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平成
へいせい

28年
ねん

、4月
がつ

に筑後市地域自立支援協議会
ち く ご し ち い き じ り つ し え ん き ょ う ぎ か い

　就労部会
しゅうろうぶかい

より

「はりこめ！！がまだしもん」の名
  な

で障
しょう

がい就労
しゅうろう

パンフレットを

作成して5年が経過しました。
さくせい              ねん      けいか

令
れい

和
わ

3年
ねん

3月
がつ

には障
しょう

がいをお持
も

ちの方
かた

への法定
ほうてい

雇用
こよう

率
りつ

が上
  あ

がるなど、

年々企業やその他業種からの需要も高まっており、
ねんねんきぎょう                たぎょうしゅ                 じゅよう     たか

皆様の仕事への意欲も増えてきていることと思います。
みなさま       しごと             いよく　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

また筑後市内の就労支援を行う事業所の数も増えて来ました。
 　　　　ちくご　　しない　　　 しゅうろうしえん　　 おこな　 じぎょうしょ　　　かず　　ふえ           き

「就職したい（手伝ってほしい）」
  しゅうしょく                てつだ

「前の仕事は辞めたけれど自分のペースで働きたい」
   まえ       しごと         や                            じぶん                          はたら

「仲間と仲良く働きたい」
    なかま       なかよ    はたら

「お金が欲しい」など
        かね     ほ

色々な想いがある中で、この1冊が今の自分に合う
いろいろ    おも                     なか                      さつ      いま      じぶん         あ

事業所選びの手助けになればと思い就労部会で作り上げました。
じぎょうしょえら            てだす                                 おも      しゅうろうぶかい      つく       あ

興味を持たれた方にはできるだけ手に取って頂ければ幸いです。
きょうみ      も                 かた                                     て         と           いただ            さいわ

筑後市地域自立支援協議会　就労部会長
 ち く ご し ち い き  じ り つ し え ん きょうぎかい　  しゅうろうぶかいちょう

プラムの小径　サービス管理責任者　加市博之
　　　　　　　　　　こみち　　　　　　　　　　 かんりせきにんしゃ　     かいちひろゆき

ごあいさつ



 

はね丸

どのような就労をしたいか？

今のあなたの気持ちに近いものを教えてください。

○一般就労をしたいが、まだ自信がない

○自分がどこまでできるか分からない

⇒『就労移行支援事業所』の体験へ

○以前は一般就労をしていたが、現在は自信がない

○障がい者就労の中でも質の高い作業をしたい

○できれば、お金を稼ぎたい（最低賃金は保障されます）

⇒『就労継続支援Ａ型事業所』の体験へ

○簡単な軽作業をしてみたい

○日中に活動する場を探したい

⇒『就労継続支援Ｂ型事業所』の体験へ

いっぱんしゅうろう じしん

しゅうろう

いま き も ちか おし

じぶん わ

しゅうろういこうしえんじぎょうしょ たいけん

いぜん いっぱんしゅうろう げんざい じしん

しょう しゃしゅうろう なか しつ たか さぎょう

かね かせ さいていちんぎん ほしょう

しゅうろうけいぞくしえん がたじぎょうしょ たいけん

かんたん けいさぎょう

にっちゅう かつどう ば さが

しゅうろうけいぞくしえん がたじぎょうしょ たいけん



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



　

y    就労継続支援A型とは？？
しゅうろう けいぞく しえん がた

しょう はたら むずか はたら

き も も ひと しょうらい ひつよう くんれん べんきょう

いっしょ はたら いろ おし

障がいのために働くことは難しいけど 「働きたい」

気持ちを持つ人が、将来のために必要な訓練・勉強

をするところです。

必ず利用契約（支援を受けるために通う）と雇用契約

（働きながらお給料をもらう）を約束します。

スタッフが一緒に働きながら色んなことを教えてくれ

ます。

また働きやすいように援助をしてくれます。

※一般就労に関しては準備が整った方、希望される

方はサポートします。

いっぱんしゅうろう かん じゅんび ととの かた きぼう

かた

かなら りよう けいやく しえん う かよ こよう けいやく

はたら きゅうりょう やくそく

はたら えんじょ



〇事業所名：
さんふらわあ筑後　事業所

住所：     電話番号：      （0942）27ー6300
筑後市大字蔵数　521-5 ＦＡＸ番号：      （0942）27ー6139
ホームページアドレス： メールアドレス：
　http://sunflower-fukuoka.com sunflower.chikugo@blue.ocn.ne.jp

工賃：平均　　　　69215　　円 作業内容：工芸作業、食品加工、清掃

定員：　　　20　人 食事の有無：　有

写真１ 写真2

所内作業と施設外作業を行っており、所内作業では主に工芸品を製作しております。提灯の部品
を作ったり（※写真1）、各種お守りなどの製作も行っております。具体的には金属を加工した
り、木材や紙などをボンドで付けて組み立てたり、紐を規定の長さで結んだり、手先を使った作
業が大半です。施設外作業ではきのこ加工工場できのこのカット作業を行ったり（※写真２）、
清掃作業を行ったりしています。カット作業は作業着を着用し、包丁できのこの根を切除しま
す。清掃作業は工場の休憩室や廊下、トイレなど工場内の掃除を行います。

就労継続支援型Ａ型

勤務時間・定休日など：
10：00～15：15の4.25時間、土・日・祝日休み

送迎・交通費等の有・無など
送迎可能範囲有、通勤手当無、無料駐車場有

実 績 等：
平成31年度一般就労２件、工賃4.1％アップ（平成30年度比）

mailto:sunflower.chikugo@blue.ocn.ne.jp


〇事業所名：
ディアスポラ

住所：     電話番号：      （0942）65ー8743
筑後市大字常用824-3-A棟 ＦＡＸ番号：      （0942）65ー8743
ホームページアドレス： メールアドレス：
https://diaspora-web.jimdosite.com/ diaspora.tenyu@gmail.com

工賃：平均　　70,000円 作業内容：清掃、JA工場内作業、縫製

定員：２０人 食事の有無：弁当注文有料

8時～15時の内4時間勤務　土日休　祭
日出勤有　受診、家庭都合要相談

就労継続支援型Ａ型

送迎有り（片道２００円～）
交通費支給（長期雇用者に有）

実 績 等：
工賃　県の定めに従ず

https://diaspora-web.jimdosite.com/
mailto:diaspora.tenyu@gmail.com


〇事業所名：
和水想（なごみそう）

住所：〒833-0044     電話番号：      （0942）65ー8166
筑後市大字富久375-5 ＦＡＸ番号：      （0942）65ー8166
ホームページアドレス： メールアドレス：
　 nagomisou@circus.ocn.ne.jp

工賃：平均　73,000円（R2/12) 作業内容：米菓製造販売・セットアップ作業

定員：　　　　　20人 食事の有無：無

ポン菓子おこし製造販売
ぽんべいおこし⇒・プレーン・黒蜜きなこ・だし醤油・ココア・シナモン
・生姜・ほうじ茶・焦がし餅（もち米使用）
恋おこし⇒ ・あまおういちご・キャラメル・竹炭＆黒蜜

就労継続支援型Ａ型

勤務時間：定休日など：土・日・祝就
労時間：４時間　時給：最低賃金

送迎：無
交通費等：無

実 績 等：おこしOEM４社・販売取引先７社・個人販売・職域販売

乾燥剤セットアップ作業風景 おこし作り作業風景

mailto:nagomisou@circus.ocn.ne.jp


〇事業所名：
はうす

住所： 　電話番号：      （0942）27ー6840
筑後市大字一条626-9 ＦＡＸ番号：      （0942）27ー6841
ホームページアドレス： メールアドレス：
　 riches0421@gmail.com

工賃：平均　77,000　円 作業内容：野菜調整・除草作業他

定員：　　10　人 食事の有無：一食300円にて提供

　施設外の作業を主に自社の農業、野菜の調整作業、除草作業等色んな
作業があります。やりがいを持って充実した日々を送ってほしいです。

就労継続支援型Ａ型

勤務時間・定休日など：
勤務時間　10：00～15：30
日・祝・会社カレンダーによる

送迎・交通費等の有・無など
送迎あり・距離に応じて交通費あり
（上限3,000円）

実 績 等：
令和2年度5名一般就労へ　賃金は入社後一年で評価し4～11円ｱｯﾌﾟ実績あり

mailto:riches0421@gmail.com


〇事業所名：
ケア・ジャパン (ル・パン)

住所：     電話番号：      （0942）53ー7220
筑後市長浜２０５２-１アクセス第7ビル１F ＦＡＸ番号：      （0942）53ー7220
ホームページアドレス： メールアドレス：
パンカフェ　ル・パン　Facebook 掲載中 k.toyoda@accessjpn.co.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
基本9：00～14：00　日曜日定休日　シフト制 送迎無し　交通費　最大12,000円まで

定員：　　20　　　人 工賃：福岡県最低賃金以上　1日／４ｈ(基本)

それぞれに、プロのスタッフが配置されていますので、経験が無くても安心です( ^ω^ )

作業内容は様々です！！ホールスタッフ、製造、調理・施設外就労などなど・・・

就労継続支援A型

食事の有無：無し　※パン購入の利用者割引有り

実績：令和2年度　T病院　1名就職

mailto:k.toyoda@accessjpn.co.jp


就労継続支援Ｂ型とは？？

一般企業やＡ型事業所への就労が困難な障がいを

持った方へ、就労の機会を提供します。生産活動を

通して、必要な支援や訓練を行なったり、また余暇

時間などを設け生活を楽しんでいただくサービスを

提供します。

雇用契約は結ばず、働きかたを選ぶことができます。

また作業分のお金を工賃としてお支払します。

※一般就労に関しては準備が整った方、希望される

方にサポートします。

しゅうろう けいぞく しえん がた

い っ ぱ ん き ぎ ょ う が た じ ぎ ょ う し ょ しゅうろう こ ん な ん しょう

も かた しゅうろう き か い ていきょう せ い さ ん か つ ど う

とお ひつよう し え ん く ん れ ん おこ よ か

じ か ん もう せいかつ たの

ていきょう

こ よ う け い や く むす はたら えら

さ ぎょう ぶ ん かね こ う ち ん し は ら い

いっぱん しゅうろう かん じゅんび ととの かた き ぼ う

かた



〇事業所名：
ケア・ジャパン (ケア・プリント)
住所：     電話番号：      （0942）48ー1221
筑後市長浜２０５２-１アクセス第7ビル２F ＦＡＸ番号：      （0942）48ー1223
ホームページアドレス： メールアドレス：
リニューアル中 k.toyoda@accessjpn.co.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
10：00～16：00　土（隔）・日・祭日等 送迎有り※交通費の支給はありません。

定員：　　10　　　人 工賃：基本時給　300円　月3万以上可能（1日4.5ｈ）

食事の有無：無し　※１FはA型事業（ル・パン）で、パン購入の利用者割引有り

就労継続支援B型

実績：令和2年2月スタート　就労継続支援A型　1名

印刷業務が中心ですが、様々な加工業務も行っています(^^♪

頑張り次第で、時給500円も可能です☆

mailto:k.toyoda@accessjpn.co.jp


〇事業所名：

住所：     電話番号：      （0942）53ー0001
筑後市山ノ井 778-2　102号 ＦＡＸ番号：      （0942）53ー0500
ホームページアドレス： メールアドレス：

teshigoto.tela@docomo.ne.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
送迎　有　・　交通費　無

定員：　　　　20　人 工賃：平均　8,925　円

4月 手工芸の制作
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

年に数回の外出行事を企画したり、誕生月にはみんなでお祝いしています。
ｔｅーらは、今の自分にできる事からスタートです。 ですから週に1日からでも利用ができます。
自分のペースで、楽しく過ごしながら、様々な仕事を通して、就労、コミュニケーション、仲間
作り、生活リズムを整える、お小遣い等の希望を叶えていきます。作業は様々ありますが、ノル
マや速度はありません。無理なく、自分が変わっていく所です。
　利用者さん、募集中です。見学随時対応していますので、ご連絡ください。

いちご・すもも狩り　ジャム作り

みかん・デコポン・びわ・甘夏　の
皮むき

布マスク・マスクケース・ひな飾り・
コサージュ・ヘアゴム・さき織りバッ
グ・絣のズボン等

食事の有無：　無　（各自持参　食事休憩１時間）

就労継続支援B型

実績：　令和２年度実績　Ｂ型継続（一般就労・Ａ型への移行はなし）

ｔｅしごと+ｔｅーら

　

営業日10:00～16:00 月～金　休日 土日祝(都合により開所）

mailto:teshigoto.tela@docomo.ne.jp


〇事業所名：
年輪の園

住所：     電話番号：      （0942）53ー8211
筑後市大字前津中牟田1965-1 ＦＡＸ番号：      （0942）52ー0652
ホームページアドレス： メールアドレス：
http://www.nenrin.net/ nenrin@ceres.ocn.ne.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
9:00～15:30(月～金※土曜開所日あり) 送迎あり

定員：　　12　　　人 工賃：平均　　12,000　　　　円
食事の有無：給食あり

就労継続支援B型

実績：実績なし

年間行事
1月　新年会　
2月　バレンタイン　
3月　お花見　
4月　つつじマーチ　
5月　体育大会　
7月　野球観戦　
8月　野球観戦　
9・10月　一泊旅行　
11月　焼き芋大会　
12月　クリスマス会

そのほか毎月実施　
カラオケ大会🎤🎤(施設内)
ドライブ🚙🚙
※行事は変更することがあります

http://www.nenrin.net/
mailto:nenrin@ceres.ocn.ne.jp


〇事業所名：
はうす

住所：   電話番号：      （0942）27ー6840
筑後市大字一条626-9 ＦＡＸ番号：      （0942）27ー6841
ホームページアドレス： メールアドレス：
　 riches0421@gmail.com

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
10:00～15:30 日祝会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる 送迎あり（無料）・交通費上限3,000円

定員：　　10　　人 工賃：平均　　16,000　　円

 作業は施設外にての清掃作業、施設内はお茶のパック詰めやろうそくの箱詰め作業があります

食事の有無：食事提供あり（無料）

就労継続支援B型

実績：30年度Ａ型への移行1人

mailto:riches0421@gmail.com


〇事業所名：はねっこ福祉会
はねっこ

住所：     電話番号：   0942-27-7150
筑後市大字水田838-5 ＦＡＸ番号：    0942-27-7159
ホームページアドレス： メールアドレス：
　 hanetsuko@feel.ocn.ne.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
　　月～金　　9:00~15:00 送迎あり（8：00～　　　　）

定員：　　20　　　人 工賃：平均　　20,000　　円
食事の有無：      提携の弁当（自由注文）または各自持参

就労継続支援B型

実績：        夏・冬　利用者さんへの賞与あり

施設行事 担当者
環境整備
防災・防火

保健・衛生 地域行事 その他の行事

４月

５月 大掃除・洗車

６月 グランドゴルフ 荒木
大掃除・洗車

防火・避難訓練
消防設備点検

クローバー会会議（利用者自治
会 )

７月 大掃除・洗車 熱中症対策

８月
納涼会

カラオケほか
近藤 大掃除・洗車 熱中症対策

クローバー会会議（利用者自治
会 )

９月 １日バスハイク 福元の 大掃除・洗車 熱中症対策

１０月 大掃除・洗車
クローバー会会議（利用者自治

会 )

１１月 カレーライス・ハヤシライス 古賀 大掃除・洗車

１２月 仕事納め（豚汁会） 福元主任
大掃除・洗車

防火・避難訓練
消防設備点検

インフルエンザ対策 水田中区餅つき
クローバー会会議（利用者自治

会 )

１月 初詣　ぜんざい会 橋本 大掃除・洗車
サンコアまつり

（梅販売）

２月 大掃除・洗車
クローバー会会議（利用者自治

会 )

３月 花見 三角 大掃除・洗車

令和２年（2020）度「はねっこ」年間行事計画

今年はレクリエーションも大幅に変更しました。
残念！

密を避けて映画を見ました！

ある日の作業風景

室内作業・箱折りやろうそく入れ！

ハウスクリーニング班

市内3か所の公園の除草や清掃作業

mailto:hanetsuko@feel.ocn.ne.jp


〇事業所名：社会福祉法人　桜園
プラムの小径

住所： 電話番号　：      （0942）65ー7380
筑後市大字西牟田6354-2-3 ＦＡＸ番号：      （0942）65ー7398
ホームページアドレス： メールアドレス：
ｗｗｗ.sakuraen.biz puramu@yacht.ocn.ne.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
月～金曜日まで9：30～16：00 送迎あり、ルートならびに送迎場所は要応談

契約先の弁当屋から運んでもらっています。 工賃：平均15,000円/月　
こんにちは！プラムの小径です

プラムの小径では、主な作業として

関連施設清掃作業、洗車作業　　　　

旗加工作業、印刷作業、ろうそく作業など 活動時間や作業内容は相談の上決定します！

その他室内作業を行っております ※経験がなくても大丈夫！！

ほぼ毎月レクレーションを実施しています。皆さんの声を参考に企画しています♪最近は室内行事ばか
りですが、皆さん仲良しで、和気あいあいと楽しく過ごしています。

食事の有無：基本持参をお願いしていますが、

就労継続支援B型

2019年6月に新事業所に移転したことで、心機一
転頑張っています！
またアットホームな雰囲気の中で利用者の方と
職員共々明るく元気に活動しています♪

BINGO大会！ ♫カラオケ♫ 🌸🌸お花見🌸🌸

mailto:puramu@yacht.ocn.ne.jp


〇事業所名：
morich（もりっち）

住所： 〒833-0031     電話番号：      （0942）64-9165
筑後市山ノ井316-1 ＦＡＸ番号：      （0942）64-9186

ホームページアドレス： メールアドレス：
http://www.fukushinkai.jp/ morich＠fukusokyo.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：

月～土曜日10：00～15：30　水曜日9：30～11：30 ・送迎有り

休日：日曜、祝日、夏季・冬季休暇 ※送迎料金は無料です。

定員：　　20人 工賃：平均　15,000円

又、心安らぐ居場所として、それぞれに寄り添い、理想の「わたし」探しのお手伝いします。

食事の有無：食事提供は無し。※他にはがくれ弁当、弁当のヒライ、ほっともっと注文出来ます。

就労継続支援B型

実績：

morichは、オフィスをイメージした事業所です。将来、就職を目指す方をサポートする就労移行支援事業

の機能も取り入れながら、しっかり学び、働く意識が持てる環境を作り、提供しています。

morich
業務内容

WEBワークス（ブログ管理等） オリジナルワークス（トートバック作成）

グリーンワークス（苔リウム） 販売商品（完成品）企業への実習・体験

（余暇支援）
月２回、外出（地域イベント、公園、体育館、
図書館、工場見学等）や食事会、調理実習、
室内イベント（ゲーム）など実施。
※１回の余暇支援でも選択（外レク・中レ
ク）が出来ます。

（年間行事）
・インフルエンザ予防接種
・防火避難訓練（年２回）
・年末大掃除
・開所記念食事会 など

http://www.fukushinkai.jp/


〇事業所名：
ワークサポートきらら

住所：     電話番号：      （0942）51ー7300
筑後市大字野町6-8 ＦＡＸ番号：      （0942）51ー7301
ホームページアドレス： メールアドレス：
　 kirara.10112@outlook.jp

サービス提供時間・定休日など： 送迎・交通費等の有・無など：
月～金　10時～16時（土日祝日は休み） 送迎あり（筑後市、八女市、久留米市・みやま市他）、駐車場あり

定員：　　　　　20人 工賃：平均6,891円（時給換算214円）※R元年度県報告

食事の有無：無し

就労継続支援B型

実績：

私たち「きらら」は、障がいを抱えている方々に就労の機会を提
供し、「はたらく」ことを通して、その人にとって、喜びのある、
楽しい生活を送ることができるよう応援していきます。

キラキラと輝く人生のためにスタッフとともに成長をめざしてい
きます。

○主な作業
箱折り、仕切折り
タオル折り・袋入れ
プラスチック研磨
検品、みかん皮むき
その他

○年に数回レクリエーションが
あります。（実績・予定）
・カラオケ
・食事会（食べ放題）
・新年のレクリエーション
・お疲れさん会・忘年会
・バーベキュー 他

mailto:kirara.10112@outlook.jp


就労定着支援とは？？

平成30年度に新設された、一般就労へ移行し6か

月が経過した後、就労の継続を図るためのサービス

です。ご自宅や企業等に定期的に訪問したり、来所

してもらって面談をします。生活面の課題（生活リズ

ムの乱れ、遅刻・欠勤、身だしなみの乱れ等）や、職

場での課題（仕事の内容、コミュニケーション等）に

対して、助言をしたり、関係機関が連携して支援をし

ていきます。利用期間は最大3年間になっています。

就労移行支援とは？？

働くために必要な力を身につけるために、就労に関

する相談はもちろん、事業所内での基礎トレーニン

グや企業実習などの実践的なトレーニングを行いな

がら就職をめざし、就職後にも必要な支援を行いま

す。また一般企業への就職を目指すだけでなく、必

要な就労支援を判断するために、今の力を試す場

所でもあります。

しゅうろういこう しえん

はたら ひつよう ちから み しゅうろう かん

そうだん じぎょう しょない き そ

きぎょう じっしゅう じっせんてき おこな

しゅうしょく しゅうしょく ご ひつよう しえん おこな

いっぱんきぎょう しゅうしょく め ざ ひつ

よう しゅうろうしえん はんだん いま ちから ためす ば

しょ

しゅうろうていちゃく しえん

へいせい ねん ど しんせつ いっぱん しゅうろう いこ う

げつ けいか あと しゅうろう けいぞく はか

じたく きぎょうとう ていきてき ほうもん らいしょ

めんだん せいかつめん かだい せい かつ

みだ ちこく けっきん み みだ とう しょく

ば かだい しごと ないよう とう

たい じょげん かんけいきかん れんけい しえん

り よ う き か ん さいだい ねんかん



事業所名：

わーよか筑後
住所：   電話番号 ：     (0942)-51-7705

筑後市大字山の井210-4 ＦＡＸ番号：     (0942)-51-7706
ホームページアドレス： メールアドレス：

　http://www.wayoka.net/ ｗa-yoka.f＠waltz.ocn.ne.jp

   ながら、自分に合った仕事探しをします。

  

『わーよか』は、平成19年に開所した若い事業所ですが、平成18年からスタートした現在の就労系

事業に特化した事業所としては筑後地区でもいち早く誕生しました。現在、筑後市と久留米市の2ヶ

所に拠点を置き、就労移行支援・就労定着支援・自立訓練を行っています。これまでの就職者は86

名で、就職後半年の職場定着率は95％です。わーよかが目指すのは就職ではなく、就職して『なが

く働くこと』です。ですから無理な就職、ご本人に合わない仕事を無理にすすめるということはあ

りません。実習でいろいろな職種にチャレンジしていただき、みなさんが「長く働ける」「この仕事

なら続けられる」と自信をもって働けるように支援し、就職後もご本人はもちろん、会社への支援も

必要に応じて行っていきます。

   を身につけるための訓練を行います。

・センター外…いろいろな職種の会社へ出向き、見学や実習を行い

物流センター、運送会社、農業関連、高齢者施設、病院、大学、予備校、

スーパー、飲食店、アパレル、温泉施設、アミューズメント施設、

製造・販売会社（食品、医薬品、精密機械 など）ビジネスホテル　など

・センター内…社会人としての習慣、人とのコミュニケーション力

就労移行支援　・　就労定着支援

 働くために必要なことを経験するところです。

 センター内外で様々な訓練を行いながら就職を目指します。

『わーよか』ってどんなところ？

訓練って何をするの？

おもな就職先は？

アピールポイント



　

　 　就業・生活支援センターとは？？

障がい者の“企業で働きたい”を応援するセンター

です。企業で働きたいが、なかなか決まらない、

一人では不安、働く準備をしたい、働いているけ

ど困っている等、就業生活の相談に応じ、解決に

向けて地域の関係機関との連携の下、就業・生

活を一体的に支援を行う事業です。

しゅうぎょう せいかつしえん

しょう しゃ きぎょう はたら おうえん

きぎょう はたら き

ひとり ふあん はたら じゅんび はたら

こま とう しゅうぎょうせいかつ そうだん おう かいけつ

む ちいき かんけい きかん れんけい もと しゅうぎょう せい

かつ いったいてき しえん おこな じぎょう



〇事業所名：

デュナミス
住所：   電話番号：     （0943）58-0113

　八女市鵜池269-1　102号 　ＦＡＸ番号：     （0943）58-0173

ホームページアドレス： メールアドレス：

https://www.k-fukushikai.or.jp/ dynamis@river.ocn.ne.jp

具体的には・・・

障がいのある方・そのご家族 事業主の方

≪センターの相談・支援≫ ≪センターの相談・支援≫

就職や生活に関する相談 実習受入れの相談

専門の支援員が、希望する仕事や健康管
理など、就職や生活に関する相談をお受け
します。

障がいのある人が担当する仕事の切り出しや、
実習受入れの相談に応じます。

就職の準備 採用に関する相談

企業への見学、職場実習、面接対策や履歴
書の書き方など就職に向けた準備を行いま
す。必要に応じて福祉サービスでの訓練を
おすすめすることもあります。

雇い入れの際の助成制度や支援制度などのご案
内や、コミュニケーションの取り方など、採用に関
する様々な相談に応じます。

就職活動の支援 採用後の支援

ハローワークと連携して、相談者の希望や
適性に合った仕事を一緒に探します。場合
によっては面接にも同行しサポートします。

長く働き続けることができるよう、定期的に企業を
訪問し、悩みごとの相談に応じます。

就職後の支援

職場への訪問や、センターでの面談をして、
仕事の悩みや生活に関する相談をお受けし
ます。

※その他のサービス
　
　　障害者就業・生活支援センター

◆障害者就業・生活支援センターとは…？

就職をしたいと考えている障がいや難病のある方や、そのご家族、障がいのある人を雇用して
いる、または雇用しようと考えている事業主の方をサポートいたします。

○就職をしたいが、どうしたらいいの？

○自分はどんな仕事に向いている？

○就職したけど、仕事がうまくいかない。

○家族の就職について相談したい。

○どんな仕事を任せたらよい？

○就職したけど、最近調子が悪そう・・・

どこに相談したら？

○実習を受け入れてみたい。

○活用できる助成金制度を知りたい。

支援を受ける場合は登録をしてい

ただきます。

相談・登録は無料です。まずはお

電話ください！

https://www.k-fukushikai.or.jp/
mailto:dynamis@river.ocn.ne.jp


          
　　　　

　

　  

その他の事業所
就労部会には次のような様々な事業所があります。

・植田病院

・地域活動支援センター1型 プラム.ちくご

・地域活動支援センター3型 JOY 工房

・筑後市手をつなぐ育成会

・筑後特別支援学校

・特例子会社タマアグリ

・ハローワーク八女

・福岡県発達障害者支援センターあおぞら

ほか じぎょ うしょ

しゅうろうぶかい つぎ さまざま じぎょうしょ

うえだびょういん

ちいきかつどうしえん がた

ちいきかつどうしえん がた こうぼう

ち く ご し て いくせいかい

ち く ご と くべつしえんがっこう

と くれいこがいしゃ

や め

ふくおかはったつしょうがいしゃしえん



〇事業所名：医療法人　清友会 ※その他のサービス

植田病院 　精神科デイケア

住所：    電話番号：      0942-53-5161

筑後市大字西牟田6359番地3    ＦＡＸ番号：      0942-52-0122

ホームページアドレス： メールアドレス：

http://ueda-hospital.jp/ psw@ueda-hospital.jp

精神科デイケア 「ピュアプラム」

サポートする職員

・看護師

・作業療法士

・精神保健福祉士

・公認心理師

病気と上手く付き合える

ようになりたい生活リズムを整えたい

人と上手に話が

できるようになりたい

相談相手が

欲しい

精神科デイケアとは・・・？
精神障害があり、社会生活などに困難を感じている方々が、決まった曜日・時間に

通い、

文化活動や運動など様々な活動に参加します。

利用者同士が活動を通して交流し、対人関係のスキルなどの向上を目指します。

社会参加したい

http://ueda-hospital.jp/
mailto:psw@ueda-hospital.jp


〇事業所名：地域活動支援センター　
プラム.ちくご

住所： 　電話番号：      0942-27-7941
筑後市大字羽犬塚515-2 ＦＡＸ番号：      0942-27-7942
ホームページアドレス： メールアドレス：
　医療法人　清友会　ホームページにて掲載中 plum@chime.ocn.ne.jp

【ご利用できる方】
障がいの種別・年齢は問いません。
【ご利用時間】
月曜日～金曜日の平日9:00～16：30
【事業内容】
（毎月、活動プログラムを出していますが自由参
加ですので、活動中に休みたい方や別のことが
やりたい方などはそれを優先しています）

【ご利用の流れ】
センター内の見学や説明等を行い、利用希望さ
れる方は利用登録申込書により登録を行いま
す。登録が済み次第、ご利用開始となります。

☆オープンスペースの提供
センター内には卓球台・ボードゲーム・トランプ等
があります。また天気が良い日はセンター裏の
空き地でキャッチボールやバドミントンなどが楽
しめます。

☆昼食会
毎週水曜日の午前中に美味しい昼食作りをして
います。（食材費100～150円程度かかります）

☆おやつ作り
毎週金曜日の午後に簡単にできるおやつを作っていま
す。（食材費50円程度かかります）

☆レクリエーション
季節に応じたレクリエーションや外出等を行います。
（現在はコロナウイルスの影響で見合わせ中です）

※当センターは地域活動支援センターⅠ型の
活動と相談支援事業所としての役割も兼ね備
えています。

１　基本相談支援・・・日常生活を送る上での困りごと、
将来の暮らしについての不安など、障がいのある方や
ご家族等からの相談に応じています。

２　計画相談支援・・・市役所へ障害福祉サービスの申
請をされた後、市の訪問調査の同行～福祉サービスへ
繋ぐお手伝い、その後の定期的なモニタリングや更新
手続き等を行っています。

３　地域相談支援・・・施設や病院に入所・入院している
方が退所・退院し地域で生活できるように支援します。

その他、ボランティア活動（ゴミ拾い）や啓発事業として
勉強会を行っています。

※その他のサービス
地域活動支援センター　1型

※地域で生活する障がいのある方へ、日中に居場所作りや寛ぎの場を提供
し、他者との交流を通して社会参加のきっかけや自立を目指し、より充実した
生活を送れるようサポートしています。

mailto:plum@chime.ocn.ne.jp


〇事業所名：地域活動支援センター　

JOY工房オークス
住所：     電話番号：      0942-53-7230

筑後市大字長浜2385-7     ＦＡＸ番号：      0942-53-7230

ホームページアドレス： メールアドレス：

　 joykoubou_ohkus@ybb.ne.jp

〈主な作業〉

・パソコン作業（名刺印刷など）

・手工芸作業（アクリルタワシ製作など）

・下請作業（部品組立など）

作業は利用者の希望や状態に合わせて行います。

〈主な行事〉

・花見（桜、バラ、ひまわり、コスモスなど）

・ショッピング　・カラオケ

・ＤＶＤ鑑賞など

花見やカラオケなど、余暇活動を楽しんでいます。

休日のレクレーションも企画しています。

〈メッセージ〉

※その他のサービス

地域活動支援センター　3型

開館日時　　　月曜日～金曜日　9：00～17：00 （利用者活動時間　10：30～15：30）

作業をメインに、利用者の希望に添いながら活動を行っています。

お気軽にお問い合わせ、ご見学下さい。

mailto:joykoubou_ohkus@ybb.ne.jp


〇事業所名：
福岡県立筑後特別支援学校

住所： 　電話番号：      （0942）53ー0528
筑後市大字下北島３１８ ＦＡＸ番号：      （0942）52ー0329
ホームページアドレス： メールアドレス：
http://chiku-ss.fku.ed.jp info@chiku-ss.fku.ed.jp

※その他のサービス
学校教育

http://chiku-ss.fku.ed.jp/
mailto:info@chiku-ss.fku.ed.jp




〇事業所名：

タマアグリ株式会社
住所： 電話番号：      （0942）52ー0831

　筑後市大字久富1370-5 ＦＡＸ番号：      （0942）52ー0839

ホームページアドレス： メールアドレス：

　https://www.tamaagri.jp/ info_tamaagri@tamahome.jp

（2020.12.1現在）

※その他のサービス
特例子会社

タマホーム㈱の特例子会社（厚労大臣認定）です。

設立 ： 2009年6月1日

事業内容 ： 農業、印刷、木材仕入販売、物販

障害者雇用状況 ： 20名（身体：2名、知的：13名、精神：5名）

※うち19名は農業に従事してもらってます。

就業時間 ： 8：00～15：00

休日 ： 土・日・祝（ただし祝のある週の土は出勤）

作業内容 ： 除草、播種、定植、収穫、出荷準備、配達ほか

約3㌶の農場で、野菜（アスパラ、オクラ、玉ねぎ、レタス他）を栽培

し、JA、青果市場、直売所（よらん野、恋ぼたる他）などに出荷して

います。暑い中、寒い中みんなで頑張っておいしい野菜を作ってます。

◎アピール

◎会社概要

mailto:info_tamaagri@tamahome.jp


〇事業所名：

八女公共職業安定所
住所： 電話番号：      0943-23-6188

八女市馬場514-3 ＦＡＸ番号：      0943-24-5597

ホームページアドレス： メールアドレス：

　

〇職業訓練相談

　（障害者差別禁止・合理的配慮提供義務に関すること、障害者虐待事案

※その他のサービス
　行政機関

〇求人受理業務

〇職業相談・紹介業務（学卒者・障害者・外国人含む）

　に係る事実確認・指導業務等）

〇雇用保険取得・喪失等の手続

〇雇用保険受給手続

※障害者雇用に係る業務としては、職業相談・紹介のほか、法定雇用率

　制度に基づく事業主への指導・援助業務

　また、障害者雇用に係る雇用管理上の課題解決に向けた指導・援助業務



〇事業所名：筑後地域発達障がい者支援センタ

あおぞら
住所： 電話番号：      （0942）52ー3455

八女郡広川町一條1631-2 ＦＡＸ番号：      （0942）53ー0621

ホームページアドレス： メールアドレス：

http://aozora-center.com/

発達上の偏りや凸凹がある方々が、地域で安心して暮らしていくための

ご利用案内

相談　　予約制

開所日　月～金曜日　９時から17時

初回のみ曜日指定

火曜：午前

木曜：午後

※土・日・祝祭日は休み

利用料　無料

※秘密は厳守します。

支援内容

①　ご本人やご家族の方を支援します。

    連携して支援します。

②　支援者の方を支援します。

　　　保育園や幼稚園、施設や事業所、企業などでケース検討の場に参加し、
　　　アドバイスを行います。

③　研修会や啓発活動を行います。
　1）ご家族や支援者を対象とした講演会や研修会を行います。
    2) 研修会の講師として職員を派遣します。
　　ホームページより講師派遣申込書をダウンロードして
　　FAXでお申し込みください。

　1）困っている行動の見方や対応について、一緒に考えるお手伝いをします。
　2）個別の対応を検討する会議等に職員を派遣します。

お手伝いをする専門の機関です。

    家庭生活や学校生活、社会生活で困っている内容を伺い、対応や工夫の仕方

    ついて一緒に考えていきます。関係機関（医療、福祉、教育、労働など）と

※その他のサービス
発達障害者支援センター

福岡県からの委託を受けて、社会福祉法人筑陽会が運営しています。
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サポートセンター 筑後市
ちくごし

尾島
おしま

541 0942-52-3183

指定
してい

相談
そうだん

支援
　しえん

事業所
　じぎょうしょ

ちゃお・ちゃお
筑後市

ちくごし

常
つねもち

用1389 0942-65-4449

※現在
げんざい

筑後市
ちくごし

には6ヶ所
しょ

の相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

があります。

事業所
じぎょうしょ

名
めい

住所
じゅうしょ

電話
でんわ

番号
ばんごう

プラム.ちくご 筑後市
ちくごし

羽
は

犬
いぬ

塚
づか

515－1 0942-27-7941

相談支援事業所とは？？

障がいのある方やそのご家族の生活や支援に関す

る相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、

身近な地域において安心して生活できる支援体制

をつくることを目的とします。具体的には日常生活

上の支援を必要とする障がいのある方や、そのご

家族に対して来所、電話、メール、自宅訪問を行

い相談をお受けします。またサービス利用時には

サービス等利用計画を作成し目標を持ってサービ

スを利用できるように支援を行います。

そうだん しえん じぎょうし ょ

しょう かた かぞく せいかつ しえん かん

そうだん おう かんけい き か ん れんけい もと

みじか ちいき あんしん せいかつ しえん たいせい

もくてき ぐたいてき にちじょう せいかつ

じょう しえん ひつよう しょう かた

かぞく たい らいしょ でんわ じたくほうもん おこな

そうだん う りよう じ

とう りよ う けいかく さくせい もく ひょう も

りよう しえん おこな



その他
た

事業所
じぎょうしょ

一覧
いちらん

参加
さんか

団体
だんたい

名
　めい

住所
じゅうしょ

電話
でんわ

番号
ばんごう

障がい者就労支援施設
しょうがいしゃしゅうろうしえんしせつ

輪～RIN～
　りん 筑後市長浜

ちくごしながはま
１３８７−１  0942-65-3704

わかたけ作業所
さぎょうしょ

筑後市鶴田
ちくごしつるた

４７４  0942-52-0747

発行責任者 : 筑後市地域自立支援協議会　就労部会
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