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【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【内容】

【送迎】

【賃金等】（熊本県の最低賃金に準ずる）

【昼食】

平成23年11月1日

就労継続支援（A型）

ＮＰＯ法人　がまだすサポート

就労継続支援Ａ型事業所　がまだす

住所

869-0105

熊本県玉名郡長洲町清源寺775-3

電話 0968-78-0316 FAX 0968-85-7700 開所日

メールアドレス  g-sapo@tea.ocn.ne.jp

ホームページ

併設事業

難病

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～土曜日 8:00～17:30（10:00～16:00）

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

20 名

備考（料金等） 距離によって個人負担額は異なる(要相談)

〇 〇 〇 〇 〇 〇

事業所での作業
　・ぱんやスウィーツ等の製造　　　・製品の販売　　　　・各種請負作業
施設外での作業
　・高齢者施設での清掃
　・長洲町総合グラウンドでの清掃　　　　　　　　　　　など

有

有の場合 範囲 　長洲町　荒尾市　玉名市近隣

有の場合 料金 　 備考

労働時間（平均） 備考（昇給、社会保険等）

午前10時～午後4時（平均　4時間30分）
時給　熊本県最低賃金
休憩　１時間毎に１０分　 昼食１時間

無



【アクセス】

※ 見学・体験は随時受付ております。お気軽にご相談ください。

厨房内作業

(パン)

・生地になる粉の計量

・生地の分割

・生地の形成

・焼き上げ

・製品の袋詰めや陳列

(惣菜)

・具材の計量、カット

・レシピに沿った調理

高齢者施設内清掃

・清掃全般

・シーツ交換

・洗濯物の仕分け

総合グラウンド(B&G)清掃

・体育館内のシャワー室、トイレの清掃

・外トイレ清掃

・グラウンド内の除草、剪定作業



〒

【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【内容】

【送迎】

【賃金等】（熊本県の最低賃金に準ずる）

【昼食】

平成25年5月23日

就労継続支援（A型）

なごみサポート株式会社

住所

861-0913

玉名郡和水町板楠2860-6

電話 0968-34-3566 FAX 0968-34-3595 開所日

メールアドレス 　nagomi-saport@sirius.ocn.ne.jp

ホームページ

併設事業

難病

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～金曜日　　休日：土曜日、日曜日、年末
年始、GW、お盆休み、他（当社指定休日）

　8:30～17:30（9:00～17:00）
　（昼食休憩＝12:00～13:00）　　10分間休憩＝10:00、15:00

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

20 名

備考（料金等） 無（※送迎の具体的な内容については、ご利用の面談において相談の上決定します。）

△ 〇 〇 〇 〇 △

有

有の場合 範囲 　　◇和水町方面ルート送迎/和水町役場ポイント送迎　　◇南関町方面ルート送迎/ビッグオークポイント送迎
　　◇山鹿市方面ルート送迎/山鹿バスセンターポイント送迎

有の場合 料金 　 備考 ※現在は行っておりません

労働時間（平均） 備考（昇給、社会保険等）

　　　9時～16時（平均4～5時間）
　　　＊週5日勤務可能

　　　時給821円～850円
　　　※熊本県の最低賃金対応（令和3年10月改定）

無

（事業所写真）

◆施設内 ・外観検査

・梱包作業

・工場下請け業務

◆施設外 ・選別作業

・農家農作物出荷等の作業

・製造関係施設での作業 他



【アクセス】

◇和水町の北部、旧三加和町の三加和総合支所近くに事業所があります。
個別支援計画に基づき、その人個人にあった支援をさせて頂きます。
笑顔で働ける職場作りを目指しています。

☆見学・体験等お気軽にお申し込みください♪
随時、受け付けています。

★就労の機会を通して、製造業の知識や経験を身に付けることが可能です。

◇雇用の条件：市町村において障がい者福祉サービス

受給者証の取得が必要です。

◇作業内容 ：施設内作業

外観検査、梱包作業などの工場請負

作業の他、季節に応じて農作業 …等

：施設外就労

農作物等選別作業 …等

一日4時間～ 雇用保険/労災保険有

◎体調面や精神面の安定・作業能力など意欲的、積極的

な方によっては時間の延長も行っています。

（※社内規定による）

◎余暇活動

・レクリエーション

季節の行事や親睦会、

地域との交流など地域

貢献と共に余暇活動に
も力を入れています！

法人の名称 ： なごみサポート株式会社

法人の所在地： 玉名郡和水町板楠2860-6
電話番号 ： 0968-３４－３５６６

施

設

内

作

業

の

様

子

・鏡開きお茶会
・いちご収穫体験

・創立記念日
・レクリエーション活動
・大掃除＆お茶会 …等

【施設外】 選別作業

施設外作業の様子

◎交通機関

■バス：山鹿バスセンター（産交）

：南関線

（南関上町～三加和温泉～平山温泉～山鹿市役所前）

◇バス停留所：三加和総合支所入口 徒歩・・１分です。

・南関インター約１５分

・菊水インター約１０分
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【事業所概要】

【対象障がい種別】（◎主たる対象　〇対象　△相談に応じます　×対応できません）

【内容】

【送迎】

【賃金等】（熊本県の最低賃金に準ずる）

【昼食】

平成29年12月1日

就労継続支援（A型）

就労支援　なごみトライズ

株式会社　なごみトライズ

住所

865-0131

熊本県玉名郡和水町用木786-1

電話 0968-86-5753 FAX 0968-86-6753 開所日

メールアドレス  753-info@kyusyu-farm.co.jp

ホームページ  https://753-info.amebaownd.com/

併設事業

難病

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

【営業日】　月曜日～金曜日 （ 基本 ）
※土曜日・祝日は希望者のみ出勤の場合有
【休日】 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇

8:30～17:30　（ 9:30～16:30 ）

身体 知的 精神 発達 高次脳機能

20 名

備考（料金等） 送迎については、個別に相談のうえ対応しています。
※自力通勤者は通勤手当支給、バス利用者は交通費支給しています。

△ ◎ ◎ 〇 〇 〇

★専門の指導員や支援員と一緒に作業を行っていきます。
★青空の下で種まきをして、野菜を育て、収穫をした野菜がお店に並ぶ。
　 そんな野菜づくりの過程を肌で感じて頂きます。　【 にんにく、きゃべつ、じゃがいも等 】
★勉強会や楽しいレクリエーションを定期的に行っています。
★その他、食品パック詰めや食品検査など軽作業もあります。

有

有の場合 範囲 ※送迎についてはご相談下さい。

有の場合 料金 　 備考 お昼ご飯は各自でご用意ください。

労働時間（平均） 備考（昇給、社会保険等）

9時30分 ～ 15時30分 （平均　4.5時間）
【休憩90分　（午前15分、昼60分、午後15分）】

時給：熊本県最低賃金以上
自力通勤：通勤手当支給　　バス通勤：交通費支給

無



【アクセス】

«就労支援なごみトライズ»ってどんなところ？

玉名郡和水町にある就労継続支援Ａ型事業所です。

『働く中でいろんなことに挑戦（トライ）し、たくさんの成功や

失敗の経験を通して、自ら考え・学び・行動することで成長し・

上昇（ライズ）していく！』 ことを大切にしながらお仕事をす

る場所が、就労支援 なごみトライズ です♪

仕事にも人生にもメリハリを！

一生懸命働いて、

一生懸命遊びましょう！

一生付き合える仲間を作って、

自分の意思と自分の責任で、

人生前向きに楽しんでいこう！

レクレーションで魚釣り♪

どんな作業（お仕事）をしているの？ 自然の中での野菜づくりは思ったより楽しい♪

農作業と聞くと「きつそう、大変そう、むずかしそう」というイメージがあるかもしれませんが、当事業所で働

いている人は農業が初めての人や女性もいます。無理なく続く農業のカタチを求めて、スケジュール管理や作業

分担を心がけながら、みんなで力を合わせて協力しながら行っています。ぜひトライしてみませんか？

作業内容や事業所について、
詳しくはホームページをご覧ください。

『就労支援なごみトライズ』で検索！

https://753-info.amebaownd.com/

車でお越しの場合

和水町役場より２．２ｋｍ

江田交差点から県道3号線を植木方面へ

車で約 ４分の右側の和風の白壁の建物です

バスでお越しの場合

産交バス：牧の下バス停 徒歩１分 目の前です

路線名 玉名山鹿線(玉名中町・米の岳経由)


