の駅・事業所前）

住所・連絡先

〒089-4322　陸別町字陸別基線314番地22
ＴＥＬ　ＦＡＸ　0156-27-3135
E-mail  tsuchiya-y@jade.plala.or.jp

食事の有無 食事の提供は現在行っておりません

工賃 日給400円　平均工賃8，000円

作業内容

・野菜の栽培及び販売
・手工芸の製造及び販売
・切り干し大根の加工販売
・朿薪の製造及び販売
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検索 ゲゼレ工房 ☜

独自の取り組み

日本一寒い陸別町で元気があれば何でも出来るをモットーに利
用者職員一丸となって、作業に取り組んでおります。本場ドイ
ツ仕込みのソーセージ一度食べたらやみつきになる美味しさで
す。夏場は月に一度の野外バーベキュー大会等を通じ仲間と親
睦を深めています。見学は自由ですので、いつでも遊びに来て
下さい

住所・連絡先

〒089－4316　陸別町字陸別原野分線8番地232
Ｔｅｌ0156-27-2911 Fax0156-27-2895
E-mail   dreamhousefutere@reinbow.ne.jp

食事の有無 有り

工賃 平均工賃18，800円（個々の工賃判定評価表に準じます）

作業内容

・製材作業に関わる業務（切断、材積み、検品、梱包、廃材処
理、刃物類の交換等、機械道具等の手入れ掃除等）
・生産量日/10㎥　月200㎥　年2,400㎥
・食肉加工（手作りソーセージ、ベーコン、）道内産、豚肉使
用　スパイス等はドイツの物を使用している。塩（ラウスの海
洋深層水）と木炭と桜材を使用した燻煙にこだわっている。

定員 30名（利用空あり　応相談）

開所日・時間 （土日休み　盆　年末年始休み）　月～金　8：30～16：30

送迎の有無 無し（グループホーム有り）

利用者状況 登録者31名

作成日　　　平成28年2月25日

事業所名

障がい者支援施設　みどりの園
グゼレ工房（食肉加工事業）
就労支援センターみどりの園
（製材　ガーデニング製品）

事業種別 就労継続支援事業所B型
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