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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】

【工賃等】

【昼食】

1ヶ月あたりの賃金（実績） 備考

パン、クッキー等の製造と販売・喫茶の営業・農作業・軽作業への参加
絵画、書道等の創作活動
旅行や社会見学等の外出等

有

有の場合 範囲 玉名市・玉東町

備考（料金等） 片道　20円/㎞　　　　上記以外にお住まいの方でもご相談下さい。

8,000円程度

有

有の場合 料金 300円 備考

〇 〇 △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能 難病

〇 ◎ 〇

メールアドレス 　lupinusu@helen.ocn.ne.jp

ホームページ 　http://blog.livedoor.jp/lupinasu2/

併設事業 生活介護

9:00～16:00

営業日

火曜日～土曜日14 名

定員 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

平成8年4月1日

就労継続支援（B型）

るぴなす

住所

869-0311

玉名郡玉東町二俣72

電話 0968-84-7858 FAX 0968-84-7858 開所日



【アクセス】

駐車場もありますので　車でもどうぞ！

産交バス　木葉駅前より徒歩７分

電車　　　　ＪＲ木葉駅より徒歩７分

パンやクッキー、ケーキなどを専用の工房で国産の安心・安全な材料を吟味し

こだわって作っています。 年々常連のお客さまも増えており、利用者の方の

働く事の意欲と励みにもつながっています。

新玉名駅やふれあいの丘交流センター、振興局の売店などで販売しています。

また近隣のイベントやバザーに参加したり、販売配達にも出かけます。

ギャラリー喫茶を併設しており、毎月いろいろな作品を展示しています。

接客や皿洗い、掃除…喫茶でのお仕事もあります。

利用者の方々の手作り作品やるぴなす畑で収穫した野菜、その他雑貨や小物など

も販売しています。

利用者の方々の絵をデザインしたかわいいギフト用ボックスもあります。

クッキーやパウンドケーキの詰め合わせは贈り物に人気です♪

製菓の他にも内職をしたり、近くの畑で農作業を行い作物を育てたり収穫する

喜びを味わっています。 資源ごみ回収では、地域の皆さまに協力していただ

き、交流も深まっています。

それぞれの能力や目標に応じて作業内容を考えながら働く意欲を支援します。

また、就労を望まれる方には他の関係機関と連携を取りながらステップアップ

を目指します。

創作活動も盛んです。絵画はコンクール入選も多数あり、ポスターやカレンダーに

採用されたり、カードやグッズなど商品化もしています。

さをり織りや習字、手芸、音楽、ダンスなど…それぞれ得意な分野や好きなことに

能力を発揮されて、個性豊かな作品が生れています。



〒

【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】

【工賃等】

【昼食】

1ヶ月あたりの賃金（実績） 備考

下請作業、いきなり団子製造販売、ビーズ商品製造作業、畑作業、清掃業務

有

有の場合 範囲 荒尾市・長洲町の全域及び玉名市の一部（旧天水町、玉東町を除く）

備考（料金等） 片道10km未満2,500円/月　10km以上20km未満3,500円　20km以上5,000円

平均工賃月額　16,925円（令和元年度）

有

有の場合 料金 600円 備考 但し低所得者の軽減措置が適用される方は1食350円。

△ △ △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能 難病

〇 ◎ 〇

メールアドレス  himawarinosato1@yahoo.co.jp

ホームページ  http://himawarinosato.ec-net.jp/

併設事業 生活介護、放課後等デイサービス

9:00～16:00

営業日

月曜日～土曜日（年末年始を除く）20 名

定員 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

平成22年10月1日

就労継続支援（B型）

自立支援センター　ひまわりの里

社会福祉法人　濵友会

住所

869-0105

玉名郡長洲町清源寺3246番地

電話 0968-78-0589 FAX 0968-85-7755 開所日



【アクセス】

長洲駅から車で5分

就労継続支援B型事業では、施設での作業を通して、

仕事のやりがいや、生きがいを持てるとともに、より高い

工賃が得られるように作業活動に頑張って取り組んでい

ただけるよう支援いたします。

＜現在の作業内容＞

１．いきなり団子製造販売

いきなり団子は利用者が全行程を担い、製造に携わる。

販売に関しては店頭販売の他、委託販売や対面販売も

行う。

２．軽喫茶運営

「金魚と鯉の郷広場」にある金魚の館の喫茶コーナー

holoholoでの販売・接客・清掃など。

３．ビーズ作業

主に金魚のストラップを製造。

４．下請け作業

主に海苔の種付けに使用する落下傘と呼ばれる牡蠣

殻を入れる袋の製作など。

５．農作業

そら豆、オクラの生産・販売、農繁期に農家の作付け

の手伝いなど。

６．清掃作業

地域の公共施設、高齢者施設内の清掃業委託

いきなり団子製造（いもの仕込み
の様子）

下請け作業（海苔の種付けに
使用する落下傘製作）



〒

【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】

【工賃等】

【昼食】

1ヶ月あたりの賃金（実績） 備考

企業提携作業
自動車部品の組み立て　ビニール製品の梱包　箱折り　肥料などの袋詰め
農作業
花の苗の育苗と販売　野菜作りと販売　企業等の除草作業
職場実習

有

有の場合 範囲 南関町・和水町・玉名市・荒尾市・大牟田市

備考（料金等） （片道）0円　　上記以外にお住まいの方でもご相談ください　

2,000円～40,000円

有

有の場合 料金 200円 備考 お弁当持参も可能です。

〇 〇 △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能 難病

△ ◎ △

メールアドレス  uy3hhn@usuma.org

ホームページ  http://www.usuma.org

併設事業 　施設入所支援（障がい児・者）、生活介護、自立訓練（生活訓練）、短期入所、
　日中一時支援、共同生活援助、相談支援

8:00～17:00（9:30～15:30）

営業日

原則として月曜日～金曜日24 名

定員 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

平成24年6月1日

就労継続支援（B型）

通所施設　なかま

社会福祉法人　臼間会

住所

861-0822

熊本県玉名郡南関町大字上坂下785-4

電話 0968-53-9126 FAX 0968-53-8460 開所日



【アクセス】

　キャベツやトウモロコシなどの野菜も道の駅や町内の
販売所で販売しています。安全な野菜が出来るように
工夫をしています。専門の指導員と一緒に作っていま
す。

　作業の他にレクリエーションもあります。夏祭りや運動
会、クリスマス会をしています。みんなで一緒に楽しんで
います。スポーツ大会への参加やカラオケもあります。

　通所のみんなで旅行にも行きます。フェリーに乗って
島原へ行きました。温泉旅館で一泊です。皆で旅芸人
のお芝居を楽しみます。飛び入りで一緒に踊ってとても
盛り上がりました。他にも阿蘇や熊本城にも行きました。

　職場人として勉強することは利用者も職員も「さん」
付けで呼び合う事です。お互いに尊敬することを学び
ます。

 私たちの事業所は南関町の静かな山里にあります。
自宅やグループホームから約30名の利用者の方がこら
れています。

　送迎サービスも利用できます。朝は9時30分より活動
しています。１５時３０分に活動が終わります。

　活動の内容は企業提携作業室で近隣の企業から請け
負っている自動車部品の組み立てや公共団体のゴミ袋
の梱包、お中元やお歳暮用の箱の組み立て、医薬品や
ペット用の食品のサンプルつくりなど様々です。

　農作業も行っています。大小合わせて７棟のビニール
ハウスがあります。３つの棟で花の苗を育てています。
４つの棟でトマトやキャベツ、トウモロコシなどを育てて
います。その他に畑が大小合わせて3カ所あります。そ
こではサトイモやカライモ、タマネギ、カボチャ、なすび
などを育てています。

花の苗は会社や病院などにプランターとして設置をし
ています。毎月２回納品しています。花の苗はホームセ
ンターや道の駅、他に南関町内の数カ所でも販売して
います。

作品展示即売会

自動車部品の組み立て作業

企業提携作業室

玉名駅より 10.5㎞ 車で15分

菊水インターより 7.5㎞ 車で13分

南関インターより 9㎞ 車で18分

《公共交通機関》

玉名南関線【産交バス】

陽光学園前下車 徒歩10分



〒

【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】

【工賃等】

【昼食】

平成22年4月1日

就労継続支援（B型）

さくらワーク菊水

社会福祉法人博心会

住所

865-0111

玉名郡和水町下津原3955-1

電話 0968-86-5001 FAX 0968-86-5003 開所日

9:00～16:00

営業日

日曜日～土曜日20 名

定員 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

メールアドレス  info@kikusuisakura.org

ホームページ  http://www.kikusuisakura.org

併設事業 　菊水さくら寮　　　　　　　　　共同生活援助（介護サービス包括型）
　さくら福祉相談センター　　相談支援

△ △ △

身体 知的 精神 発達 高次脳機能 難病

△ 〇 ◎

18,598円 作業内容（施設外、施設内、施設外就労）の参加頻度により金額が異なります。

有

有の場合 料金 250円 備考 ※食事提供加算対象が非該当の方は550円(実費)となります。

1ヶ月あたりの賃金（実績） 備考

 ●施設外作業　　エアコン清掃・換気扇清掃・ルームクリーニング・除草剪定などの軽作業
 ●施設内作業　　ダンボール箱作成・ゴム部品加工・その他簡単な内職・施設内（併設施設）の清掃
 ●施設外就労　　①近所の工場内清掃・機械の清掃・美化作業
　 　　　　　　　　    ②犬舎の清掃③和水町内にある浴場の清掃

有

有の場合 範囲 和水町、南関町、山鹿市　※原則10km圏内となります。

備考（料金等） 送迎加算あり　　　　　その他、ご相談に応じます。



【アクセス】

玉名駅より　・玉名市役所前、下津原

山鹿バスセンターより　　・玉名市役所前、下津原

菊水インターチェンジより車で５分（熊本交通センター24番乗り場）

※玉名市から山鹿方面へ菊水インターを通り過ぎ左側ニシヨリ株式会社様工場の先を左折（三加和方面へ）

2.4km先右側菊水さくら寮入口（看板あり）

※ニシヨリ様横に案内の看板が設置してあります。

【産交バス】

【高速バス】

朝礼（体調確認等）8：30 ～

≪　スケジュール　≫

作業①　9：00 ～ 10：00 作業③ 13：00 ～ 1４：00 

作業② 10：10 ～ 11：00 作業④ 14：10～ 15：０0 

昼休み 11：30 ～ 13：00 （作業終了後、清掃整理 1５分程度）

※ 作業の状況により若干の時間変更があります。

★ お気軽に問い合わせください。（☏86-5001）

すぐに体験がご利用いただけます！

施設外作業は、お
客様との対面での
作業行っています。
個人や企業から請
負っています。
（対人技術に効果
大です！！）

施設外作業

施設内

作業

箱作り

袋詰め

ゴム加工

除草剪定作業

エアコン清掃作業

換気扇清掃作業

ハクスクリーニング



〒

【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】

【工賃等】

【昼食】

平成26年4月1日

就労継続支援（B型）

就労継続支援　Ｂ型事業所　ピュアマインド

社会福祉法人　誠和会

住所

865-0132

熊本県玉名郡和水町萩原1172

電話 0968-86-4355 FAX 0968-75-6015 開所日

9:00～16:00

営業日

月曜日～金曜日20 名

定員 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

メールアドレス  seiwa@ked.biglobe.ne.jp

ホームページ  http://www.seiwa-seisui.com/

併設事業 施設入所支援、生活介護

△ × ×

身体 知的 精神 発達 高次脳機能 難病

× ◎ △

400円／日～200円／半日 施設外作業参加者　１日 1，000円支給

有

有の場合 料金 200円 備考 本人負担金

1ヶ月あたりの賃金（実績） 備考

籾殻堆肥製造（食物残渣物の回収、処理、撹拌、篩い掛け、袋詰め等）、
金属部品軽加工作業、除草作業、園芸作業、手芸作業、トイレ清掃作業

有

有の場合 範囲 荒尾市・玉名郡市の全域、熊本市北区植木町、山鹿市の一部

備考（料金等） 無料



【アクセス】

菊水ICより車で　約12分

植木ICより車で　約16分

⚫ 生ゴミ（食品残渣物）は、貴重な資源！
和水町の学校給食センター、地元のスーパー、 当事業所
から排出される生ゴミは焼却ゴミにはなっていません！
私たちがやむを得ず食べられなかった食べ物や調理で破

棄される食材等は､生もみがらをベースに、ピュアマインドで

活動されている利用者の方々の手により、ミネラルたっぷり、

愛情と友情たっぷりのリサイクル堆肥を製造しています!!

⚫ 金属の軽加工や園芸・手芸等軽作業が充実！

地元の金属加工会社より軽加工作業をいただいて皆で技

術力のアップを目指しています。

☆体力に自信がない方も気軽に行なえる作業が充実

☆ストレス解消にもってこい！

☆簡単な作業から始め、働く事を習慣にして行きましょう！

⚫ 月１回はストレス解消
週に１回は、皆で運動不足やストレス解消に施設外活動で

リフレッシュしています！

● 年１回の一泊旅行

年に一度一泊旅行に出掛け、色々な場所に行き、楽しい思

い出を一緒に作って行きましょう！

手芸作業の作品

楽しい一泊旅行！！


