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就労部会ガイドブック運営主体別一覧（名張市）

運営主体 事業所名 事業種別

ワークプレイス栞 生活介護・就労B型

レインボークラブ
自立訓練（生活訓練）・就労B
型・就労移行

社会福祉法人　鶯鳴会 ＫoBoれもんぐらす 就労B型・生活介護

社会福祉法人
　サンフラワー名張

サンフラワー名張ファクトリー 就労B型

NPO法人
　赤目の里山を育てる会

赤目の森作業所
赤目の森作業所PLUS

就労A型・就労B型

NPO法人　あぐりの杜 あぐり工房 就労B型

NPO法人
　名張市手をつなぐ育成会

名張市手をつなぐ育成会　もみじの家 就労B型

一般社団法人
　心と歩みの輪

あゆみの輪 就労B型

株式会社 緑生園 花みどりの里 就労B型

株式会社　キタモリ わぁく工房キエロ 就労B型・生活介護

NPO法人アガペの家 野の花アガペー 就労B型

社会福祉法人
名張育成会



 

運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名 ワークプレイス栞

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 ２０名

営業日
月～金曜日９：３０～１６：００
行事等により土日開所あり

休業日 土日・祝日、12/29～1/3

作業工賃 １．19,460円　　２．３合計10,734円

送迎 有　…コース送迎

食事提供 　―　…弁当の提供あり（４００円税別）

入浴 　―

その他料金の
かかるもの

行事等参加費用

住所
〒518-0479
名張市百合が丘東９番町２９０番地

電話番号 ０５９５－６２－３２７１

ホームページ http://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

平成２４年５月に開所し５年目を迎えた事業所で
す。弁当製造と企業内作業を柱としたプログラム
構成となっています。
弁当製造は毎日決められた時間にお客さまに配
達する、企業内作業は決められた製品を納期内
に収める、というように利用者様個々が役割と責
任をもって活き活きと働いています。

活動内容
１．弁当製造
２．企業内作業
３．公園清掃

〈周辺地図〉

－１－

http://www.n-ikuseien.jp/


運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名 レインボークラブ

事業種別
就労継続支援Ｂ型　　　就労移行支援
自立訓練（生活訓練）

利用定員
就労継続支援事業B型：３０名
就労移行支援事業：６名／自立訓練（生活訓練）事業：６名

営業日 原則月～金曜日　９：００～１６：００／行事により土日営業あり

休業日 土日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始

作業工賃
月額平均工賃（R2年3月末時点）　　11,968円
時給　４０円～７５０円（時給は作業種により異なります）

送迎 無

食事提供
有・無　 給 食 無 （　　　　　　　）
　　　　  外注弁当 有（４３２円/食）

入浴 　―

その他料金の
かかるもの

活動にかかる費用は自己負担

前年度一般企業
へ就職した人数

就労継続支援Ｂ型・・・１名/就労移行支援・・・２名

住所
〒５１８-０６１５
名張市美旗中村２３２６

電話番号 ０５９５－６７－４１７７

ホームページ http://www.n-ikuseien.jp/

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

就労継続支援事業所B型
　様々な作業種があり、その中で自分の得意を見つけてい
き、就労に必要なスキル等を身につけていく機会を提供し
ています。また、月1度、個別面談を行い、体調等の確認を
しながら利用日数や利用時間、作業量の調整を行い、利
用者の方それぞれに合わせて無理なく利用していただくこ
とが出来ます。

就労移行支援事業
　短期集中コース（６ヶ月程度）、再チャレンジコース（９ヶ
月程度、ゆったりコース（１年～１年６ヶ月程度）の３コース
があり、個別の状況を確認して、ご本人に合ったコースを
選び、就労に向けて準備をしていきます。

自立訓練（生活訓練）事業
　家から一歩出てみたい、こもりがちな生活を何とかしたい
等の思いがある方のご自宅に訪問し、生活に必要な調理・
掃除・買い物等のお手伝いをしたり、一緒に散歩をしたり
外へ出る。きっかけづくりを行ないます。また、通所が可能
な方には少人数でのプログラム活動を行います。

活動内容

就労継続支援事業B型
作業等活動の内容は下記の通りです。
１． 百均商品の組立等
２． ポスティング・マンション清掃・企業内作業
３． 季節に応じたイベント、日帰り旅行、調理実習、スポーツ等
就労移行支援事業
１． 百均商品の組立、委託作業等、マンション清掃・企業内作業
２． ビジネスマナー、履歴書作成・面接練習等の就職活動支援
３． 就職後については定期面談、職場訪問等の定着支援
自立訓練（生活訓練）事業
訪問や個別プログラムを通して一歩外へ出るきっかをつくったり、生活に
必要なスキルを身につけ安心して生活できるようにサポートいたします。

〈周辺地図〉

－２－

http://www.n-ikuseien.jp/


運営 社会福祉法人　鶯鳴会

事業所名 多機能型施設　KoBoれもんぐらす

事業種別 就労継続支援B型　　生活介護

利用定員 就労継続支援B型　10人　　　生活介護　25人

営業日 月～金曜日　10：00～16：00

休業日 日曜日、土曜日、12/29～1/3

作業工賃 月額平均工賃（R2年３月末時点）　　１2、185円

送迎 有　　コース　　個別

食事提供
有・無　給 食 有 （２７７円/食）
　　　　 外注弁当 （　　　　　　　　）

入浴

その他料金の
かかるもの

（食材料費、消耗品）×利用日数
（２７７円+１８０円）×日数

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　0　人

住所
〒518-0603
名張市西原町2590番-6

電話番号 0595-66-1351

ホームページ http://www.oumeikai.jp/

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

四季折々の樹木や小鳥のさえずりに囲まれた静寂
な住宅街の中に作業所KOBOれもんぐらすがありま
す。ドアを開けるとパンを焼く香ばしい香りとともに
元気な仲間たちの声が飛び込んできます。
そこには障がいという言葉は存在せず、あるのは互
いを尊重し支えあう姿があります。
一人ひとりの個性を生かしながら、目的に向かって
ゆっくりと『いと小さき営み』を重ねながら誰もが持て
る豊かな感性や個性を生かしながら能力を発揮で
きる場所にしていきたいと願っています。活動内容

就労継続支援B型事業では、自主授産品（手作りパン、
クッキー）の製造、販売そして下請作業を中心として、そ
こで表れた就労意欲を発展させ、社会参加(就労）への
支援を図るとともに、社会経済活動への参加を促進しま
す。
生活介護事業では常時介護が必要な仲間がこころ豊
かに個々の持つあらゆる可能性を見出し生き生きと充
実した生活を営むことができるよう支援しています。

〈周辺地図〉

←建物名「わたぼうし」

建物名「れもんぐらす」

－３－

http://www.oumeikai.jp/


運営 社会福祉法人サンフラワー名張

事業所名 サンフラワー名張ファクトリー

事業種別 就労継続支援B型

利用定員 　　　　　　　　　　　２０　人

営業日 平日　９：３０～１６：００

休業日 月により不定休、夏季、年末年始

作業工賃 月額平均工賃（R2年3月末時点）　19,576円

送迎
有　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有 （350円/食）
　　　　　　　　　※日によってパン販売
　　　　 外注弁当 （　　　　　　　　）

入浴 無

その他料金の
かかるもの

無

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　　　0人

住所
〒518-0411
名張市滝之原字杼ノ木1653-1

電話番号 ０５９５－６８－６６００

ホームページ http://www.sunflowernabari.me/

 

〈事業所の特色・コメント〉

　明るく・楽しく・元気よくをモットーに運営している、
　アットホームな施設です。

　パン、クッキー、草もちの製造・販売や軽作業を
　はじめ、いろいろな仕事を協力しながら
　しています。

　施設周辺は緑豊かな自然に囲まれ、休み時間に
　散歩を楽しむこともできます。

活動内容

・パン・クッキー・草もち等の菓子製造・販売
・手作り品(アクリルたわし・はし袋等)製造・販売
・軽作業
・廃品回収
・草引き作業

〈周辺地図〉

－４－

http://www.sunflowernabari.me/


運営 特定非営利活動法人　赤目の里山を育てる会

事業所名 赤目の森作業所＆赤目の森作業所PLUS

事業種別 就労継続支援作業所　A型　B型

利用定員 　　　　各　　10人

営業日 　　週5日

休業日 土曜　日曜

作業工賃

月額平均工賃（R2年３月末時点）　A型
90,000円　　B型　15,000円
時給　A型　その時の最賃　それ以上の場
合もあります。　　B型200円

送迎
有　　(名張市内は近所まで送迎)

食事提供
有 給 食 有 （自己負担170円/食）

入浴 個人契約で入浴可能　200円

その他料金の
かかるもの

送迎　片道1回　170円

前年度一般企業
へ就職した人数 　　　1人

住所 三重県名張市上三谷561番地7

電話番号 0595-64-0051

ホームページ http://akame-satoyama.org/

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

里山の豊かさを未来に継承し、その可能性を今日
に活かすことを使命とし、そのことを通じて、私たち
自身が健康で文化的で、より良い生活を実現する
ためにこの事業を行います。
これらの取り組みは、多くの人々や生き物に共感を
持って受け入れられると同時に公共の福祉を実現
することになると考えています。
その中で障がい者のハンディを人として認め合い協
力しながら、常に一般就労を目指して仕事に取り組
めるような環境を創造していきます。

活動内容

・各種キノコ生産販売
・和菓子委託生産
・平飼いタマゴ生産販売
・乾燥野菜生産販売など

〈周辺地図〉

－５－

http://akame-satoyama.org/


運営 特定非営利活動法人あぐりの杜

事業所名 あぐり工房

事業種別 就労継続支援B型

利用定員 20名

営業日 平日 月曜日～金曜日 及び 祝日

休業日 土・日曜日(但し、イベント等の営業日あり）

作業工賃
月額平均工賃（R2年３月末時点）　　15,000円
時給　110円～300円

送迎
有　　コース　　個別
無

食事提供 有・無　給 食 有 （　200　円/食）

入浴 無し

その他料金の
かかるもの

無し

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　　2　人

住所
〒518-0602
名張市東田原529番地

電話番号 0595-44-6789

ホームページ ｈｔｔｐｓ：//agrinomori.com

〈周辺地図〉

【事業所の特色】
利用者の年齢層は10～50代と幅広く、障害特性も身体・
知的・精神など様々な方を受け入れています。
利用者の希望や特性に沿った作業をプログラムし、段階
的にステップアップさせることで、働く意欲を得られるよう
スタッフがサポートします。在籍中のメンバーはそれぞれ
がやりがいを感じ、活きいきと活躍しています。
●クリエイト部門
古民家の落ち着いた空間で「さをり織り」の創作活動を
行っています。利用者の個性を活かした作品が日々生
み出されています。
●農業部門
播種（種まき）、定植、収穫、根切り、袋詰め、シール貼
り、ベッド洗い、水耕パネル洗いなどの農作業を行いま
す。
一粒の種が芽を出し成長していく過程を通じ、多くの気
付きや学びを得られます。そして生きる力、根気や忍耐
を育み、収穫時には成果を得た達成感があります。
●調理部門
2020年12月より「あぐりの杜社員食堂」がスタートし、調
理スタッフとして業務を行っています。調理員として作っ
たお弁当を、みんなで楽しくいただきます。
●パソコン部門
パソコンの基本的操作からタイピングなどを行っていま
す。簡単な文書の作成も行います。

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

【クリエイト部門】
古民家の落ち着いた空間で「さをり織り」の創作活動。
(作業時間9:30－14:30）
【農業部門】
アグリー農園ビニールハウス内で葉物野菜の生産及び
出荷準備作業。
（作業時間8:30-14:30）
【調理部門】
古民家の給食室で、お弁当の調理作業。
（作業時間9:30-14：30）
【パソコン部門】
基本的操作からタイピングなど。
（作業時間9：30-14：30）

－６－



運営 特定非営利活動法人　名張市手をつなぐ育成会

事業所名 名張市手をつなぐ育成会　もみじの家

事業種別 就労継続支援B型

利用定員 40名

営業日
月～金曜日　９：００～１６：００
（行事等で土・日・祝祭日の営業あり）

休業日 土・日・祝祭日、年末年始

作業工賃 月額平均工賃（R２年３月末時点）　　１１，６５０円

送迎
有　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有 （　　　　　円/食）
　　　　 外注弁当 （　４３２円/食）

入浴 無

その他料金の
かかるもの

無

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　　０人

住所
〒518-0615
名張市美旗中村２３３９－１１

電話番号 ０５９５－６５－９５７７

ホームページ http://www.momiji-tsunagu.com/index.html

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

<作業>
・請負作業を中心とした仕事を通して、社会人として
の責任感やマナー、協調性を身につけてもらうと共
に、自らが社会参加、社会貢献を行っているという
自信に繋がるよう支援を行っています。
・自主製品として田畑を借り、水稲栽培や果樹の管
理等の室外での作業を取り入れることで、より一人
ひとりに合った作業を提供し、作物を作り、販売する
ことから人との繋がりが楽しめるようにと思っていま
す。

<行事>
・初出式、ボーリング大会、日帰り旅行、宿泊訓練、
クリスマス会、療育キャンプ等

活動内容

<請負作業>
　自動車シート部品の事前加工、バリ取り 等
　百円均一製品の組み立て、ラベル張り、袋入れ 等
　ネジ、ボルト等の組み付け
　スピッツの袋入れ
　農業資材の袋入れ
　農園の除草
<自主製品>
　米、野菜、果樹の販売

〈周辺地図〉

－７－

http://www.momiji-tsunagu.com/index.html


運営 一般社団法人　心と歩みの輪

事業所名 あゆみの輪

事業種別 就労継続支援B型

利用定員 20人

営業日 平日９：００～１６：００

休業日 土日祝、年末年始

作業工賃 月額平均工賃（令和２年３月末時点）　　18,011円

送迎
有　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有 （　　　　　円/食）
　　　　 外注弁当 （　　　　　　　　）

入浴

その他料金の
かかるもの

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　　０　人

住所 〒５１８－０６０２　三重県名張市東田原１２４１

電話番号 ０５９５－６５－５８５７

ホームページ

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

農作業を中心に活動をしています。夏の暑い日など
は室内で内職作業を多めに行ったり、臨機応変に
対応しています。農場は人の出入りもほとんどなく、
静かな環境です。作業に関しても自分のペースで取
り組めます。

活動内容
野菜の栽培・販売。箱折り等の内職作業。車いすのメン
テナンス・修理に関する作業。

〈周辺地図〉

－８－



運営 株式会社 緑生園

事業所名 花みどりの里

事業種別 障害者就労継続支援B型

利用定員 20人

営業日 平日　１０：００～１６：００

休業日 土日、祝日、お盆、年末年始

作業工賃
月額平均工賃（H３１年３月末時点）　　１４，３５２円
時給　２００円

送迎
無

食事提供 無

入浴

その他料金の
かかるもの

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　0　　人

住所 〒518-0604　三重県名張市上小波田1797番地

電話番号 0595-65-1666

ホームページ http://ryokusei.main.jp/hanamidori/

 

〈事業所の特色・コメント〉

一般の企業就労が難しい方や離職された
方、社会的自立を目的とするリハビリ的な
仕事をしたい方のために、働く場を提供す
るとともに、人とのコミュニケーション能力
の向上及び、知識を高めるために必要な
訓練を行います。活動場所は事業所、農
場やハウス内で花苗や野菜苗、鉢花など
の栽培管理パッションフルーツ栽培・園芸
サービス等の内容を用意しております。
サービス管理者や農園芸ジョブトレーナー
等の行き届く範囲内での作業が中心となり
ます。また、労働時間は、短時間からのご
相談も承っております。

活動内容

パッションフルーツ栽培・イチゴ栽培・イチゴ販売
花・ハーブ苗の育苗、販売
有機栽培、野菜の販売
花や野菜用培養土の研究と製造販売

〈周辺地図〉

－９－

http://ryokusei.main.jp/hanamidori/


運営 特定非営利活動法人　アガぺの家

事業所名 野の花アガペー

事業種別 就労継続支援B型事業所

利用定員 　２０名

営業日 　8:00～17:00　　利用時間　9:00～15:00

休業日 　土曜日・日曜日・年末年始

作業工賃
月額平均工賃（Ｒ２年３月末時点）　　4.200円
時給　１００円～１５０円

送迎
有　　コース　名張市内無料　その他応談

食事提供
有　給食有　（２００円/食）

入浴

その他料金の
かかるもの

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　　　０人

住所 　名張市新田１８４２番地

電話番号 　０５９５－５１－６８６７

ホームページ 　作成中

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

私ども、アガぺの家は理事長の天野勢津子を中心
に、25年前のボランティア活動からはじまり様々な
問題を抱える方々と共に生活する中で、社会貢献を
するためには個人では限界があると感じ、２００５年
にNPO法人を立ち上げ「居場所」を見つけられない
方々へ、幅広く支援活動を行ってきました。２０２０
年2月に就労継続支援B型事業所を開所、壮大な農
地の中で、豊かな自然の空気を感じてもらい、ひと
りひとりの個性に合わせた就労訓練を提供し、共に
学ぶ「共育」を基本とし、将来への希望を叶えるため
のサポートをいたします。活動内容

有機野菜、果樹等の栽培（有機野菜等の種まきから収
穫まで行います）・養鶏（ニワトリを平飼いし有精卵の生
産。世話・採卵をします）・調理補助（加工品・食事・弁
当等の調理の補助をして頂きます）・販売（有機野菜・
果樹、有精卵・加工品の販売補助をして頂きます）



運営 株式会社　キタモリ

事業所名 わぁく工房キエロ

事業種別 就労継続支援Ｂ型・生活介護

利用定員 26名

営業日 月曜日～金曜日（9：00～15：30）

休業日 土・日・祝日・8月13日～15日・年末年始

作業工賃
月額平均工賃（令和２年３月末時点）　　5,300円
時給　45円～70円

送迎
有　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有 （200円/食）
　　　　 外注弁当 （　　　　　　　　）

入浴 可能

その他料金の
かかるもの

前年度一般企業
へ就職した人数

　　　　　　　　　1　人

住所
〒518‐0406
名張市すずらん台西1－243

電話番号 0595‐41‐1000

ホームページ kiero@kitamori.jp

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

利用者さん一人ひとりの個性を尊重して、生活の充
実及び、目標達成の手助けをします。
明るく、楽しく笑顔あふれる施設を目指します。

活動内容 プラスチック用品の組み立て・紙袋仕上げ（内職）
手作り品の作成（マスコット・ティッシュカバー・アクリルたわし）

〈周辺地図〉

－１０－

mailto:kiero@kitamori.jp

