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Ⅰ 障害者福祉制度の変遷 
施行期間 制度名 制度の特徴と要旨 

〜平成 15年 3 月 措置制度 

 障害者を『保護』し，安全な生活環境を提供するという考

え方のもと，入所施設を積極的に整備した。 

 行政が各施設を特定し，サービス内容等も決定した。利用

する施設等についても，本人・保護者の希望を聞くが行政が

ほぼ決定した。入所施設が主で，数は足りない状況。 

平成 15年 4 月～ 

 

平成 18年 3 月 

支援費制度 

 『障害があっても地域の中で自分らしく暮らしていく社会』

を目指すノーマライゼーションの理念の実現を目指した。 

 障害者の主体性を尊重する制度。障害者が利用したい施設

等を選択し（自己選択），自分の意志で決め（自己決定），直

接施設等と契約を取り交わし（自己責任），利用することがで

きるようになった。利用費は応能負担。利用したい施設等を

自分で選択できるようにはなったが，施設等の数は少なく，

入所待ち待機する必要があった。 

平成 18 年 

4 月 1 日〜 

 

(一部 

Ｈ18年 10月 1日施行) 

障害者自立支援法 

 障害者が地域で安心して暮らせる『自立と共生の社会』の

実現を目指す。 

 障害種（知的・身体・精神）に関係なく同一のサービスを

受けられる。施設等の新サービス体系への再編。障害程度区

分の導入による支給決定の仕組みの透明化，明確化。就労支

援の抜本的強化。サービスの財源の確保の明確化等。 

 サービス利用は応益負担（原則１割負担），障害程度区分に

よる支給可能なサービスや支給量の制限等，課題は多い。 

平成 22 年 

12 月 10 日〜 

 

(一部  

Ｈ23年 10月 1日施行, 

Ｈ24 年 4 月 1日施行) 

改正 

障害者自立支援法 

 障害保健福祉施策を見直すまでの間の法律。障害者等の地

域生活支援を行い『自立と共生の社会』の実現を目指す。 

利用者負担の見直し（利用者負担は応能負担を原則，サー

ビス利用負担等の軽減）。障害者の範囲の見直し（発達障害が

対象となることを明確化）。相談支援の充実（相談支援体制の

強化，支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を

勘案））。障害児支援の強化（放課後等デイサービス・保育所

等訪問支援の創設等）。地域における自立した生活のための支

援の充実（グループホーム・ケアホーム利用の助成を創設）。 

特定指定相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」

をもとに支給量が決定されるため，障害程度区分によるサー

ビス利用の制限緩和が期待される。 

平成 25 年 

4 月 1 日～ 

 

(一部 

Ｈ26 年 4月 1日施行) 

障害者総合支援法 

日常生活及び社会生活を総合的に支援することで『地域社

会における共生』の実現を目指す。 

 障害者の範囲の拡大（難病等を加える）。障害支援区分の創

設。障害者に対する支援（重度訪問介護の対象拡大，ケアホ

ームのグループホームへの一元化，地域移行支援の対象拡大，

地域生活支援事業の追加）。サービス基盤の計画整備。 

 なお，常時介護を要する人への支援，移動支援，就労支援，

障害支援区分の認定と支給決定，意思決定支援や成年後見制

度利用促進の在り方，意思疎通を図るための支援（手話等）

の在り方，精神障害者や高齢の障害者の支援などは，施行後

３年を目安として検討されている。 
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Ⅱ 障害者総合支援法のしくみと利用手続き 

１．自立支援のためのシステムの全体像 

 全国一律のサー

ビス。 

介護給付と訓練

等給付ではサー

ビスの手続きの

流れなどがちが

います。 

自己負担は原則

１割負担。 

 地域の実情に応

じて都道府県・

市町村が柔軟に

実施。 

自己負担は各自

治体で決められ

ます。 

 

２．日中活動と住まいの場の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいの場 

障害者支援施設の 

施設入所支援 

又は 

 

居住支援 

（グループホーム， 

福祉ホームの機能） 

日中活動の場 

以下から１ないし複数の事業を選択 

療養介護（医療機関への入院と併用） 

生活介護 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（A型，B 型アセスメント必要） 

地域活動支援センター 
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３．利用できるサービス内容 

事 業 名 内    容  

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で，入浴・排泄・食事の介護等を行う 

介
護
給
付 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に，自宅で，入浴・排泄・

食事の介護・外出時における移動支援等を総合的に行う 

同行援護 
視覚障害により，移動に著しい困難を有する人に，自宅で，入浴，排せ

つ，食事の介護，外出時における移動支援などを総合的に行う 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を回避するた

めに必要な支援，外出支援を行う 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等複数のサービスを包括的に

行う 

短期入所（ショートステイ） 
自宅で介護する人が病気の場合などに，短期間，夜間も含め施設で，入

浴，排泄，食事の介護等を行う 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に，医療機関で機能訓練，療養上の管理，

看護，介護及び日常生活の世話を行う 

生活介護 
常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排泄，食事の介護等を行うと

ともに，創作的活動又は生産活動の機会を提供する 

障害者支援施設での夜間ケ

ア等（施設入所支援） 
施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排泄，食事の介護等を行う 

自立生活援助 居宅において単身等で生活する障害者に相談等の援助を行う。 

訓

練

等

給

付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるように，一定期間，身体機能又

は生活能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に，一定期間，就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労継続支援 

（A型＝雇用型・B 型） 

一般企業等での就労が困難な人に，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う 

共同生活援助 

（グループホーム） 
夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や日常生活上の援助を行う 

相談支援 
新しくサービスを利用したいときや，何か困ったことがあるときに相談

を受け付ける 

地
域
生
活
支
援
事
業 

移動支援 円滑に外出できるよう，移動を支援する 

コミュニケーション支援 
障害のため意思疎通を図ることが困難な人のために手話通訳や要約筆

記，点訳等を行う人を派遣する 

福祉ホーム 
住居を必要としている人に，低額な料金で，居室等を提供するとともに，

日常生活に必要な支援を行う 

日常生活用具給付事業 
重度障害のある人等に対し，自立生活支援用具等日常生活用具の給付ま

たは貸与を行う 

日中一時支援事業 
障害者の保護者・介護者が介護できないときに，昼間，施設で必要な介

護等を行う 

地域活動支援センター 創作活動又は生産活動の機会を提供，社会との交流等を行う施設 

その他の事業 

市町村の判断により，自立した日常生活又は社会生活を営むために必要

な事業を行う 

例：「訪問入浴サービス事業」「社会参加促進事業」「盲人ホーム」等 

＊就労継続支援 B 型は，卒業後の利用は原則できない。また，ケアホームはグループホームに一元化された。 
 

放課後等デイサービス 
障害児に，日常生活における基本的な動作の指導，集団生活への適応訓

練等を行う 
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４．障害支援区分の違いで利用できるサービス一覧  

（介護給付の必要度を表す障害支援区分により利用できるサービスが決まっています。また，ケアホームは

グループホームに一元化されています。） 

障害支援区分 
自 立 支 援 給 付 

介 護 給 付 訓 練 等 給 付 

区分６ 

・ 重度障害者等包括支援 

・ 療養介護 

・ 重度訪問介護 

・ 施設入所支援 

・ 行動援護 

・ 生活介護 

・ 居宅介護（ホームヘルプ） 

・ 短期入所（ショートステイ） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

区分５ 

・ 療養介護 

・ 重度訪問介護 

・ 施設入所支援 

・ 行動援護 

・ 生活介護 

・ 居宅介護（ホームヘルプ） 

・ 短期入所（ショートステイ） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

区分４ 

・ 重度訪問介護 

・ 施設入所支援 

・ 行動援護 

・ 生活介護 

・ 居宅介護（ホームヘルプ） 

・ 短期入所（ショートステイ） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

区分３ 

・ 施設入所支援（50 歳以上） 

・ 行動援護 

・ 生活介護 

・ 居宅介護（ホームヘルプ） 

・ 短期入所（ショートステイ） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

区分２ 

・ 生活介護（50 歳以上） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 居宅介護（ホームヘルプ） 

・ 短期入所（ショートステイ） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

区分１ 

・ 居宅介護（ホームヘルプ） 

・ 短期入所（ショートステイ） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

非該当 

 ・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A型・B型） 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

・ 自立生活援助 

＊グループホームで夜間でのサービスを利用する場合は介護給付が必要になります。 
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５．障害種で利用できるサービスが決まっている場合がある 

サービス名 対象障害種 

重度訪問介護 身体障害者，難病等，知的障害者・精神障害者 

療養介護 身体障害者 

行動援護 知的障害者・精神障害者 

自立訓練（機能訓練） 身体障害者 

自立訓練（生活訓練） 知的障害者・精神障害者 

宿泊型自立訓練 知的障害者・精神障害者 

 

 

 

☆コラムⅠ☆ 

 

◎発達障害者への施策 

 以前より切望されている発達障害者のための手帳は未だに作られていませんが，平成 23年 8

月 5 日から施行された「改正障害者基本法」により知的障害を持たない発達障害者は「精神障

害者保健福祉手帳」が取得できるようになりました。 

 これによって知的障害を持たない発達障害者も福祉サービスを受けることができるように

なりました。 

 

◎障害基礎年金について 

 国民年金法で定める障害等級表（１級・２級）に該当する障害を持つ者が満 20 歳になった

ら，申請・受給ができます。障害がある子供がいる場合，子供加算があります。 

障害等級 受給額（年額） 

１級 ９７４，１２５円 ＋（子の加算額） 

２級 ７７９，３００円 ＋（子の加算額） 

 

障害がある子供の人数 子供加算額（１人につき年額） 

２人まで ２２４，３００円 

３人目から ７４，８００円 

 

障害基礎年金は知的障害に理解がある主治医がいると受給しやすいですが，小さい頃からの

療育の状態などを示せると良いようです。母子手帳，学校の成長の記録や手帳取得・更新時の

記録も材料になります。療育手帳等を取得したら，忘れずに更新しましょう。 

障害等級の判断は障害者基礎年金による診断基準があり，療育手帳等では決まりませんので，

20 歳になったら申請するようにしましょう。年金申請等の手続きで支援が必要な場合は，地域

の相談支援事業所に相談しましょう。 
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６．利用の手続き（支給決定までの流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ サービス利用開始後は相談支援事業所によるモニタリングが行われ，サービス内容が合ってい

るか，計画内容の変更の必要はないか等，確認が行われます。 

利 用 者 

相談支援事業者（サービスの利用意向の聴取） 

 

利用申請 【市町村へ】 

心身の状況に関する 80項目のアセスメント 【市町村が実施】 

障害支援区分の一次判定 

【市町村で判定】 

二次判定【審査会】 

障害支援区分の認定 【市町村で判定】 

支 給 決 定 （市町村） 

介
護
給
付
を
希
望
す
る
場
合 

訓
練
等
給
付
を
希
望
す
る
場
合 

病 院 受 診 

（意見書の作

成） 

非該当， 
区分 1〜6 
の認定 

サービス等利用計画案の作成（指定相談支援事業所） 

受給者証の交付 
（障害支援区分，

サービスの支
給量等を記載） 

サービス担当者会議 

支給決定時のサービス等利用計画 

サービス利用 利用契約 
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☆コラムⅡ☆ 

＊療育手帳について＊ 

 ◎療育手帳とは？ 

  知的障害児・者が福祉サービスを利用する時に必要な手帳で，知的障害児・者に対し 

 て一貫した指導・相談を行うと共に，援護措置を受け易くすることを目的としています。 
 

 ◎療育手帳の対象者は？ 

  児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と認定された方。 
 

 ◎認定区分は？ 

  区分は IQ や日常生活動作などを総合的に判断して認定する。 

  最重度(A1)・重度(A2)・中度(B1)・軽度(B2)の４区分 
 

 ◎手帳取得により受けられる支援・援護 

  手帳の取得によって，福祉サービスの利用や障害基礎年金・各種手当の支給，税金控 

 除，医療費の助成，公共料金の割引が受けられるほか，ハローワークに障害者求職登録 

 をして障害者雇用促進法に基づいた職業紹介をしてもらえます。 
 

 ◎申請に必要なもの 

  ①療育手帳交付申請所 ②写真(縦 4cm×横 3cm 上半身，無帽，1 年以内) ③印鑑 
 

 ◎療育手帳の申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 更新については各相談所が各市町村に出向いての巡回相談で受けることができます。巡

回相談日や場所等については居住地の市福祉事務所・町福祉課にご相談ください。 

＜霧島市・姶良市在住の方＞ 

◎ 鹿児島県こども総合療育センター（障害児） 
◎ 鹿児島知的障害者更生相談所（障害者） 
鹿児島市桜ヶ丘 6-12 電話 099-264-3003 

本人・保護者 

手帳取得申請（福祉事務所・福祉

児童相談所での面接等（心理判定員・小児科

知事が手帳交付し，結果が郵送（鹿児島

手帳を受け取り，各種サービスの説明（福祉事務所・福祉

＜曽於市・肝属地区在住の方＞ 

◎ 鹿児島県大隅児童相談所 
         （障害児・者） 

鹿屋市打馬２丁目 県合庁内  
電話 0994-43-7011 または 7019 
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Ⅲ 就職に向けて〜必要な力と手続き〜 

１． なぜ，働くのですか？ 

① 生活のため（自立に向けて） 

② 生きがいのため（自分が楽しい） 

③ 社会に役立つため 

 

２． よく言われる就職するために必要な基本的な条件は？ 

① 健康であること 

（健康とは身体的・精神的・社会的に，より良好な状態にあること） 

② ８時間労働に耐えられること 

（８時間労働に耐えられる体力・精神力があること） 

③ 身辺処理が自立していること 

（基本的に職場には身辺処理を介助してくれる人はいない） 

④ 通勤・寮生活などが可能であること 

（自力起床，食事・洗濯・家事など生活を切り盛りしていく力があること） 

⑤ 就労意欲・向上心が旺盛であること 

（様々な職業生活上の困難に立ち向かっていく心構えがあること） 

⑥ 家庭の理解と協力が得られること 

（職業生活で引き起こる様々な課題に見舞われた時に家庭の適切な支援があること） 

⑦ 職場での人間関係になじめること 

（社会人としての適切な言動やマナーを身につけていくことができること） 

⑧ 金銭管理能力がしっかりしていること 

（生活していく上で必要な金銭管理がきちんとできること） 

 

３． 学校で身に付けてほしい力は？ 

① 身辺処理ができるか？ 

② 挨拶・返事ができるか？ 

③ ルール・マナーが守れるか？ 

④ 身だしなみがきちんとできるか？ 

⑤ 時間の意識が身に付いているか？ 

⑥ 体力や精神力があるか？ 

⑦ 健康管理ができるか？ 

 

４． 企業が求める人材は？ 

① 素直な人材 

② まじめな人材 

③ 礼儀・礼節が身に付いている人材 

④ 元気な人材 

 

企業や就労移行支援施設で

良く言われることです。 
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５． 就職に向けて身につけてほしいこと 

＜必須チェック項目より＞               （就労移行支援のためのチェックリストより） 

Ⅰ 日常生活 

① 起床（決まった時間に起きられる） 

② 生活リズム（規則正しい生活ができる） 

③ 食事（規則正しく食事を摂ることができる） 

④ 服薬管理＜定期的に服薬している人＞ 

（決められた通りに服薬している） 

⑤ 外来通院＜定期的に通院している人＞ 

（決められた日にきちんと通院している） 

⑥ 体調不良時の対処（体調不良時に対処できる） 

⑦ 身だしなみ（身だしなみがきちんとしている） 

⑧ 金銭管理（金銭管理ができる） 

⑨ 自分の障害や症状の理解（自分の障害や症状を理解している） 

⑩ 援助の要請（必要な時に援助を求めることができる） 

⑪ 社会性（社会性がある） 

Ⅱ 働く場での 

対人関係 

① あいさつ（自分からあいさつができる） 

② 会話（その場に応じた会話ができる） 

③ 言葉遣い（相手や場に応じた言葉遣いができる） 

④ 非言語的コミュニケーション 

（表情，ジェスチャー等でコミュニケーションができる） 

⑤ 協調性（他人と協調できる） 

⑥ 感情のコントロール（感情が安定している） 

⑦ 意思表示（自分の意思の表示ができる） 

⑧ 共同作業（他の人と共同して仕事ができる） 

Ⅲ 働く場での 

行動・態度 

① 一般就労への意欲（就労意欲が高い） 

② 作業意欲（作業意欲が高い） 

③ 就労能力の自覚（自分の就労能力が分かる） 

④ 働く場のルールの理解（働く場のルールが理解できる） 

⑤ 仕事の報告（仕事の報告ができる） 

⑥ 欠勤などの連絡（欠勤・遅刻などを連絡できる） 

⑦ 出勤状況（欠勤・遅刻・早退が少ない） 

⑧ 作業に取り組む態度（積極的に作業に取り組む） 

⑨ 持続力（１日７〜８時間勤務ができる） 

⑩ 作業速度（求められた速度で作業ができる） 

⑪ 作業能率の向上（慣れるに従い，作業能率が上がる） 

⑫ 指示内容の理解（指示内容を理解できる） 

⑬ 作業の正確性（ミスなくできる） 

⑭ 危険への対処（危険に対処できる） 

⑮ 作業環境の変化への対応（環境が変わっても対応できる） 

 

＜参考チェック項目より＞ 

① 仕事の自発性 
自分からいろいろなことを知ろうとする 

もっとうまくやれる方法を考え，工夫する 

② 仕事の準備と 

後片付け 

道具の管理・手入れができる 

整理整頓ができる 

材料の準備・後片付けができる 
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③ 巧緻性 ある程度起用にこなし，作業の量も質も高い 

④ 労働福祉的知識 

労働に関するいろいろな知識がある（健康保険，年金，福祉課・福

祉事務所やハローワークの役割，賃金，労働条件，作業工程や製品

の流通等ができる） 

⑤ 家族の理解 就労に向けた家族の支援が得られる 

⑥ 交通機関の利用 
交通機関を利用して遠距離から通勤できる 

交通機関を利用しての不測の事態に対応できる 

⑦ 指示系統の理解 
聞かれたことにしっかり答えることができる 

上司や同僚等の指示をいつも聞くことができる 

⑧ 数量・計算 

時計やカレンダーを利用して時間や日数の計算ができる 

重さを量ったり個数をそろえたりできる 

簡単な計算（加減乗除）ができる 

数字を読んだり書いたりできる 

⑨ 文字 

ひらがなや簡単な漢字を書いたり読んだりできる 

短い文を正しく書いたり読んだりできる 

簡単なメモがとれる 

履歴書など手本を見て書き写せる 

伝票，申込書，届けの記入ができる 

 

６． 就職までの手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

……… 

利用登録 ３月 

（障害者就業・生活支援センター） 

職業相談・職業評価 

 １０月～１２月 

（障害者職業センター） 

手帳の取得（児童相談所） 

障害者求職登録（学校管轄ハローワーク） ７月～８月 

障害者就職面接会（鹿児島・鹿屋・都城） ９月～１０

月 

現場実習（定期） ６月・１１月 

特別実習（特別） １２月～２月 

内 定 

就 職 

就労支援ケース会議 ３月 
（企業・職業センター・ 

支援センター・学校 他） 
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７． 就職に関する用語 

障害者求職登録 

就職を希望する障害者が，「就職を希望する」という意思表示としてハ
ローワークに登録をすること。自分の興味・適性・能力などや仕事中に配
慮してほしいこと等を伝える。登録には障害者手帳が必要である。一般求
人の他に障害者求人を紹介してもらえたり，各種助成金等の証明をして
もらえたりする。登録は学校管轄のハローワークで行う。１度登録すれば
有効期限はない。本校はハローワーク国分が学校管轄。 

公共職業安定所 

（ハローワーク） 

就労を希望する障害者の求人登録を行い，技能・職業適性・知識・希望
職種・身体能力などの対象者の状況に基づいて職業指導や就職斡旋を行
う。職業能力開発校の訓練指示も行う。 

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用
支援機構 

障害者職業センター 

ハローワークと連携を取りながら，障害者等に対する職業リハビリテ
ーションを専門的かつ総合的に実施する。職業相談・評価を基に，職業準
備支援事業（ワークトレーニング），リワーク支援，ジョブコーチ支援な
どを行っている。 
ジョブコーチ支援；仕事を教えるのではなく，指導の方法の提案や職務や
職場環境の改善の提案など職場定着のための様々な支援を行う。 

障害者就業・生活 

支援センター 

障害者が身近な地域で安心して職業生活を送れるよう各種関係機関と
連携して，就業及び生活上の支援を総合的に行っている。県内には「かご
しま」「おおすみ」「あいらいさ」「あまみ」「なんさつ」「ほくさつ」「くま
げ」の７カ所がある。 

社会福祉協議会 
社会福祉法によって定められた団体で，地域が抱える様々な福祉問題

を地域みんなで考え話し合い活動して解決を図ることを目的とした公共
性の高い民間の団体。日常的な金銭管理サービス等を実施している。 

心身障害者地域療育等 

支援事業 

県等の委託を受けて配置された専門のスタッフであるコーディネータ
ーが中心になり，療育や福祉サービスに関する相談・指導・情報提供・サ
ービス利用の調整・支援活動等を行う。 

相談支援事業 
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の１つ。障害者やその保

護者・介護者などからの相談に応じて必要な情報提供などや権利擁護の
ために必要な援助を行う。 

グループホーム 
（共同生活援助事業） 

夜間や休日，共同生活を行う住居で，世話人が相談や日常生活上の援助
を行う。 

ホームヘルプ 
（居宅介護） 

自宅で，日常生活が不自由なく営めるよう，ホームヘルパーを派遣して
身体介護や家事援助等を行う。 

独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支
援機構 高齢・障害者雇
用支援センター 

障害者等の雇用に関する相談・援助，給付金・助成金の支給申請の受付,
障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付，啓発等の業務を実施し
ている。障害者の技能競技大会（アビリンピック）の運営も行っている。 

障害者試行雇用事業 

（トライアル雇用） 

３ヶ月間の試行雇用を通して，雇用に対する不安を軽減し，円滑な雇用
に移行するための事業。事業主には障害者 1人につき，月額 40,000 円の
奨励金が支給される。 

特定求職者 

雇用開発助成金 

ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に対し，支払っ
た賃金に相当する額の一部を援助する制度。 

精神障害者 

ステップアップ雇用 

精神障害者について，短時間労働から始め職場への適応状況に合わせ
て就業時間を延長して，円滑な雇用に移行するための事業。事業主には精
神障害者１人につき，月額 25,000 円の奨励金が支給される。 

障害者初回雇用奨励金 
（ﾌｧｰｽﾄ・ｽﾃｯﾌﾟ奨励金） 

障害者雇用の経験のない中小企業が，はじめて障害者を雇用した場合
に，事業主に 100 万円が支給される。 
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障害者雇用率制度 
「障害者の雇用の促進等に関する法律」で設けられている制度。 

事業主は常時雇用している労働者数の 2.2％以上の障害者を雇用しなけ
ればなりません。 

障害者雇用納付金制度 

常時雇用している労働者数 100 人を超える企業で法定雇用率が未達成
の企業は不足数1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しな
ければならない。納付金は障害者雇用調整金として雇用率を超えて雇用
している企業に，超えて雇用している障害者数に応じて 1 人につき月額
27,000 円支給されたり，他の各種助成金として使用されたりする。 

障害者職業能力開発校 
就職を目指す障害者にハローワークの訓練指示で職業訓練を行う。国

立県営で九州には福岡と鹿児島の２カ所。 

最低賃金制度 

最低賃金法に基づく賃金の最低限度を定める制度。事業主は最低賃金
以上の賃金を支払う義務を負う。「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」
があり，都道府県ごとに決定される。鹿児島県の地域別最低賃金は R1 年
10 月 3 日に改変され，時間額 790 円です。 

最低賃金の減額の特例 

許可申請 

精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者や試用期間中の
者または職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち特
定の条件を満たす者に限り，申請により最低賃金の適用が除外される制
度。事業主は所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に申請
する。 

障害者控除 

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税上の障害者に当
てはまる場合には，一定の金額の所得控除を受けることができる。これを
障害者控除といい，扶養控除の適用がない 16 歳未満の扶養親族を有する
場合においても適用される。 

 

☆コラムⅢ☆  

◎就労継続支援 B型とアセスメントについて 
 

１ 就労継続支援 B型事業の対象者 
① 就労経験がある者であって，年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった

者 

② 就労移行支援事業所を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果，就労継続支援 B

型の利用が適当と判断された者 

③ ①及び②のいずれにも該当しない者であって，50 歳に達している者又は障害者基礎年金

1 級の受給者 

２ 特別支援学校卒業生等が就労継続支援 B 型利用する場合 

  ・在学中又は利用前に就労移行支援事業を利用し，就労面や生活面の評価(アセスメント)をし

てもらい，一般就労が可能かどうか見極め，それが困難で，就労継続支援 B 型の利用対象者と

して妥当であると判断されなければならない。  

３ 利用の流れ 

① アセスメントを利用したいとの意思を学校や相談支援事業所，役所に伝える。 

② 相談支援事業所はサービス利用計画案を作成。 

③ 役所が暫定支給決定を行う。 

④ アセスメント実習を就労移行支援事業所で行う。 

⑤ アセスメントの評価やモニタリングの結果を踏まえて，利用者と最適なサービスを選ぶ。 
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Ⅳ 卒業後の支援ネットワーク（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※様々な支援機関がネットワークを構築し，連携を取り合ってチームで障害者を支援します。 

 

◎様々な支援機関 

１．相談所 

[主な仕事内容] 

① 障害についての相談・検査や手帳取得の判定，それらに関する相談。巡回相談等（18 歳未満） 

ただし，大隅児童相談所は 18 歳以上も相談に応じる。 

② 障害についての相談・検査や手帳取得の判定，それらに関する相談。巡回相談等（18 歳以上） 

③ 子どもの発達に関するさまざまな相談。外来相談，療育支援など。 

④ 発達障害者支援法に基づき発達障害児(者)に対してライフステージに応じた支援を行う。 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

① 
鹿児島県中央児童相談所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-264-3003 

鹿児島県大隅児童相談所 〒893-0011 鹿屋市打馬 2-16-6 0994-43-7011 

② 
鹿児島県身体障害者更生相談所 〒890-0021 鹿児島市小野 1-1-1 099-229-2324 

鹿児島県知的障害者更生相談所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-264-3003 

③ 

鹿児島こども総合療育センター 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-265-0005 

霧島市こども発達支援センター 

 （あゆみ） 
〒899-4394 霧島市国分中央 3-45-1 0995-64-0952 

④ 鹿児島県発達障害者支援センター 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘 6-12 099-264-3720 
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２．福祉事務所・福祉課 

[主な仕事内容] 

※ ※福祉サービスなどに関する全般的相談，申請窓口 

※ ※障害程度区分認定調査，区分認定，受給者証の交付など 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

霧島市福祉事務所 〒899-4394 霧島市国分中央 3-45-1 0995-45-5111 

姶良市福祉事務所 〒899-5492 姶良市宮島町 25 0995-66-3355 

湧水町福祉課 〒899-6292 姶良郡湧水町木場 222 0995-74-3111 

鹿屋市福祉事務所 〒893-8501 鹿屋市共栄町 20-1 0994-43-2111 

曽於市福祉事務所 〒899-4192 曽於市財部町南俣 11275 0986-72-0936＜直通＞ 

志布志市福祉事務所 〒899-7942 志布志市有明町野井倉 1756 099-474-1111 

大崎町福祉課 〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿 1029 099-476-1111 

都城市福祉事務所 〒885-8555 都城市姫城町 6-21 0986-23-2980 

 

３．公共職業安定所（ハローワーク） 

[主な仕事内容] 

※ ※求職登録手続き 

※ ※仕事の斡旋・紹介，障害者就職面接会の主催 

※ ※雇用に伴う各種助成金やトライアル雇用などの手続き 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

ハローワーク国分 〒899-4332 霧島市国分中央 1-4-35 0995-45-5311 

ハローワーク大隅 〒899-8102 曽於市大隅町岩川 5575-1 099-482-1265 

ハローワーク鹿屋 
〒893-0007 鹿屋市北田町 3-3-11 

      鹿屋市産業支援センター１階 
0994-42-4135 

ハローワーク都城 〒855-0072 都城市上町 2-11 都城合庁 1階 0986-22-1745 

ハローワーク鹿児島 〒890-0056 鹿児島市下荒田 1-43-28 099-250-6060 

あいらふるさとハローワーク 〒899-5432 姶良市宮島町 32-4 0995-67-8510 

志布志市ふるさとハローワーク 〒899-7192 志布志市志布志町志布志 2-1-1 099-471-1710 
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４．就労・生活支援 

[主な仕事内容] 

① 職業相談・評価，職業準備支援，ジョブコーチ支援，知的障害者判定，重度知的障害者判定等 

② 就業相談，就業支援，職業生活支援等 

③ 公共職業訓練，教育訓練，委託訓練等 

④ 障害者の雇用促進のための各種助成金などの支給相談・申請手続き窓口 

 

名  称 所 在 地 電話番号 

① 鹿児島障害者職業センター 
〒890-0063 
鹿児島市鴨池 2-30-10 

099-257-9240 

② 

かごしま 
障害者就業・生活支援センター 

〒892-0838 
鹿児島市新屋敷町 16－217 

099-248-9461 

おおすみ 
障害者就業・生活支援センター 

〒893-0006 
鹿屋市向江町 29-2 鹿屋市社会福祉会館内 

0994-35-0811 

あいらいさ 
障害者就業・生活支援センター 

〒899-4332 
霧島市国分中央 1-4-23  

0995-57-5678 

なんさつ 
障害者就業・生活支援センター 

〒897-0302 
南九州市知覧町郡 135 

0993-58-7020 

こばやし 
障害者就業・生活支援センター 

〒886－0008 
小林市本町 32 

0984-22－2539 

みやこのじょう 
障害者就業・生活支援センター 

〒885-0071 
都城市中町 1-7 1F 

0986-22-9991 

③ 鹿児島障害者職業能力開発校 
〒895-1402 
薩摩川内市入来町浦之名 1432 

0996-44-2206 

④ 
鹿児島高齢・障害者 
雇用支援センター 

〒892-0844 
鹿児島市山之口町 1-10 
鹿児島中央ビル 11F 

099-219-2000 
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５．姶良・霧島・曽於・志布志市の相談支援事業 

[主な仕事内容] 

※ サービス利用計画の作成，福祉サービスの利用法，障害基礎年金の申請法，就職相談，福祉施

設・医療機関などの紹介，障害者手帳の取得についてなどの相談の受付など 

 

事業所名 住   所 電話番号 FAX 

地域生活支援センター ほっと 霧島市国分中 1-4-23 0995-55-6661 0995-55-5522 

障害者支援施設つかわき 霧島市国分上之段２２８７－１ 0995-48-2776 0995-48-2865 

ＨＩＭＡＷＡＲＩのえがお 霧島市国分敷根７４８－１０ 0995-73-4187 0995-73-4197 

特定相談支援事業所 たんぽぽ 霧島市国分郡田 238-2 0995-73-5836 0995-73-4304 

未来相談事業所 霧島市国分中央３-1-6 肥後ﾋﾞﾙ 2 階 0995-48-5510 0995-40-2416 

サポートセンターかがやき 霧島市隼人町内 1542 0995-71-0815 0995-71-0815 

就労継続支援事業所 笑福 霧島市隼人町姫城 3丁目２３９ 0995-56-8063 0995-56-0303 

鈴かけ園 霧島市隼人町松永 1431 0995-42-9711 0995-42-9777 

特定相談支援事業所 オレンジ学園 霧島市福山町福山 838 0995-55-3977 0995-55-2151 

相談支援事業所 友愛 霧島市霧島田口 2612-8 0995-57-4508 0995-57-3968 

生活支援センター さちかぜ 姶良市加治木町木田 1395-16 0995-64-3051 0995-64-3633 

相談支援事業所 あじさい 姶良市船津 1700-1 0995-73-7751 0995-73-7752 

鹿児島サン・ヴィレッジ姶良 姶良市平松 1180-3 0995-66-3990 0995-66-3980 

地域生活支援事業所 アシスト 姶良市平松 6488 0995-73-5842 0995-73-5843 

相談支援事業ともしび 姶良市中津野４４４-３ 0995-65-7881 0995-65-7881 

生活支援センター よろこび 姶良市加治木町日木山 2455-1 0995-63-5677  0995-63-5633 

相談支援事業所くすの木 CoCo 姶良市蒲生町北 112-4 0995-56-8131   

障害者支援ｾﾝﾀｰ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟゆうすい 姶良郡湧水町北方 808-1 0995-74-2222 0995-74-2020 

輪光無量寿園居宅介護支援事業所 曽於市末吉町岩崎 971-1 099-482-5001 099-482-5004 

めぐみ会相談支援事業所 曽於市末吉町諏訪方５１０５ 0986-76-7111 0986-76-7111 

のどか園相談支援センター 曽於市末吉町諏訪方 10231 0986-76-6883 0986-76-6773 

相談支援事業所 すみよしの里 曽於市末吉町二之方 3070-2 0986-76-0009 0959-76-0688 

シオン舎相談支援事業所 曽於市大隅町岩川 6386 099-482-2888 099-482-1803 

特定非営利活動法人 日光 曽於市財部町北俣 9714-3 0986-72-1895 0986-72-2095 

相談支援センターサポート愛生 曽於郡大崎町菱田字宇都口 3596 0994-77-1171 099-477-1589 

志布志市社会福祉協議会 志布志市志布志町志布志 3222-1 099-472-1800 099-472-1593 

 

霧島市基幹相談支援センター 
霧島市国分中央 3-9-20 

国分ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ１階 
0995-73-7376 0995-73-7379 

姶良市基幹相談支援センターあいか 
姶良市宮島町２５  

姶良市役所２号館１階 
0995-66-3332 0995-65-6964 

そお地区障がい者等基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
志布志市志布志町志布志 2-1-1  

志布志市役所志布志支所内 
099-472-1111 099-472-2121 

肝属地区障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
鹿屋市向江町 29-2  

鹿屋市社会福祉会館内 
0994-35-4802 0995-43-2050 
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６．近隣福祉施設等 

※ 実習等でお世話になっている施設の一覧です。 

（P18～ 御覧ください） 

 

☆コラムⅣ☆  ◎よくある質問とその答え 

 Q：「障害支援区分」って何ですか？ 

 A：障害者総合福祉法（P１参照）において『介護の必要性の程度』を表す目安となるも 

  ので，非該当・区分１〜区分６の７段階に分けられています（数字が大きいほど必要 

  性が高い）。 

 Q：「区分判定」は何のためにするのですか？ 

 A：障害者総合福祉法では区分によって使えるサービスが決まっています（P４参照）。 

  介護の必要性の高さを調べて利用できるサービス内容を決めるために行います。 

  ただ，介護の必要性と本人の実態及び利用したいサービスと，区分判定をうけて実際 

  に使えるサービスが必ずしも合致しないことがあるので，平成 24 年度からは区分判定 

  の他に本人や家庭の希望や状況等を考慮して指定相談支援事業所が作成する『サービ 

  ス等利用計画（案）』を参考に利用できるサービス内容を決定します。市町村長が認め 

  れば区分で決められたサービス以外も利用できるようになります。 

 

 Q：「職業相談・職業評価」って何ですか？ 

 A：ジョブコーチ支援の準備のための調査です。面接（本人・保護者・先生と行う就職 

  に向けた相談（職業相談））と心理・職業的な各種検査（職業評価）を行い，「就職に 

  向けた希望」「健康・障害の状況」「企業などで働く態度がどの程度身に付いているか」 

  について整理分析し，それを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方 

  法を含む，個々に応じた支援計画（職業リハビリテーション計画）を策定するのに役 

  立てます。 
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

５０名

６０名

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

３０名

５０名

２名

名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

３０名

名

名

名

名

http://www.seichoukai.jp/

aiseien@po4.synapse.ne.jp

鹿児島市から５０ｋｍ圏内（３０円/ｋｍ） ８９０円～１，５７０円/日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

【　鹿児島市　】

社会福祉法人　青鳥会　障害者支援施設　吉田愛青園

鹿児島市宮之浦町４１８０番地１

０９９－２９４－４８８９ ０９９－２９４－４８９０

住所
〒８９１－１３０５

平均工賃又は利用料

施設入所支援

生活介護

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

活　　動　　内　　容

夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

歩行，障害特性能力に応じた作業・創作活動

日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

http://www.seichoukai.jp/

aoitori@po5.synapse.ne.jp

有 １，５００円/日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　青鳥会　障害者支援施設　あおいとり

住所
〒８９２－０８７１

鹿児島市吉野町１０７９１番地１０

０９９－２９５－７００９ ０９９－２９５－７１１９

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等 利用料４０円/時間

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

生活介護 ウォーキング，農園芸作業，紙工，木工，創作活動，その他

０９９－２４３－０１４１ ０９９－２４３－５１９８

http://www.seichoukai.jp/

その他

社会福祉法人　青鳥会　障害児（者）支援施設　吉野学園

住所
〒８９２－０８７１

鹿児島市吉野町１１１６５番地１

移動支援，行動援護，居宅介護重度訪問介護，福祉有償運送

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

放課後等デイサービス

生活介護(入所者へ） ウォーキング　レクレーション等

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

共同生活介護（ｹｱﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

５０名

６０名

５名

４名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４０名

７５名

４名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

名

名

１５名

男子１２名
女子１３名

１５名

名

発達支援 日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活への適応訓練，その他

ホームヘルプ 居宅介護，行動援護，移動支援

相談支援 福祉サービスや就職相談，機関の紹介など，相談全般

放課後等デイサービス 放課後や長期休暇における生活能力向上の為の訓練

共同生活援助（グループホーム）
共同生活介護（ケアホーム） 生活の場（生活面の支援全般）　　　計５カ所 利用料（家賃・光熱水費等を含）

５万円～６万円/月　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型 公園清掃，箱折り，企業実習　等 平均工賃：3,000円～4,000円／月　程度

日中一時支援 日中，施設で必要に応じた介護等の支援

社会福祉法人　落穂会　地域生活支援センター　あさひが丘

住所
〒８９１－１２０１

鹿児島市岡之原町１３９２

０９９－２４３－１１１２ ０９９－２４３－１０７０

http://www.asahigaokagakuen.jp/

asahigaoka-center@po2.synapse.ne.jp

社会福祉法人　青鳥会　障害者支援施設　愛光園

住所
〒８９２－０８７１

鹿児島市吉野町１１０８１番地１

http://www.seichoukai.jp/

aikoueni@po3.synapse.ne.jp

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

０９９－２４３－５６３２ ０９９－２４３－５６５０

日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援
共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

生活介護

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

生活介護 生産活動（園芸・委託作業），創作活動，リハビリ

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

http://www.asahigaokagakuen.jp/

asahigaoka@po2.synapse.ne.jp

１，５００円/日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　落穂会　知的障害者施設　あさひが丘学園

住所
〒８９１－１２０６

鹿児島市皆与志町２５０３番地

０９９－２３８－４８２１ ０９９－２３８－５７３７

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

３０名

２０名

就労継続Ｂ型 ２０名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

就労移行支援 １０名

就労継続Ｂ型 ２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

７０名

６０名

３０名

１５名

１０名

３５名

名

名

名

男子１１名
女子５名

男子２１名
女子１６名

就労継続Ａ型 黒豚加工 平均工賃：4万～6万円／月　程度

共同生活介護（ケアホーム） 生活の場（生活面の支援全般）　　　計８カ所 利用料（家賃・光熱水費等を含）
４万円～５万円/月　程度

就労継続Ｂ型 園芸，施設外就労 平均工賃：3,000円／月　程度

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

ホームヘルプ

共同生活援助（グループホーム） 生活の場（生活面の支援全般）　　　計４カ所 利用料（家賃・光熱水費等を含）
４万円～５万円/月　程度

移動支援

相談支援

生活介護 創作活動 1,000円～／年に２～３回

生活訓練（自立訓練） 紙工，木工 1,000円～／年に２～３回

就労移行支援 園芸 平均工賃：3,000円／月　程度

yuukari@po2.synapse.ne.jp

有（鹿児島市内） １，３００円／日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援，創作活動

野菜の袋詰め

社会福祉法人　ゆうかり　ゆうかり学園

住所
〒８９１－１２０１

鹿児島市岡之原町１００５

０９９－２４３－０５３５ ０９９－２４３－０５２０

http://www.yuukari-s.jp/

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活訓練（自立訓練）

パン製造，レストラン

住所
〒８９１－１２０１

鹿児島市岡之原町９８６

０９９－２４４－３５５１ ０９９－２４４－３５１５

http://www2.synapse.ne.jp/asahi-center/

asahicnt@hyper.ocn.ne.jp

１６００円/日（３食）　程度

生活介護

野菜の袋詰め

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

社会福祉法人　落穂会　知的障害者施設　第二旭福祉センター

http://www2.synapse.ne.jp/asahi-center/

asahicnt@hyper.ocn.ne.jp

１，６００円/日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

社会福祉法人　落穂会　知的障害者施設　旭福祉センター

住所
〒８９１－１２０１

鹿児島市岡之原町９８６

０９９－２４４－３５５１ ０９９－２４４－３５１５

日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

福祉サービスや就職相談，機関の紹介など，相談全般

日中一時支援 創作活動

鹿児島市 Page 322

mailto:yuukari@po2.synapse.ne.jp
http://www.yuukari-s.jp/
http://www2.synapse.ne.jp/asahi-center/
mailto:asahicnt@hyper.ocn.ne.jp
http://www2.synapse.ne.jp/asahi-center/
mailto:asahicnt@hyper.ocn.ne.jp


施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

３０名

１８名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

名

名

１４室

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

９名

６名

２０名

６９４円／時間洗濯されたシーツやタオルを機械に投入する就労継続支援Ａ型

就労継続Ｂ型 平均工賃22,666円/月（前年度）レストランでの接客・販売，衣類のプリント印刷や刺繍，小物作り

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活訓練（自立訓練） 10,000円程度

就労移行支援 10,000円程度

社会福祉法人　常盤会　障害福祉サービス事業所　ウィズ

住所
〒８９１－０１４１

鹿児島市谷山中央２丁目６５７番４

０９９－２９９－０３００ ０９９－２９９－０３０１

http://www.tokiwakai.com/index.php

with@tokiwakai.com

なし ２００円（収入により若干の差あり）

健康・生活スキル等の講座，公共交通機関を使っての施設外活動

SST・ビジネスマナー等の講座，実習・就職面接等の施設外活動

就労継続Ｂ型 印刷班，創作班，軽作業班

地域活動支援センター 作業・創作的訓練，機能訓練，スポーツ，レクリエーション，運動遊び訓練，ＡＤＬ訓練，知能遊び訓練，入浴

福祉ホーム 自立した生活をおくるための生活の場

http://www.tokiwakai.com/index.php

有

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 園芸，紙工芸，手工芸，リトミック，買い物活動，地域ボランティア活動，軽作業　等

相談支援 福祉サービス計画，相談等

社会福祉法人　常盤会　しろやまの風

住所
〒８９１－０１４４

鹿児島市下福元町３３３４

０９９－２６９－９７７７ ０９９－２６９－３８８８

http://www.nki-jp.com/tsubasa/

ws_tsubasa@po.minc.ne.jp

無 弁当持参または弁当注文

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行支援
衣類の洗濯・たたみ・アイロン，出荷準備 平均工賃　３００円／時給

就労継続Ｂ型

ワークステージつばさ

住所
〒８９０－００８１

鹿児島市唐湊４－１７－２

０９９－２５５－７７４９ ０９９－２５５－７７４９
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４名

１５名

８名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

１０名

１０名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

生活介護 ６名

就労移行支援 １４名

２名

名

男子５名

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等
共同生活援助（グループホーム） 生活の場（生活面の支援全般）

ジェラート，ごまプリン，焼きドーナツ製造・販売，委託作業

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

無

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

シール貼り等の軽作業，スポーツレクリエーション，音楽レクリエーション

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活訓練（自立訓練） 豆腐製造，出荷準備

info@hananoki.org

就労継続B型 豆腐製造，出荷準備 平均工賃25,000円～／月　程度

鹿児島市鴨池新町２８－２

http://shirahatokai.jp/home.html

社会福祉法人　白鳩会　花の木冷菓堂／グループホーム鴨池

住所
〒８９０－００６４

０９９－２５１－１１９２ ０９９－２５１－１１８１

社会福祉法人　白鳩会　花の木大豆工房

住所
〒８９０－００７２

鹿児島市新栄町３２－１０

０９９－２５０－０８３２ ０９９－２５０－０４５４

http://shirahatokai.jp/home.html

info@hananoki.org

無

サポートハウスⅡ：生活の場（生活面の支援全般）

サポートハウスⅢ：生活の場（生活面の支援全般）

一体型共同生活介護事業

http://www.tokiwakai.com/index.php

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

サポートハウスⅠ：生活の場（生活面の支援全般）

社会福祉法人　常盤会　サポートハウス（グループホーム・ケアホーム）

住所
〒８９１－０１４４

鹿児島市下福元町

０９９－２６２－２７８８

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

就労移行支援 職業講座，職業訓練

就労継続Ｂ型 しいたけの製造

社会福祉法人　敬和会　障害者自立支援センター　ハーモニー

住所
〒８９１－０１５０

鹿児島市坂之上８丁目３６－５１

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 日常生活の支援，創作活動，生産活動

０９９－２０８－０３５０ ０９９－２０８－０３５１

http://www.ikuseien.jp/index02.htm
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１０名

１０名

１０名

女子４名

女子３名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

７４名

６名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

３０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

２０名

１０名

８．１３４円

住所
〒８９２－０８７１

鹿児島県吉野町４３８６－１

社会福祉法人　太陽会ワークサポートセンターDoしょうぶ　　

自立訓練 木工，NUI,和紙造形,陶芸,デイ・デイリー

info@shobu.jp

相談　現在３台 ６５０円（食事提供加算対象者２３０円）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 木工，NUI,和紙造形,陶芸,デイ・デイリー

共同生活援助（グループホーム） グループホーム鴨池Ⅱ：生活の場（生活面の支援全般）

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護事業（４年間） 福祉専攻科大学として「くらし」「コミュニケーション・経済」「教養」「自主研究」「しごと選択」

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

利用料は,障害者総合
支援法に定められた

額
自立訓練（生活訓練２年間） 福祉専攻科として「生活」「教養」「生活」「基礎」「テーマ研究」等

就労移行支援（２年間） 福祉専攻科大学として「教養」「生活」「基礎」「研究ゼミ」「就労選択」等

http//www/muginome-fukushi.or.jp

yumenomori@muginome-fukushi.or.jp

あり 実費（１食300円程度《検討中》）

ユーススコラ鹿児島

０９９－２０８－７８７８ ０９９－２０８－０７８７

住所
〒８９２－０８７１

鹿児島県吉野町５０６６番地

０９９－２４３－６６３９ ０９９－２４３－７９５６

http://www.shobu.jp

info@shobu.jp

基本なし

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行 パン,そば,レストラン,園芸,木工,ハウスキーパー ７．３０８円

就労継続B型

共同生活援助（グループホーム） グループホーム鴨池Ⅲ：生活の場（生活面の支援全般）

鹿児島県吉野町５０６６番地

http://www.shobu.jp

社会福祉法人　太陽会　ライフサポートセンターしょうぶ学園　　

住所
〒８９２－０８７１

０９９－２４３－６６３９ ０９９－２４３－７４１５

就労継続Ｂ型 石けん作り，化粧品サンプルの袋詰め，喫茶補助，委託給食

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

放課後等デイサービス

info@hananoki.org

生活介護 創作活動，ＡＤＬ訓練，レクリエーション

http://shirahatokai.jp/home.html

生活介護・日中一時・放課後等デイのみ送迎有

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

〒８９０－００６７

鹿児島市真砂本町５６番１号　翔ビル２階

社会福祉法人　白鳩会　花の木カノン／グループホーム鴨池Ⅱ／グループホーム鴨池Ⅲ

住所

０９９－２５５－１３３０ ０９９－２５５－１３３０
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

10名

4名 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援（男女各2名）

児童発達支援事業 10名

放課後等デイサービス事業 10名

共同生活援助（グループホーム） 生活の場・生活面の支援全般（男5名，女5名） 50,000円/月

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

日常生活における基本動作の指導及び支援

生活能力向上のための訓練及び社会との交流促進等

社会福祉法人　敬和会　知覧育成園　サポートセンター　ら・フロレゾン（グループホーム・ショートステイ）

鹿児島市坂之上4丁目4801番　　　　南九州市知覧町郡9047-1（知覧育成園）
住所

〒８９１－０１４４

0993-83-4800（問い合わせ先）

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
８０名

８０名

２０名
３０名
２名

名
名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員
２０名

１５名

１１名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
１５名就労継続支援Ａ型 クリーニング 県の最低賃金

ＮＰＯ法人　自立支援センター愛ら　サンテリエ愛ら

住所

０９９５－５５－１６０９ 0995-55-1614

あり（応相談） 提供なし，自己負担（注文可）

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

〒８９９－５３０４
姶良市蒲生町下久徳５０８－１

santerieaira_obara@ybb.ne.jp

姶良市加治木町木田５３４８－１４９
０９９５－７３－７６４２ ０９９５－７３－７６４３

共同生活援助事業（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） ３７名 生活の場（生活面の支援全般）

住宅型有料老人ホーム 生活の場（生活面の支援全般）

介護保険サービス
通所介護等

事　業　形　態

姶良市加治木町木田１３９４－３２
〒８９９－５２４１

tatae@sachikaze.jp

有（姶良市・霧島市）　一日10円 昼食580円（食事提供加算対象者の場合310円）

相談支援・障害児等療育支援 福祉サービスや就職・療育相談，機関の紹介など，相談全般，サービス利用計画の作成

社会福祉法人　敬天会　共生型地域自立支援センター　たたえ

活　　動　　内　　容

住所

http://www.sachikaze.jp/

【　姶良市　】

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

http://www.sachikaze.jp/
info@sachikaze.jp
有（姶良市・霧島市）　※就労移行の送迎は姶良市のみ 1,690円／日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　敬天会　障害者支援施設　さちかぜ

住所
〒８９９－５２４１
姶良市加治木町木田１３９５－１６
０９９５－６４－３６１１ ０９９５－６４－３６３３

就労移行支援 施設外就労（農作業，清掃作業，食器洗浄作業） 平均工賃10,000円／月　程度

就労継続Ｂ型 パン製造，自主作業（野菜栽培，園芸栽培及び販売），受託作業 平均工賃10,000円／月　程度

〒８９９－５２４１

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

生活介護
生産活動（キャンドル作成，手芸，ラベル貼り，リサイクル等），創作活動，野外活動（散
歩，スポーツ等），リハビリ支援，入浴，音楽療法，作業療法

平均工賃又は利用料

生活介護 生産活動，創作活動，野外活動（散歩，スポーツ等），リハビリ支援，入浴，作業療法

食費（３食）約1,000円
他　家賃，水光熱費等

日中一時支援 日中，施設で必要に応じた介護等の支援

０９９５－７３－３６３２ ０９９５－６２－２４４０

創作活動，機能訓練，野外活動，入浴支援，整容支援

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

平均工賃又は利用料

就労継続支援Ａ型
畑作業（にんにく，さつまいも，じゃがいも，キャベツ　他），施設外就労（野菜の
カット・成形・包装），下請業務（加工食品の袋詰め，チラシ折り　他），野菜販
売・加工・包装業務（切干大根・漬物・黒にんにく　他）

平均工賃　811円／時

http://yuinosato.co.jp/
yuinohikari2014@able.ocn.ne.jp
有（霧島市～姶良市） ２００円（食事提供加算の対象外：３００円）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容

株式会社　ゆいの里　就労継続支援事業所　ゆいの里

住所
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

５名

施設名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

３３名

５０名

２０名

男女各１名

５名

男女各１０名

就労継続支援B型
平均工賃
２００円～４００円／時

住所

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援 食事代，日用品費，光熱水費

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

〒８９９－５２４１

住所
〒８９９－５２４１

姶良市加治木町木田１０８３番地２

０９９５－５７－６０００ ０９９５－５７－６００１

交通費の支給あり
就労継続支援Ａ型 ２０名

平均工賃又は利用料

姶良市加治木町木田５７－１コミュニティタウン加治木１０９号

０９９５－５６－８８８７ ０９９５－５６－８８８６

aira@apollo.or.jp

あり

姶良市加治木町日木山２４５５－１

〒８９９－５２０４

社会福祉法人　ともしび会　障害者支援施設　喜びの里

生活介護

一般社団法人　アポロ　アポロかじき事業所

木工，手芸，ビーズ，農作業 食事代268円／食

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

食事代，入浴料，送迎料，基本料

生活の場（生活面の支援全般）

０９９５－６３－５６７７ ０９９５－６３－５６３３

http://www.skyusyu.jp/medical/bumon/shido/shido_tuen.html

無

生活介護 創作活動，音楽活動,感覚運動療法

国立南九州病院通園事業すまいる

hashimoto＠apollo.or.jp

なし 食事提供無し

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

一般社団法人　アポロ　アポロあいら事業所

就労継続支援Ｂ型 清掃，委託作業（農作業，ニンニクの皮むき，箸入れ）

金属プレートの洗浄作業（企業委託），部品組み合わせの軽作業（企業委
託），その他の軽作業

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

住所

有（姶良市・霧島市）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

790円／時鹿児島産ひじきの商品加工・販売の作業，落花生の商品加工・販売の作業，
金属プレートの洗浄作業（企業委託），その他の軽作業

〒８９９－５２４１

食費，日用品費，光熱
水費，家賃（1,500
円）オブション

平均工賃3,064円
食事代268円／食

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援
利用料：4～5万（日
用品費，光熱水費オプ
ション）

姶良市加治木町木田１８８２

０９９５－６２－２１２１

相談支援 福祉サービスや就職相談，機関の紹介など，相談全般

共同生活援助
（グループホーム）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

男女数名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員 平均工賃 利用料

１０名

２０名 12,000円

１１名

６名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

１４名

6名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

300円／日

就労移行支援 パン製造，就労訓練，施設外就労

就労継続支援Ｂ型 パン製造，農耕作業，縫製，就労訓練

so_calling@snow.ocn.ne.jp
有（姶良市，霧島市：国分・隼人）　料金負担無し 昼食　150円／日

〒８９９－５４３１

姶良市西餅田２８３６－１

6,800円

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

０９９５－６６－２９１１ ０９９５－６６－２９１１

有 昼食　300円／日

社会福祉法人　建昌福祉会　障害福祉サービス事業所　あじさい園

住所
〒８９９－５６５５

姶良市船津１７００－１

０９９５－７３－７７５１ ０９９５－７３－７７５２

azisaien@seagreen.ocn.ne.jp

生活の場（生活面の支援全般）
水道，光熱費実費，
食費：1.000円／日

箱折り，竹細工，和小物作り，割箸袋入れ，野菜作り

平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型

ＮＰＯ法人　夢協働やまだ　　サンテやまだ／グループホーム　ドリーム

住所
〒８９９－５５４３

姶良市平松３１３３－３（サンテやまだ）姶良市平松１９０６－２（ドリーム）

０９９５－６７－３８００ ０９９５－６７－３８００

yume.kyoudou@ab.auone-net.jp

有

活　　動　　内　　容

活　　動　　内　　容

社会福祉法人　ほのぼの会　セルプあいら

hatsuki@estate.ocn.ne.jp
有（姶良市全域，霧島市：隼人駅，溝辺）　料金負担無し 昼食　650円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

０９９５－６６－３４６９ ０９９５－５５－０６３５

姶良市豊留９番地

生活介護 リサイクル，日常生活訓練活動，レクリエーション，創作活動

日中一時支援 土曜日における身辺介護，レクリエーション等

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

〒８９９－５４１３

生活訓練（自立訓練）

就労継続支援Ｂ型 生産活動（菓子製造，石けん製造，味噌製造，農業）

有限会社　コーリング　サポートハウス颯

生活介護 余暇活動，作業，創作活動

住所

学習活動，レクリエーション，創作活動，音楽療法，生産活動

住所

内職的作業（袋入れ，竹尺の袋入れ，タイツのたたみ，パンフレット折り他），除草
作業，口腔ケア製品の納品，販売他

平均工賃11,352円／月就労継続支援Ｂ型
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

１５名

６名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

１０名

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続A型

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

衣類の洗濯・たたみ・アイロン，出荷準備

生活の場（生活面の支援全般）　　男女各５名

ワークステージつばさ

住所
〒８９０－００８１

姶良市平松３２８８（勤務地：南九イリョー株式会社姶良工場）

０９９－２５５－７７４９ ０９９－２５５－７７４９

無

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

こころ夢食堂での調理補助，弁当の配達 737円／時

医療法人　碩済会　　のぞみの星

住所
〒８９９－５２４１

姶良市加治木町木田１２４８－１番地

０９９５－６２－３２１０ ０９９５－６２－３１２２

有り

姶良市宮島町27-2グランドビルド姶良1階

０９９５－７３－８５０１ ０９９５－６５－２３１３

無し 昼食180円／日

コミュニケーションＡＲＥＡ姶良

住所
〒８９９－５４３２

社会福祉法人　真奉会　障害者支援センター　ワークショップあいら

住所

生活介護 生産活動，レクレーション，創作，ＡＤＬ訓練 1,500円程度

http://shinpoukai.jp/aira/

有（姶良市　霧島市国分方面） 昼食　400円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

就労継続支援Ｂ型 食品加工作業（大豆），エコプラザ，ADL訓練，シール貼り，その他企業請負作業

12,000円程度

昼食１００円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援B型 水耕栽培，ハウス栽培，福祉用具洗浄，農園作業，内職作業

〒８９９－５４３１

14,000円程度

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行支援 生産活動，就労訓練，企業実習等

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

就労継続支援Ａ型

姶良市西餅田１１９８－６

０９９５－５７－７７００ ０９９５－５７－７７１１

姶良市・姶良郡 Page 430

http://shinpoukai.jp/aira/


施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１２名

１０名

１２名

日中一時支援 名 湧水町在中の児童・生徒

６名

６名生活介護 生産活動，創作活動，入浴等

生活訓練（自立訓練） 休止中

就労継続支援Ａ型 施設内作業（プラスチック製品の加工・検査・梱包等） 時給６９４円

就労移行 生産活動，就労訓練，企業実習等 1０.000円程度

就労継続支援Ｂ型 施設内作業（製品検査　新聞折り等），施設外作業（シールはがし等） 1０.000円程度

1.５00円程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　真奉会　ワークショップゆうすい

住所
〒８９９－６２０２

姶良郡湧水町北方８０８番地１

０９９５－７４－２２２２ ０９９５－７４－２０２０

http://shinpoukai.jp/

w-s-yuusui@po2.synapse.ne.jp
有（伊佐市，湧水町，横川）　料金負担無し 昼食　４００円／日

【　姶良郡　】
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２３０名

名

名

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４０名

６０名
男3,女1名

４名

男子４名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

２名
共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 食品容器のラベル貼り，水道部品の仕分け，園芸，機能回復・維持活動

０９９５－７３－７８８７ ０９９５－７３－７８８９

有（霧島市，姶良市）　料金負担無し 昼食　550円／日　程度

社会福祉法人　たちばな会　生活介護事業所　オレンジの里

住所
〒８９９－４３２３
霧島市国分福島３丁目５番１５－２号

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等
昼食代の本人負担額
は各市町村によって
金額の違い有り。

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 「オレンジハウス」生活の場（生活面の支援全般）

生活介護 水道部品の組み立て，割り箸の袋入れ，醤油入れ，生活の訓練

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

０９９５－５５－２３４３ ０９９５－５５－２３４４

http://www4.synapse.ne.jp/fukuyama-s/

fukuyama-g@po5.synapse.ne.jp

有（国分・隼人・垂水方面）

朝260円，昼580円，夕580円のうち，食事提
供加算が市町村よりある場合の本人負担額
・生活介護：580円
・短期入所：朝160円，昼280円，夕280円

社会福祉法人　たちばな会　福山学園

住所
〒８９９－４５０１

霧島市福山町８３８

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

療養介護 入浴，排泄，食事の介護等の支援，健康管理支援

http://www.minc.ne.jp/~tatibana-k/orange.htm

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

【　霧島市　】

社会福祉法人　たちばな会　オレンジ学園

住所
〒８９９－４５０１

霧島市福山町８３８

０９９５－５５－２１２１ ０９９５－５５－２１５１

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

５１名

５１名

４名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１５名

１５名

なし

男子２０名

女子１０名

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
生活の場（生活面の支援全般）※ほっと３：霧島市国分清水
1-1-26-21

家賃代・食事代・
光熱費（水道・電気代込
み）

平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型 水道部品の組立，電子部品の組立，箱折り 平均工賃15,000円／月　程度

０９９５－７３－３１０６

就労継続支援Ｂ型 （株）タブチの水道部品の組み立て，小売事業の普及活動（焼き鳥屋の串刺しなど） 平均工賃（前年度）21,682円

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

NPO法人　霧島やまびこの会　ワークセンターやまびこ

住所
〒８９９－４３５１

霧島市国分新町１２８７

０９９５－７３－３１０５

http://kirishimayamabiko.org/

kwcy@kirishimayamabiko.org

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

住所
〒８９９－４３３２
霧島市国分中央三丁目３３番１０号

有 昼食200円／食

社会福祉法人　真奉会　障害者生活支援センターほっと　／　ほっとホーム（グループホーム）

住所
〒８９９－４３４６
霧島市国分府中町５番２０号

０９９５－５５－６６６０ ０９９５－５５－６６６２

http://shinpoukai.jp/

w_s_hayato@po3.synapse.ne.jp

有（霧島市，姶良市） グループホーム　800円／日（３食）程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

０９９５－４５－６２４９ ０９９５－４５－６２２９

sagyosho6249@po.mct.ne.jp

特定非営利活動法人　コスモス園

生活介護 日中活動（園芸，パン，歩行，散歩，学習など）

無 1,575円／日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

相談支援 福祉サービスや機関の紹介など，相談全般，サービス利用計画の作成

社会福祉法人　つぼみの会　障害者支援施設つかわき

住所
〒８９９－４４６１

霧島市国分上之段２２８７－１

０９９５－４８－２７７６ ０９９５－４８－２８６５

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

日中一時支援 放課後・長期休日のレクリエーション等の活動提供 市町村による異なる

地域活動支援Ⅱ型 レクリエーション，調理体験，季節行事等 市町村による異なる

相談支援 福祉サービス利用に関する全般，サービス利用計画の作成等，相談全般

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）
家賃代・食事代・
光熱費（水道・電気代込
み）

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
生活の場（生活面の支援全般）※ほっと２：霧島市隼人町見
次1691-2

家賃代・食事代・
光熱費（水道・電気代込
み）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員
１０名ずつ

平均工賃又は利用料

放課後等デイサービス 個別支援，地域資源の利用，手指訓練，知育など

グループホーム

NPO法人　にじの橋　／　にじの橋  GH 「 ここ　」

住所
〒８９９－４３２２
霧島市国分福島２丁目３３－７

０９９５－５０－０９３９

NPO法人　にじの橋　／　にじの橋　姫城の家

住所
〒８９９－４３５６

霧島市国分姫城南４－２３

０９９５ー５０－２０７９

nijino84npo@gmail.com

昼食　１５０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 入浴，散歩，知育，下請け作業，菓子製造(予定） 工賃0円～20,000円/月

昼食　２００円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

昼食　１５０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

工賃2,000円～30,000円/月

nijino84npo@gmail.com

有（国分，隼人方面）

NPO法人　にじの橋　／　にじの橋　広瀬の家

住所
〒８９９－４３２１
霧島市国分広瀬２丁目１－８

nijino84npo@gmail.com

有（国分，隼人方面） 昼食　１５０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

NPO法人　にじの橋　／　にじの橋　中央の家

住所
〒８９９－４３３２
霧島市国分中央５丁目１３－７４－７

０９９５－４５－１０８０ ０９９５－４５－１０８０

生活介護
入浴，散歩，知育，下請け（箱折り，野菜栽培），リサイ
クル，

工賃500円～20,000円/月

０９９５－７１－０７１５

平均工賃又は利用料

生活介護 入浴，外出，製作，日常生活の支援，健康管理 工賃0円～3,000円/月

就労継続支援Ｂ型 施設外就労，畑・養鶏，社会生活活動支援

nijino84npo@gmail.com

有（国分，隼人方面）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１２名

6名

40名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

１名

７名

平均工賃又は利用料

就労継続Ｂ型 15,492円

共同生活援助

相談支援事業所 相談支援専門員常駐

特定非営利活動法人　真愛会　ワークショップしんあい

グループホーム

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容
・ポップコーンの製造並びに販売
・ネットショップ，ネットオークションの出店代行，パソコン業務
・お菓子の箱折り，箱詰め作業，食品のパック詰め，シール貼り等の
作業
・施設外就労（公園清掃，にんにくの植え付け，黒にんにくの選別・
袋詰め，シール貼り，箱折り，チラシ折り，封筒入れ，コーヒー豆の
選別等）

住所
〒８９９－５１０６

霧島市隼人町内山田１丁目５番２２号

０９９５－４３－６６１４ ０９９５－４３－６６１４

work_shop_shinai@yahoo.co.jp

有 昼食　200円／日

就労継続支援Ｂ型
施設外就労，弁当事業（盛つけ，皿荒い，配達）,個人宅清掃,リ
サイクル作業，箱折り，農園

平均工賃12,000円／月　程度

就労移行支援 生産活動（箱折り，施設外就労等），就労訓練，企業実習等平均工賃8,500円／月　程度

就労継続Ｂ型 生産活動（お茶，水耕，施設外就労等），企業実習等 平均工賃13,000円／月　程度

有（送迎範囲は相談に応じる） 昼食150円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 平均工賃又は利用料

NPO法人　隼人わかば会　就労支援センター　わかば

住所
〒８９９－５１０６

霧島市隼人町内山田１－６－８－１

０９９５－４３－１０１６ ０９９５－４３－１０１６

活　　動　　内　　容

生活介護 体力作り，創作活動，生産活動，レクリエーション　等 平均工賃1,500円／月　程度

http://shinpoukai.jp/

w_s_hayato@po3.synapse.ne.jp

有（霧島市） 昼食　400円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　真奉会　障害者支援センター　ワークショップはやと

住所
〒８９９－５１１６　　　　　　〒８９９－４３３２

霧島市隼人町内２０６８　　／　霧島市国分中央１丁目４－２３　２階（就労移行支援）
０９９５－４４－７１１１／48－7000（就労移行） ０９９５－４４－７１１２／48－7007（就労移行）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

10名

３０名

１５名

７名

なし

グループホーム 7名

10名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名
１０～１５名

１１名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

休止中

０９９５－４２－９８８８ ０９９５－４２－９７７７

suzukakeen@cup.ocn.ne.jp

特定相談支援 サービス等利用計画作成

日中一時支援 上記と同じ，送迎有り

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

平均工賃又は利用料

(株)M&A　JAPAN　ナナーラ未来

住所
〒８９９－４４６２
霧島市国分敷根548番地

０９９５－７３－５１５５ ０９９５－７３－５３５８

放課後等デイサービス 適応訓練，レクレーション，送迎

事　業　形　態

就労継続支援Ｂ型
杭作り及び販売，ハーネステープ巻き，防水栓詰め，野菜作り，梅干
し・らっきょう漬け及び販売，電子部品のネジ・バネ付け　等

3,000～25,000円／月

活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活訓練（自立訓練）

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

nana-ra.future@majapan

０９９５－５７－４５０８ ０９９５－５７－３９６８

info@karin-yuyu.com

有

有（霧島市，姶良市，他） 朝200円，昼・夕260円

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

ＮＰＯ法人　かりんの会　サポート友喜

住所
〒８９９－４２０１
霧島市霧島田口２６１４－１

http://www.majapan.jp

居宅介護事業・移動支援 身体介護，通院介助，行動援護，同行援護　等

生活介護 入浴サービス，レクリエーション，創作活動

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

地域活動支援

平均工賃又は利用料

生活介護 バイタルチェック，入浴サービス，機能訓練，レクリエーション

44,000円

社会福祉法人　若鮎会　鈴かけ園

住所
〒８９９－５１１２

霧島市隼人町松永１４３１

有

　

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

昼食　400円／日

就労継続Ｂ型 研磨作業，ナットの検査，水道部品の組み立て，水栓作業，レクリエーション

特定非営利活動法人　隼人障害者福祉作業所　ワークセンター隼人

住所
〒８９９－５１１４
霧島市隼人町西光寺５２２－２

０９９５－４３－５５０１ ０９９５－７３－５５５９

就労継続支援Ｂ型 水道部品の組立，検査，スポンジ切り，袋詰め

workcenter-hayato@circus.ocn.ne.jp

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

平均工賃（前年度）39,188円／月

利用者の状況により可 昼食（わかば会）有り
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員

１０名

６名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
２０名

就労継続支援Ａ型 清掃,調理補助など（主に溶岩焼薩摩屋店舗内の仕事），施設外就労有 平均工賃70,000円／月22～33日程度

きりしま子ども発達支援センター　実樹

住所
〒８９９－４３０５
霧島市国分郡田２３８－１

０９９５－７３－４１９５ ０９９５－７３－４３０４

機能訓練，リハビリ等

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

一般社団法人　スマイルズ

住所
〒８９９－４３２１
霧島市国分広瀬２丁目２０－５１

活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

有り
事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

利用料なし，皆勤手当て有

医療法人　昌成会　多機能型障害福祉サービス事業所　虹の空

住所
〒８９９－４２０１
霧島市霧島田口９０８－９
０９９５－５７－１６６０ ０９９５－５７－１６６０
http://nijidayori.exblog.jp/

有 100円／日

生活介護

（内容）昼間の日常生活での全般支援及び健康活動支援
機能訓練・体力づくり，整容(身だしなみ),衛生面練習，地域参加活動
個別活動・入浴（言葉・お金・話し方（伝え方）・衣類整理等の練
習）
集団活動（壁画作成，工作，カレンダー作り，茶話会，園芸，スケッ
チ等）

（賃金）創作活動
での販売額から必
要経費を控除後，
利用者へ還元
(食事代)300円/
日

就労継続支援B型事業所　ＰＬＵＳ

０９９５－４７－１２０８ ０９９５－４７－1212

smiles8929@outlook.com

平均工賃又は利用料

生活介護

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

住所
〒８９９－４３５１
霧島市隼人町住吉７１３－８５

カフェの清掃・接客，調理補助及び皿荒い等
庭園整備（環境整備），リサイクルショップ商品管理・販売等
パソコン訓練，余暇活動→買い物訓練・外出等

就労継続支援Ｂ型

平均賃金
月２２日就労
１５．０００円
(食事代)3００円/
日

０９９５－５５－８２０８ ０９９５－５５－８２０７
http://plusshien.net/index.html

有 200円

草刈り，雑貨販売，箱折り，農作業，洗車，清掃など

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型 11,967円
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
14名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員

１４名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

８名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

６名

株式会社心和　就労継続支援B型　心和の郷

住所
〒８９９－４３５５
霧島市国分剣之宇都町１７９番地１
０９９５－７３－８８６３ ０９９５－７３－８８６４
www.kirishima-shinwa.com

０９９５－６４－８６５５ ０９９５－６４－８６５６

社会福祉法人　大多福会　霧島のどか園
〒８９９－４２０１
霧島市霧島田口２６１３－２１２

住所

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型 ニンニクの皮むき，施設外就労，農作業・販売，おやつ製造

sinwanosato-d@po2.synapse.ne.jp
有

就労継続支援Ｂ型 果樹園芸工房・食品加工等 利用料は食費のみ

有
事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 療育，個別リハ 食費

特定非営利活動法人　輝　サポートセンターかがやき

住所
〒８９９－５１１６
霧島市隼人町内１５４２番地

きりしま重度障がい者支援センター　いぶき

住所
〒８９９－４３５４

霧島市国分姫城３１４７－１

０９９５－７３－６３３０ ０９９５－７３－６３２０

kirishimakodomo@ace.ocn.ne.jp

有 150円

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行支援 一般就労に向けた，施設内外での職業訓練

０９９５－７１－０８１５ ０９９５－７１－０８１５

http://www.mct.ne.jp/users/kagayaki/

kagayaki@po.mct.ne.jp

有 300円／食

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

自立訓練（生活訓練） 地域での自立生活に向けた訓練
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

相談支援事業 名
就労継続支援Ｂ型 １０名 生産活動（菓子箱折り，タブチ水道部品，施設外温泉）

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員

20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
名

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型

農業（自然栽培）米，玉ねぎ，オクラ，人参，小松菜，国分大
根など
養蜂，養鶏（萬田黒鶏）
直売所（シール貼り，袋詰め，品出し，レジ打ち）
洗濯業務（納品，回収，洗濯，タオル干し）

住所
〒８９９－４３１６
霧島市国分上小川６５７－４
０９９５－７１－０１７８ ０９９５－７１－０１７８

honobonoday@po.mct.ne.jp
有 昼食　３００円／日

放課後等デイサービス 療育，個別，ＯＴ，ＣＰ，ＳＴ，小集団コミュニケーションなど

特定非営利活動法人　就労継続支援Ｂ型事業所　ほのほの

一般社団法人　ＨＩＭＡＷＡＲＩ

住所
〒８９９－４４６２

霧島市国分敷根７４８－１０

０９９５－７３－４１８７ ０９９５－７３－４１９７

himawarigangan1109@gmail.com

有 昼食　１００円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

平均工賃1５,000円程度

合同会社リスタート　ジョブアプトハナウタ

住所
〒８９９－４３５３
霧島市国分向花町「８番４８号
０９９５－５０－３８８０ ０９９５－５０－３８８０

hanautajob@outlook.jp
有

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援B型 野菜や果物，自然食品の販売・加工，商品の配達，農園作業・管理作業 平均工賃16,000円

NPO法人　ピアサポートきりしま

住所
〒８９９－４３３２
霧島市国分中央５丁目３番２９号

日中一時支援事業 機能訓練，社会適応訓練，入浴等

０９９５－７３－6666

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
相談支援事業 名

就労継続支援Ｂ型 ２０名

名

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

共同生活援助 グループホーム笑夢

雑貨づくり、箱折作業、クラフト工芸、パソコン
施設外就労（清掃作業、畑作業、草取り、バイク洗車な
ど）
週１回　パソコン教室

就労継続支援事業所　笑福

住所
〒８９９－５１１１
霧島市隼人町姫城3丁目２３９
０９９５－５６－８０６３ ０９９５－５６－０３０３
http://syuuroushien-efu.net/
himawarigangan1109@gmail.com
有 昼食　２００円／日
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

２０名

５名

４５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１２名

６名

２０名

５名

１５名

相談支援

男子６名
女子７名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

５１名

６０名

３０名

５名

２名

４名

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

相談支援 福祉サービスや機関の紹介など，相談全般，サービス利用計画の作成

【　曽於市　】
特定非営利活動法人　しをんの会　障害福祉サービス事業所　大隅シオン舎

住所
〒８９９－８１０２

曽於市大隅町岩川６３８６

０９９－４８２－２８８８ ０９９－４８２－１８０３

sionsya.iimdo.com

sionsya@heart.com.ne.jp
有（志布志，福山，輝北，岩川周辺）　料金負担無し 昼食　１5０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行支援 食品加工，製菓・製パン，レストラン，園芸果樹，アート・リラックス

就労継続Ｂ型 食品加工，製菓・製パン，レストラン，園芸果樹，アート・リラックス

http://hakufu-kai.or.jp

sumisato@axel.con.ne.jp

就労移行支援 パン，菓子，味噌製造，手芸，小物商品つくり
平均工賃6,000円～
25,000円／月程度

就労継続Ｂ型 うどん店接客，農園作業，販売
平均工賃5,000円～
20,000円／月程度

０９８６－７６－６８８３ ０９８６－７６－６７７３

有 昼食　２３０円／日

社会福祉法人　大多福会　のどか園

住所
〒８９９－８６０４

曽於市末吉町諏訪方１０２３１

日中一時支援 シオン舎終了後，保護者の帰宅時間までの間，一時的に預かります。

社会福祉法人　博風会　すみよしの里

住所
〒８９９－８６０５

曽於市末吉町二之方３０７０番地２

０９８６－７６－０００９ ０９８６－７６－０６８８

＊来年度に向けて計画予定　・サービス付高齢者向け住宅（65歳以上）・共生型多機能

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 レクリエーション，野外活動， 平均工賃　8,000円/月程度

平均工賃17,000円/月程度

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

地域活動支援
福祉サービスや機関の紹介など，相談全般，サービス利用計画の作成

共同生活介護（ｹｱﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）

有（曽於市・志布志市志布志町，松山町・鹿
屋市輝北町・大崎町野方　方面）

入所（３食）1,380円
通所（昼食のみ）260円程度

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

日中一時支援 夜間・日中支援（余暇活動・入浴・食事・排泄等の支援など）

就労継続支援Ｂ型 園芸（サツマイモなど）,役務作業（野菜の袋詰め,環境整備） 平均工賃6,500円

要相談

無料

要相談

要相談短期入所 夜間・日中支援（余暇活動・入浴・食事・排泄等の支援など）

施設入所支援 夜間・日中支援（余暇活動，入浴，食事，排泄等の支援など） 要相談

生活介護 リハビリ，レクリエーション，入浴食事等の支援など

要相談

基準該当短期入所（予防含む） 夜間・日中支援（余暇活動・入浴・食事・排泄等の支援など）

相談支援事業（特定・一般） 福祉サービスの紹介，利用の調整などの相談
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

１４名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

８０名

名

名

５名，４名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

seisuikai@aqua.plala.or.jp

昼食　２００円／日

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

有

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

kounomineen@world.ocn.ne.jp

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

０９８６－５１－７８８８

曽於市末吉町深川８１５３－２

〒８９９－８６０６
住所

０９８６－５１－７８８７

NPO法人　清粋会　深川農園

就労移行支援 園芸，軽作業，下請け作業　他

就労継続Ｂ型 園芸，軽作業，下請け作業　他
平均工賃１万円～１６千円／月

程度

０９８６－７６－７１１１１

生活介護 農園芸，手芸，レクリエーション

医療法人　常清会　多機能事業所　曽らりす（ワークサポートぴぃす・ライフサポートはぁと）

住所
〒８９９－８２１２
曽於市大隅町月野１９４４－２

０９９－４７９－３３７１　（ぴぃす）
０９９－４７９－３３７２　（はぁと）

生活介護
（ライフサポートはぁと）

活動支援（レク,創作,生産,戸外），健康観察，入浴・排泄の介助

グループホーム

グループホームいちばん星

住所
〒８９９－８６０１

曽於市末吉町岩崎２１７８－１

０９９－４８２－１５７６

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

有（希望時）
昼食１００円/日
食事提供体制加算（加算がある場合は事業所が負担しま
す。）

０９９－４７９－３３７３

０９８６－７６－７１１１１

社会福祉法人　めぐみ会　高之峯園

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

〒８９９－８６０４
住所

曽於市末吉町諏訪方5105

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）　計２カ所

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型
（ワークサポートぴぃす）

弁当作り販売，木耳の栽培・加工・販売，
リサイクルの分別，農作業，手芸等

210円／時

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

20名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

２０名

５名

４５名

住所
〒８９９－8609

曽於市末吉町上町四丁目10番地11号

有 ２００円／日　（軽減適用なし400円）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

0986－57－9330 ０９86－57－9331

ippo.soo.haruna@gmail.com

株式会社いっぽ　就労継続支援B型事業所　いっぽ

就労継続Ｂ型
洋服畳み，仕上げ，自動車部品組み立て，
通販商品仕上げ（袋づめ，シール貼り）

平均工賃
15,000円/月程度

株式会社楽笑　就労継続支援B型事業所　楽笑（らくしょう）

住所
〒８９９－8102

曽於市大隅町岩川4860番地３

099－482－5595 ０９9－482－5595

rakusho@po5.synapse.ne.jp

有 ２００円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続Ｂ型
農作業，空家管理（環境整備），ポスティング，雑貨工
作，軽作業等

平均工賃
15,865円/月程度

特定非営利活動法人　しをんの会　障害福祉サービス事業所　大隅シオン舎

住所
〒８９９－８１０２
曽於市大隅町岩川６３８６

０９９－４８２－２８８８ ０９９－４８２－１８０３

http://wwwl.ocn.ne.jp/~sion8/sion/Welcom.html

sionsya@heart.ocn.ne.jp
有（志布志，福山，輝北，岩川周辺）　料金負担無し 昼食　１5０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

相談支援 福祉サービスや機関の紹介など，相談全般，サービス利用計画の作成

就労移行支援 うどん店接客，菓子工房，椎茸農園
平均工賃6,000円～
25,000円／月程度

就労継続Ｂ型 パン，味噌製造，農園作業，手芸・小物商品作り，販売
平均工賃5,000円～
20,000円／月程度

日中一時支援 シオン舎終了後，保護者の帰宅時間までの間，一時的に預かります。
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

８０名

９０名

１０名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６０名

６０名

３０名

７名

日中一時支援 名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

６名

２８名

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

日中，施設で必要に応じた介護等の支援

有　料金負担無し 通所：４９０円/日（食事提供加算適用で120円/日程度）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

生活介護 日常生活における支援，創作活動

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

日中一時支援 日中，施設で必要に応じた介護等の支援

就労継続支援B型 紙工，メンテナンス，園庭管理，農作業等 平均工賃20,500円／月程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

０９９－４７７－１１７１ ０９９－４７７－１５８９

http://www.e-aiseikai.or.jp

info@e-aiseikai.or.jp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入所：1,430円／日（３食）程度　　

要相談 通所：４９０円/日（食事提供加算適用で120円/日程度）

平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

〒８９９－７３０１

曽於郡大崎町菱田３５９６

０９９－４７７－１１７１ ０９９－４７７－１５８９

http://www.e-aiseikai.or.jp

info@e-aiseikai.or.jp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入所：1,430円／日（３食）程度　　

生活介護 日常生活における支援，創作活動

【　曽於郡　】

社会福祉法人　愛生会　あいのさと

住所
〒８９９－７３０１

曽於郡大崎町菱田３５９６

社会福祉法人　愛生会　恵誠園

住所

就労移行支援 紙工，メンテナンス，農園作業等 平均工賃11,000円／月程度

就労継続支援B型 紙工，メンテナンス，農園作業等 平均工賃17,000円／月程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活訓練(自立訓練） 紙工，メンテナンス，農園作業等 平均工賃  8,200円／月程度

０９９－４７７－１１７１ ０９９－４７７－１５８９

http://www.e-aiseikai.or.jp

info@e-aiseikai.or.jp

有　料金負担無し 通所：４９０円/日（食事提供加算適用で120円/日程度）

社会福祉法人　愛生会　セルプあいせい

住所
〒８９９－７３０１

曽於郡大崎町菱田３５９６
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

計５５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

６名

２８名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

14名

6名

特定非営利活動法人　くろしお会　みのり福祉作業所

住所
〒８９９－７３０２

曽於郡大崎町神領１４１８番地２

０９９－４７７－２１１１ ０９９－４７７－２１１１

就労継続B型 リサイクル作業，請負農作業，自家農園での野菜作り 平均工賃６５０円/日

https://www.npo-kuroshiokai.com

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　愛生会

住所
〒８９９－７３０１

曽於郡大崎町菱田３５９６

０９９－４７７－１１７１ ０９９－４７７－１５８９

http://www.e-aiseikai.or.jp

info@e-aiseikai.or.jp

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容
福祉サービスや就職相談，機関の紹介，ｻｰﾋﾞｽ利用計画の作成，年金・手帳申請の代行など，相談全般

生活の場（生活面の支援全般）　愛生ホーム大崎・宇都口・志布志　計３カ所
利用料（家賃・光熱水費等を含）　50,000円～60,000／月　程度

社会福祉法人　愛生会　セルプしぶし

住所
〒８９９－７１０２

志布志市志布志町帖６６１７－１３

099-471-1808

相談支援

共同生活援助（グループホーム）

【　志布志市　】

生活訓練（自立訓練） 紙工，メンテナンス 平均工賃  6,200円／月程度

就労移行支援 紙工，メンテナンス 平均工賃19,000円／月程度

http://www.e-aiseikai.or.jp

info@e-aiseikai.or.jp

有　料金負担無し ４９０円/日（食事提供加算適用で120円/日程度）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　愛訪会　ワークセンター藤の森

住所
〒８９９－７５０３

志布志市有明町野神３９３５－３

０９９－４７１－５５５０ ０９９－４７５－１５７７

就労継続B型 紙工，メンテナンス 平均工賃16,000円／月程度

就労継続B型 シール貼り作業，箱折り作業，農園作業　他 生産活動に応じて支給

生活介護 創作活動，生産活動，機能訓練、レクリェーション

aiwa@po3.synapse.ne.jp
有（志布志市，曽於市，鹿屋市）　料金負担無し 昼食　200円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

20名

一般社団法人翼　就労支援事業所　つばさ

住所
〒８９９－7103

志布志市志布志町志布志2-17-21　チャオ天志館511号

０９９－473－0070 ０９９－478－0338

https://www.283tsubasa.com/

com283@polka.ocn.ne.jp

有 　180円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続B型 図書館運営，パソコン入力，ハーネス製造等
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

３５名

２５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

０９８６－２６－２７２０ ０９８６－２６－２７２０

http://canbasnokai.jp/

有（都城・末吉・財部・国分駅）　料金負担無し 昼食　１５０円／日（食費加算有りの場合）

平均工賃12,000円／月　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ａ型 クリーニング（衣類・タオルの洗濯，畳み，乾燥，アイロン　等全般） 平均工賃50,000円／月　程度

昼食　１５０円／日（食費加算有りの場合）

http://canbasnokai.jp/

有（都城・末吉・財部・国分駅）　料金負担無し 昼食　１５０円／日（食費加算有りの場合）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

【　都城市　】

社会福祉法人　キャンバスの会　給食センターキャンバス

住所
〒８８５－００８２
宮崎県都城市南鷹尾町１３街区２号

０９８６－５１－５１３２ ０９８６－２６－５７３５

就労継続支援Ａ型 弁当製造の厨房作業，配達作業　等 平均工賃50,000円／月　程度

http://canbasnokai.jp/

canbas-minobaru@wine.ocn.ne.jp
有（都城・末吉・財部・国分駅）　料金負担無し 昼食　１５０円／日（食費加算有りの場合）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型 野菜加工，エコ作業，環境整備　等 平均工賃12,000円／月　程度

社会福祉法人　キャンバスの会　ＣＢＳリネンサービス早水事業所

住所
〒８８５－００１６
宮崎県都城市早水町３２－８

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

平均工賃50,000円／月　程度

就労継続支援Ｂ型 クリーニング（衣類・タオル畳み　等）

社会福祉法人　キャンバスの会　ＣＢＳリネンサービス年見事業所

住所
〒８８５－００１７

宮崎県都城市年見町１３－８

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

クリーニング（衣類・タオルの洗濯，畳み，乾燥，アイロン　等）

０９８６－３６－４６１１ ０９８６－３６－４６１１

http://canbasnokai.jp/

有（都城・末吉・財部・国分駅）　料金負担無し

活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　キャンバスの会　ＣＢＳリネンサービス都北事業所

住所
〒８８５－０００４
宮崎県都城市都北町３６２８－１

０９８６－３８－３００５ ０９８６－３８－３００５

就労継続支援Ａ型 クリーニング（衣類・タオルの洗濯，畳み，乾燥，アイロン　等全般） 平均工賃50,000円／月　程度
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１５名

１０名

施設名

〒８８５－００３６

宮崎県都城市広原町５号２１番地 ＴＥＬ

〒８８５－００１７

宮崎県都城市年見町３０－１ ＴＥＬ

〒８８５－００８６

宮崎県都城市久保原町１８－１３ ＴＥＬ ０９８６－２６－４５２５

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

施設名

ＴＥＬ

ＨＰ
Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

名

社会福祉法人　キャンバスの会　短期入所事業所さくら　／　地域活動支援センターなみき

住所
〒８８５－００１７

宮崎県都城市年見町３０－１

（さくら）０９８６－２１－０８５５　／　（なみき）０９８６－３６－５６８３

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

地域活動支援

http://canbasnokai.jp/

朝食　２５０円　昼食４００円　夕食４００円／日

広原ホーム（女性）

久保原南ホーム（男性）

年見ホーム（男性）
０９８６－２１－３２０６

０９８６－２４－５２１１

社会福祉法人　キャンバスの会　広原ホーム／年見ホーム／久保原南ホーム　（グループホーム）

住所

社会福祉法人　キャンバスの会　お弁当のまるよし

住所 〒８８５－００１６　宮崎県都城市早水町９－１

０９８６－２４－０４４０ ０９８６－２４－０４４５

就労継続支援Ａ型 弁当製造の厨房作業，配達作業　等

就労継続支援Ｂ型 弁当箱洗浄，弁当箱折り　等

http://canbasnokai.jp/

有（都城・末吉・財部・国分駅）　料金負担無し 昼食　１５０円／日（食費加算有りの場合）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

広原　１０名
年見　 ８名

久保原南 　５名
生活の場（生活面の支援全般）

活　　動　　内　　容定　員

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 平均工賃又は利用料

共同生活援助
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

利用料（家賃・光熱水費等を
含）
５～６万円/月　程度

日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４０名

４０名

３名

４名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１５名

３０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４０名
共同生活援助
(グループホーム）

夜間や休日，共同生活を行う住居で，入浴，排泄，食
事の介護及び相談や日常生活上の援助
よつばホーム（５名）都城市鷲尾１丁目９街区１番地１
若葉ホーム（４名）　都城市簔原町3111番地42
簔原ホーム（７名）　都城市久保原町11街区54号
松元ホーム（４名）　都城市松元町19号1番地1
第２松元ホーム（４名）都城市松元町19号1番地1
さくらホーム（４名）都城市南横市町8327番地１A棟
つぼみホーム（６名）都城市志比田町7302番地2
たんぽぽホーム（４名）都城市簔原町3111番地31

企業：ワタキューセイモア，
宮崎くみあいチキンフーズ，
浅井製缶，みどり園厨房，つ
やげん，あけぼの商事
福祉(生活介護，B型，就労移
行)：ぷらむはうす，山田りん
どう福祉会，あじさいの里，
風の道，こころ，ななえ福祉
作業所，キャンバスの会，超
（ｽｰﾊﾟｰ）笑顔

０９８６－２４－５８６７ ０９８６－２５－１４２１

http://www.midorien-hakuaikai.com/

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 就労・日中活動

就労継続支援Ｂ型
リサイクル作業（選別作業），委託作業（除草
等），農作業，地域貢献（はっぴいエコプラ
ザ），みどり園行事など

平均工賃7,000円／月
実績に応じて，一時金有り

生活介護
ゆとり活動（歩行等），生産活動，創作活動，音
楽活動，スポーツ活動，レクリェーション活動，
みどり園行事など

社会福祉法人　博愛会　みどり園／みどり園共同生活ホーム

住所
〒８８５－００９５
宮崎県都城市蓑原町１６５６番地１

０９８６－２４－５８４３ ０９８６－２５－１４２１

http://www.midorien-hakuaikai.com/

有（都城市内：片道３０分程度） 1,570円／日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 食事・入浴・排泄等の日常生活支援

日中一時 日中活動の支援・余暇活動の支援

社会福祉法人　博愛会　みどり園／デイステーションぷらむはうす

住所
〒８８５－００９５
宮崎県都城市蓑原町１６５６番地１

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所 食事・入浴・排泄等の日常生活支援

生活介護
身体を動かすプログラム・生産活動・創作活動・
個別活動（外出等）など

社会福祉法人　博愛会　障害者支援施設 みどり園

住所
〒８８５－００９５

宮崎県都城市蓑原町１６５６番地１

０９８６－２４－５８６７ ０９８６－２５－１４２１

http://www.midorien-hakuaikai.com/

有（都城市内：片道３０分程度）
（朝300円，昼530円，夜590円）／日
原則サーヒス料の１割負担（課税世帯）
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

４名

１０名

自立訓練 ６名

就労移行支援
一般就労を目指されるみなさんに，職業能力を高める
ための訓練に取り組んでいただきます。

希望される生活の実現のために，必要な活動や訓練に取り組んでいただきます。

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 日常生活上のお手伝いや相談の助言の他，創作活動などの機会も提供します。

日中一時支援
ご家族の一時的な休息などを目的として障害がある方
の日中活動の場を提供します。

社会福祉法人　こころ　障がい福祉サービス事業所　こころライフ

住所
〒８８５－００６３

宮崎県都城市梅北町１１８４８番地

０９８６－３６－５８７５ ０９８６－３６－５８７４

http://kokoro-m.com

ny01250823@yahoo.co.jp

あり 弁当注文可　３５０円

http://kokoro-m.com

ny01250823@yahoo.co.jp

あり 弁当注文可　３５０円

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続Ｂ型 水産加工，木工，農業，清掃，食器洗浄，委託販売 工賃21,000円/月

生活介護

収益作業（果物袋のシール貼り，野菜の選果・袋詰め），余
暇支援（映画鑑賞，制作活動，エアロビクス等の運動），生
活支援（TEACCHに基づく，構造化やスケジュールを取り
入れ，安心して活動できる環境に取り組んでいます。）

3,000円～6,000円
（H29年度）

社会福祉法人　こころ　障がい福祉サービス事業所　こころワーク

住所
〒８８５－００６３

宮崎県都城市梅北町１１８４８番地

０９８６－３６－７３７５ ０９８６－３６－７３７５

Kazenomiti@aioros.ocn.ne.jp
有（都城市・三股町・曽於市一部）　料金負担無し 250円／食

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型

菓子製造・販売（パン，クッキー，ケーキ類の製造販売），
委託作業（電子部品の組立て・選別作業，野菜の選果・袋詰
め作業，ゴミ袋の袋詰め作業，印刷会社のシール貼作業
等），ピザレストラン（厨房での調理補助，接客）

12,000円～17,000円
（H29年度）

社会福祉法人　風の道　障害福祉サービス事業所　風の道

住所
〒８８５－００６３

宮崎県都城市梅北町２４６５番地２

０９８６－３９－４８０４ ０９８６－３６－４８７７
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１０名

１３名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員

１４名

６名就労移行支援
委託作業（椎茸作業），アサーショントレーニング（自己表
現），事業所内訓練，施設外支援・施設外就労 工賃規定に準ずる

ＮＰＯ法人　希親会　生活介護事業所　ぱれっと

生活介護 日常生活の支援，レクリエーション，製作活動，地域活動
障がい者総合支援法により
定められた利用者１割負担
の額

有（送迎時間に関しては要相談）
料金は，利用者負担額に含まれる

昼食560円（食事提供体制加算対象者260円）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

住所
〒８８５－００９５
宮崎県都城市蓑原町８２４１－３
０９８６－４６－１８３０ ０９８６－４６－１８３３

生活の基礎力，コミュニケーション力，働く力，発信
力及び一般教養等を学ぶ。

就労移行支援 社会人基礎力と職業基礎力を中心に学ぶ。

就労継続B型
環境整備，洗濯，遊具メンテナンス，野菜カット，公
用車洗車，ポスティング準備，ラベル貼り，化粧箱制
作等

ＮＰＯ法人　希親会　あとりえ

住所
〒８８５－００２６
宮崎県都城市大王町６－８
０９８６－２２－６３００ ０９８６－３６－６２２２

就労移行支援
委託作業（電子部品組立，野菜の皮むき等），生活技
能訓練，事業所内訓練，パソコン実習活動

平均工賃20,000円／月　程度

http://www.canbas.jp/
atelier@canbas.jp
有 昼食　１６０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

宮崎県都城市安久町４７４２－１
０９８６－３９－５６８８ ０９８６－３９－５６７７

工賃規定に準ずる

有 希望者に提供有（昼食260円）
事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型
（株）霧島食品のらっきょうの下請け作業，弁当作業，イン
ダストリー都城・しいたけ作業（施設外就労）

社会福祉法人　スマイリング・パーク　モジラ・テラス

住所
〒８８５－００５５　宮崎県都城市早鈴町１０街区３２号

０９８６－３６－５３５０ ０９８６－３６－５３５１

昼食３００円～３５０円弁当のあっせん

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

自立訓練（生活訓練）

ＮＰＯ法人　希親会　就労継続支援B型事業所　なないろ

住所
〒８８５－００４４
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
５４名

名
名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
５０名

名
名

就労継続支援Ｂ型（まーる茶房・菓子工房）
洋菓子製造・販売，喫茶事業，手芸品等販売，市委託作業
（公園清掃），販売活動

２０名
H29年度　月平均工賃

17,000円（個別に時給を
設定）

就労継続支援Ｂ型（従たる事業所信愛） 青果物袋詰め，シール貼り，市委託作業（公園清掃），販売活動

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ｂ型（まーる工房）

企業委託作業（果物袋詰め，ゴミ袋外袋詰め他），市委託作
業（公園清掃），手芸用品製作（デコパージュ石鹸，さおり
織り，ビーズアクセサリー，クラフトカゴ等），販売活動

特定非営利法人　まーる工房

住所
〒８８５－００９４　宮崎県都城市志比田町５７７５－１
　（まーる茶房：都城市志比田町，従たる事業所信愛：都城市平塚町）

０９８６－２２－０６３０ ０９８６－２２－０６３０

hukuhuku@btvw.ne.jp

有 従たる事業所信愛：週２回　昼食費　有

http://www.syoureikai.jp/index.html
otobouen@syoureikai.jp

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　奨禮会　乙房苑

住所
〒８８５－０１１２
宮崎県都城市乙房町２１９１番地３
０９８６－３７－３９００ ０９８６－３７－３９０２

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援
生活介護 創作活動，レクリエーション　等

社会福祉法人　奨禮会　ハッピーヒル

住所
〒８８５－０１１２
宮崎県都城市乙房町２１９４番地１
０９８６－３７－３９１０ ０９８６－３７－３９０２

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援
生活介護 生産活動，創作活動，レクリエーション　等

http://www.syoureikai.jp/index.html

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

ＮＰＯ法人　希親会　短期入所事業所　ぱすてる

住所
〒８８５－００８６
宮崎県都城市久保原町１６ー１６
０９８６－４６－２３２３ ０９８６－４６－２３１２

有（送迎時間に関しては要相談）
料金は，利用者負担額に含まれる

朝食500円，昼食560円，夕食560円
（食事提供体制加算対象者は，朝食200円，昼食
260円，夕食260円）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援
障がい者総合支援法により
定められた利用者１割負担
の額
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
１８名

６名
１５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ
ＨＰ

Ｅメール
送迎 食費

定　員
２０名
１０名
２５名

名
６名×２カ所

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１０名

社会福祉法人　奨禮会　どりーむわーくす

住所
〒８８５－０１１２
宮崎県都城市乙房町２３７２番地１

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 生産活動，レクリエーション，生活面の訓練　等

０９８６－４５－４１１０ ０９８６－３７－３８２０
http://www.syoureikai.jp/index.html
dream-works@syoureikai.jp
有（都城市，三股町周辺）

０９８６－４６－３７３７ ０９８６－４６－３７３６

社会福祉法人　なのはな村　

住所
〒８８５－００４１
宮崎県都城市一万城町８２号４番地

就労移行支援 しいたけの栽培，ワークスキルトレーニング，施設外就労　等 平均工賃：3,000円～／月　程度

就労継続支援Ｂ型 野菜・しいたけの栽培・収穫・袋詰め，窯業，委託作業　等 平均工賃15,000円／月　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

生活介護 創作活動，生産活動，音楽活動

http://www16.plala.or.jp/nanohana-yura/index.html
nanohanamura@rouge.plala.or.jp
有 昼食　２３０円／日

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）

【　三股町　】

就労移行支援 スキルワークトレーニング，就労体験，調理補助，接客訓練

就労継続支援Ｂ型 農業，養鶏，食品加工，レストラン，施設外就労 平均工賃16,000円／月　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

ＮＰＯ法人　笑福会　えがおの里（Ａ型事業所）

住所
〒８８９－１９０１

宮崎県北諸県郡三股町樺山４６７２番地５０

０９８６ー３６－４７０１ ０９８６－３６－４７０２

http://www.mimata.jp

有 昼食　２５０円／日

創作活動，生産活動 平均工賃3,000円／月　程度

日中一時支援 折り紙，ビデオ鑑賞，ちぎり絵，レクリエーション

http://www.mimata.jp

有 昼食　１５０円～２５０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

生活介護

活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援Ａ型 弁当製造

ＮＰＯ法人　笑福会　えがおの里（生活介護事業所）

住所
〒８８９－１９０１
宮崎県北諸県郡三股町樺山４５７３番地６９

０９８６－３６－７２２７／０９８６－５１－００１７０９８６－３６－７２２８
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

女子７名

３名短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

共同生活援助
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

生活の場（生活面の支援全般）
利用料（家賃・光熱水費等を

含）
３万円～５万円/月　程度

―

ＮＰＯ法人　笑福会　えがおの里（共同生活援助事業所）　　

住所
〒８８９－１９０３

宮崎県北諸県郡三股町餅原６５６番地３

０９８６－５２－５７０６ ０９８６－３６－４７０２

http://www.mimata.jp
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

２０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１０名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４０名

５４名

名

名

女子６名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

５０名

４４名

就労継続支援B型 １５名

２名／日

名

０９９４－５８－５０５１ ０９９４－５８－７７５８

http://www.gakufukai.jp/ryohoku/index.htm

有

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事等の介護支援

相談支援 指定特定相談支援事業所「虹」 事業所内に設置

平均工賃又は利用料

就労移行支援 パソコン訓練，調理・接客，農業，畜産 平均工賃７，０００円～１２，０００円／月　程度

社会福祉法人　友心会　ゆらり

住所
〒８９３－１６０２

鹿屋市串良町有里７４４１－１

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等支援

生活介護 音楽療法,レクリエーション，創作活動，リハビリ訓練等

工芸（木工・陶芸），食品加工，園芸作業等 平均約１０，０００円

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援B型 パソコン訓練，調理・接客，農業，畜産 平均工賃１５，０００円～２０，０００円／月　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容

社会福祉法人　岳風会　陵北荘

鹿屋市吾平町上名６１６２－２

鹿屋市北田町１１１３２－１

０９９４－４５－５７３１ ０９９４－４５－５７３２

住所
〒８９３－１１０１

０９９４－３１－１８５３ ０９９４－３１－１８５１

http://www.aiainet.or.jp

info@aiainet.or.jp

有（範囲は片道２５ｋｍ程度） 昼食　１００円／日

NPO法人　愛・あいネット

住所
〒８９３－００１４

鹿屋市寿３丁目６－６　サンロード寿１階

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態

【　鹿屋市　】

就労継続支援B型 農園芸作業，施設内での軽作業 平均工賃３，０００円～５，０００円／月　程度

http://lanka-plus.com

info@lanka-plus.com

有（範囲は片道５０分程度）　料金負担無し 昼食　５０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

NPO法人　Lanka（ランカ）

住所
〒８９３－０００７

活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

０９９４－６２－４１００ ０９９４－６２－４１９０

有（日中一時の送迎は無し）

日中一時支援 放課後・休日・長期休暇等における身辺介護，レクリエーション等

共同生活介護（ケアホーム） 生活の場（生活面の支援全般）
利用料（家賃・光熱水費等を
含）
３０，０００円/月　程度

生活介護 軽作業，レクリエーション

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援
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施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

６名

１４名

男子４名
女子３名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

４５名

５５名

５名

名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

１０名

１２名

３６名

就労継続支援Ｂ型 請負作業（病院のベッドメイク），農作業，調理，マッサージ，工芸，リサイクル

http://www1.ocn.ne.jp/~tenjokai/

sinju@coda.ocn.ne.jp

有

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　天上会　新樹学園

住所
〒８９３－１２０３

肝属郡肝付町後田５５０１

０９９４－６５－２３４０ ０９９４－６５－３９５２

【　肝属郡　】

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 生活の場（生活面の支援全般）

ＮＰＯ法人　地域サポートセンター　ゆいネット輝北

鹿屋市輝北町市成４１３０
住所

〒８９９－８５１１

０９９－４８１－１３３５ ０９９－４８１－１３３７

有（料金負担無し） 昼食　２００円／食

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行支援 パン製造，販売

就労継続支援Ｂ型 パン製造，販売

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

社会福祉法人　岳風会　パン工房ぴーたーぱん　／　舞ハウス　風（グループホーム）

住所
〒８９３－００１４

０９９４－４３－３９９９

鹿屋市寿３丁目１－１１

０９９４－４３－１００１

http://www.gakufukai.jp/pitapan.htm

pi-ta-pan@trad.ocn.ne.jp

日中及び夜間の入浴，排泄，食事の介護等の支援

日中一時支援 日中，施設で必要に応じた介護等の支援

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

生活介護 歩行，ミュージックケア，創作活動，リサイクル活動，レクリエーション，クラブ活動（書道，絵画，陶芸）

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

社会福祉法人　天上会　カイロス

住所
〒８９３－１２０３

肝属郡肝付町後田５５０１

０９９４－６５－２３４０ ０９９４－６５－３９５２

その他 居宅介護，行動援護，重度訪問介護，移動支援

生活訓練（自立訓練） 家庭班（エコクラフトでかご作り，石けん作り），畜産　等

就労移行支援 パン製造・販売，畜産　等

http://www1.ocn.ne.jp/~tenjokai/

有（遠くて志布志辺りまで） 昼食　１９０円／日

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労継続支援B型 パン製造・販売，家庭班，木工班，畜産　等
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施設名
GHきぼう
（男子）

CHあおば

（男子）

CHゆうき

（男子）

CHけやき

（男子）

CHわかくさ

（女子）

ＨＰ Ｅメール

定　員

男子
　計５名

男子
計１７名
女子８名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

30名

10名

50名

６名

２８名

生活介護（第2） ６名 創作活動，生産活動，食事・入浴・排泄の介護

２５名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

名

名

施設名

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＨＰ

Ｅメール

送迎 食費

定　員

名

施設入所支援 夜間・休日の入浴，排泄，食事の介護等の支援

就労継続支援B型 花・野菜作り，食品加工（ハム・ソーセージ，総菜，精肉）

生活介護 健康チェック，入浴，リハビリテーション，活動，作業等

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

垂水レインボー

住所
〒８９１－２１０３

垂水市市木４４１－１

０９９－４４５－７３２３ ０９９－４４５－７３２４

有り 昼食３５０円／日

就労継続支援B型(第２） 花・野菜作り，食品加工（ハム・ソーセージ，総菜，精肉）

鹿屋市王子町４３８３－５ TEL　０９９４－４４－７４４４

http://www1.ocn.ne.jp/~tenjokai/ shouyou@triton.ocn.ne.jp

社会福祉法人　天上会　照葉の森（グループホーム・ケアホーム）

住所
TEL

〒８９３－００１４

〒８９３－１２０３

〒８９３－１２０３

鹿屋市寿８丁目１４－３４－３ TEL　０９９４－４１－１１３５

肝属郡肝付町後田８９０９－３ TEL　０９９４－６５－３１６９

肝属郡肝付町後田１１３９－４ TEL　０９９４－６５－１８８０

肝属郡肝付町後田５４０－１ TEL　０９９４－６５－２７０９

〒８９３－００１２

〒８９３－１２０３

共同生活介護
（ケアホーム）

生活の場（生活面の支援全般）
男子：CHあおば５名，CHけやき９名，CHゆうき３名
女子：CHわかくさ８名

利用料（家賃・光熱水費等を含）
２２，０００円～３２，０００円/
月程度
食費1,０00円／日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容　等 利用料

共同生活援助
（グループホーム）

生活の場（生活面の支援全般）
GHきぼう５名

利用料（家賃・光熱水費等を含）
２５，０００円/月　程度
食費1,０00円／日（３食）　程度

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

社会福祉法人　白鳩会　花の木ファーム／第２花の木ファーム

住所
〒８９３－２501

肝属郡南大隅町根占川北９４６６－８／９４４５－２

０９９４－２７－４７３７／28－1011 ０９９４－２７－４７44／28－1021

http://shirahatokai.jp

有

共同生活援助 生活の場（生活面の支援全般）　グループホームおおすみ

就労継続支援A型 花・野菜作り，食品加工（ハム・ソーセージ，総菜，精肉）

就労移行支援（第２） 花・野菜作り，食品加工（ハム・ソーセージ，総菜，精肉）

自立支援センター　太陽の丘

住所
〒８９３－００５７

鹿屋市今坂町１２５６０－１

０９９４－４４－０１７１

http://taiyoukazoku.main.jp/taiyounooka/taiyouoka.html

グループホーム

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　業　形　態 活　　動　　内　　容 平均工賃又は利用料

就労移行支援 パン作り，味噌作り，リサイクル，農作業　他

就労継続支援Ｂ型 パン作り，味噌作り，リサイクル，農作業　他
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