
希(のぞみ)

ワークセンターあかり8

7

就労継続支援B型事業所

一般求人での就労が困難な人で、生活に関する支援を受けながら自

分のペースで作業したい人などが対象となります。

働く経験を積みながらゆくゆくは一般就労を目指すという目的での

利用もできます。

就労継続支援A型と違って雇用契約がありませんので最低賃金の保

証はなく、工賃というかたちで受け取ります。

3

4

いさ工房

あいらいさ障害者就業・生活支援センター

事業所名

工房あけぼの

通所支援センター　絆

ページ

1

2

5 就労支援センター　なないろ

6 ワークプラザひまわりの家



法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員

利用に際しての留意事項

当センターは登録制となっております。どのような支援が必要か本人と話し

合った上で登録し、支援を開始します。相談や支援などすべて無料です。まず

はご予約をお願いします。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間

サービス

P1

事業所PR 事業所アクセス※ハローワーク国分近く

○厚生労働省の雇用安定等事業、鹿児島県の生活支援等事

業、雇用体験事業の委託を受けて運営しております。

まずは、センターまでご連絡ください。

○ハローワーク大口にて、定期的に巡回相談を行っておりま

す。予約制となっており、人数に限りがございます。当セン

ターへご連絡いただくか、ハローワーク窓口へご相談くださ

い。

国分駅より徒歩4分

ハロワーク国分近くにあります

障害のある方の就職やそれに伴う生活の相談、企業の障害者雇用相談などに応じる総合窓口です。

○相談者への支援・・・

　実習や面接同行などの就職に向けた支援・就職後の定着支援・就業に伴う生活の支援

○企業等への支援・・・

　職務の選定や情報提供など雇用前の支援、雇用管理など雇用後の支援

※来所面談、電話、リモート、メール、職場訪問などで相談を受け付けています。

※登録の際、支援を行う為に必要な聞き取りに時間がかかる場合がありますので、

あらかじめご了承ください。

9：00～17：00

【サービスの種類：障害者就業・生活支援センター事業】

利用者数 平均工賃

障害者手帳所持者、診断書や主治医の意見者など障害や難病が認められる方

ホームページ http://shinpoukai.jp/

社会福祉士・精神保健福祉士・職場適応援助者養成研修修了者

aira-isa-sc@po4.synapse.ne.jp

9：00～17：00月～金 日祝

0995-57-5522

所長　大村　貢

副所長　永山　亜紀

社会福祉法人　真奉会

平成13年8月13日

あいらいさ障害者就業・生活支援センター

平成22年4月1日

0995-57-5678

   霧島市国分中央1丁目4番23号  真奉会地域総合支援センター内

ココ

ブログTwitter

http://shinpoukai.jp/
mailto:aira-isa-sc@po4.synapse.ne.jp


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 20人 16人

P2

●ビーズキーホルダー制作、包装。

●ビーズアクセサリー制作、包装。

●ドリップバックコーヒー制作、包装。

●野菜の袋詰め、缶バッチの制作。

●カプセルトイのカプセル制作、自動販売機用製品作り。

事業所PR 事業所アクセス

和やかで　みんな笑顔　癒やしの事業所を目指しています。

室内での作業なので、体力に自信の無い方も安心して利用出来ま

す。

また、自動販売機で昆虫食、コーヒー、焼き芋等の販売、ガチャ

ガチャでの製品販売など、面白い事をやっています。

土、日、祝日が休みで、月あたりの平均20日の営業となってお

り、休みが充実しています。

利用に際しての留意事項 見学はいつでも可能ですが、事前にお電話ください。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 10：00～15：00(昼休み)12：00～13：00

その他費用負担 現在まで発生したことはありませんが、日常生活上必要な諸経費等

内部障害、知的障害、精神障害、身体障害

利用者数 平均工賃 18,400円

サービス管理責任者（看護師）、賃金達成指導員

サービス
有・無・要相談 伊佐市内(その他要相談)

0円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

isa-koubou@po5.synapse.ne.jp ホームページ
https://www.instagram.com/isakobou

?utm_source=qr

月・火・水・木・金 土・日・祝 9：00～17：00

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

合同会社　ＨＳ　ＷＯＲＫＳ

事業所写真

平成28年10月5日

いさ工房

平成29年8月1日

0995-28-1777

0995-28-1777

前田　広則

前田　広則

伊佐市大口里284-1

mailto:isa-koubou@po5.synapse.ne.jp
https://www.instagram.com/isakobou?utm_source=qr
https://www.instagram.com/isakobou?utm_source=qr


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 30人 55人

P3

【施設内作業】

縫製品の検品・袋詰め・梱包作業・縫作業　広告物等の封入作業

その他、箱折り・ラッピング等の軽作業　総菜製造（簡単な調理・盛付）

【施設外作業】

飲食店における調理・接客・レジ打ち　等

畜産（牛の飼育）作業　⇒（伊佐市・霧島市）　　　　他

事業所PR

【生活を看て生きづらさに寄り添う】

私たちは、障がいにより生きづらさや生活のしづらさを抱え

る全ての人に真心を持って、ぬくもりのある地域生活支援を

行っています。

１人の環境でも作業が出来る場所の提供や、看護師をはじめ

多種多様なスタッフを配置し皆様のサポートしています。

見学からでも是非お越しください。

利用に際しての留意事項
送迎をご利用の方は所定の場所までおこしいただきます。

作業用の長靴をご準備ください。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 10：00～15：00

その他費用負担 （　　　　　　　レクレーション参加時：500円（実費）　　　　　）

知的・精神・身体・難病等

利用者数 平均工賃 12,222円

看護師・精神保健福祉士・介護福祉士・目標工賃達成指導員

サービス
有・無・要相談 霧島市・姶良市・伊佐市（一部地域を除く）

200円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

jointlife.kizuna@gmail.com ホームページ http://www.joint-life.com/

月～土 日 9：00～17：00

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

株式会社ジョイントライフ

事業所写真

2015年4月

通所支援センター　絆

2015年7月10日

0995-55-1923

0995-55-1921

緒方　大地

成尾　綾香

鹿児島県霧島市隼人町真孝2681番地3

mailto:jointlife.kizuna@gmail.com
http://www.joint-life.com/


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 20人 1日24人

P4

➀工房アンファン：天然酵母パン・お菓子の製造、材料やシールの準備、イベント出店

②あけぼの弁当部：お客様からの注文電話の対応、パソコン入力、アンケート集計、弁当調理補助、配達

③加工品出荷班：乾燥野菜作り、黒大豆焙煎・袋詰め、熟成卵の出荷、段ボール組み立て

④ランドリー班：衣類洗濯・衣類たたみ・配達、洗車など

⑤農作業班：農薬と化学肥料を使わない野菜づくり、にわとり飼育

⑥Café部門：ナチュラルcaféミモザは現在休業中

⑦（施設外就労）：公園清掃・草刈り、ビルクリーニング、皿洗い業務などをグループで行います

事業所PR 事業所アクセス

　作業が豊富にありますので、その中から体調や好み、利用

目標などにあった作業を選んで作業していただきます。ゆっ

くりペースの方も参加できます。工房あけぼのは就労移行支

援の経験があり、現在は就労継続B型から一般就労へつなげ

ています。月平均20日の営業となっております。

国道268号線沿い、ファミリーマート轟公園前近く

利用に際しての留意事項
土日祝日はお休みですが、イベントなど作業によっては営業日となる場合もあります。見学、ご相

談などはいつでも可能です。あらかじめ電話にてお申込み頂きますとスムーズにご案内できます。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 8:30~16:30(昼休み12:00~13:00)

その他費用負担 送迎利用者：送迎燃料費として10円/ｋｍ

精神障害・知的障害・身体障害

利用者数 平均工賃 20,768円

作業療法士、介護福祉士、

サービス
有・無・要相談 近隣市町村・応相談

３００円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

akebono@po2.synapse.ne.jp ホームページ

月～金 土日祝日 8：30～16：30

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

社会福祉法人慈和会

事業所写真

平成5年5年8月5日

工房あけぼの

平成21年4月1日

０９９５－２３－０３２２

０９９５－２３－０３２７

前畑竜郎

前畑竜郎

伊佐市大口大田１３２



法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 20人 22人

P5

施設外就労先 まめしば亭での作業

・飼養犬のお世話全般

・犬舎等の清掃

・エサの管理

・飼養犬の体調管理

・子犬のお世話全般（体重測定、離乳食やりなど）

・YouTube、InstagramなどSNS関係の撮影・編集作業

事業所PR 事業所アクセス

　全国的にも類を見ない作業内容となっております。

豆柴専門ブリーダー「まめしば亭」の業務を全面的に請け負い、

毎日ワンちゃんたちに囲まれながら作業をしています。ワンちゃ

んたちの可愛さに癒されながら毎日笑顔の絶えない作業場となっ

ております。

ワンちゃんたちのお世話はもちろんのこと、まめしば亭が配信す

るYouTubeやInstagram等にUPする写真動画の編集作業も行って

おります。平均工賃支給額は県内上位クラスの事業所です。

利用に際しての留意事項

・作業の状況により土、祝日が作業になることがあります。

・利用者間での物品・金銭の貸し借りは禁止します。

・ 他の利用者に対する宗教、政治、営利活動はご遠慮下さい。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 9：00～16：00　(昼休み)12：00～13：00

その他費用負担 給食費に関しては就労先より手当を支給されますので実費負担はありません。

身体障害　知的障害　精神障害

利用者数 平均工賃 約47,000円

サービス
有・無・要相談 伊佐市、湧水町、薩摩川内市

400円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

nanairo1st@gmaill.com ホームページ https://bit.ly/3vK7ii6

月～金
土・日・祝・年末年始・お盆

（会社のカレンダーによる）
9:00~17:00

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

イージーファースト合同会社

事業所写真

2018年1月16日

就労支援センター　なないろ

2018年7月23日

0995-29-4777

0995-29-4787

中畑　芳恵

村田　明香

鹿児島県伊佐市大口上町14－12

mailto:nanairo1st@gmaill.com
https://bit.ly/3vK7ii6


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 20人 18人

P6

▫ミニショップでの販売・接客対応や移動販売、配達

▫菓子作り、惣菜作りの補助作業

▫味噌作り

▫清掃作業（伊佐市総合施設等の清掃作業）

▫農業（季節の野菜・穀物等自主栽培、管理作業）

▫絵・文字、ＰＣ入力等の学習訓練

▫季節にあわせたイベント活動

（イベントの企画から参加し、主催、運営、開催と役

割分担し、楽しく行います）

▫イベント等を通じてのコミュニケーション訓練

事業所PR 事業所アクセス

ひとりひとりが相手を思いやり、共に支え合いながら作業や

訓練活動を行い、誰もが役割を実感できる事業所を目指いし

ています。

また、地域に感謝しながら、作業や活動を通じて社会参加を

積極的に行っていきます。

明るく、楽しく、こころ豊かに過ごせる事業所です。

古川医院から徒歩1分

利用に際しての留意事項 見学、ご相談等いつでも可能です。事前にお電話ください。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 9：30～15：30（昼休み)12：00～13：30

その他費用負担 　行事等の負担費用

知的障害者／精神障害者　

利用者数 平均工賃 20,100円

サービス管理責任者1名　目標工賃達成指導員/職業指導員1.5名　生活支援員2.5名　調理員1名

サービス
有・無・要相談 伊佐・湧水

350円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

himawari2578@po5.synapse.ne.jp ホームページ http://www.sun-look-flower.or.jp

月～金 日曜・祝日 8：30～17：30

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

社会福祉法人ひまわり福祉会

事業所写真

2002年9月10日

ワークプラザひまわりの家

1998年　2月

0995-25-2578

0995-25-1263

久保　志保

久保　志保

伊佐市大口曽木1281番地

★ひまわりの家

荒瀬神社

西福寺

古川医院

〒西太良郵便局

川内川

下殿橋

R4年 4月より新しくなった

ひまわりの家

味
噌
製
造
場

mailto:himawari2578@po5.synapse.ne.jp
http://www.sun-look-flower.or.jp/


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 １０人 ６人

P7

■一般企業（リプサ株式会社）にて、製造作業、清掃作業、発送作業

■アクセサリー作成及び販売

■除草作業（公園等）

■農作業

事業所PR 事業所アクセス

利用されている方の声

◎一般企業の中で仕事ができるのが嬉しい。

◎頑張れば工賃が上がるのでやりがいがある。

◎自分のペースで仕事ができる。

等、皆さんよりのご感想です。仕事をするということは大変

ですが、それぞれが目標を持って仕事が楽しくできるよう努

めています。

利用に際しての留意事項 見学はいつでも自由ですが、事前にご連絡下さればスムーズです。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 9：30～15：30　(昼休み)12：00～13：00

その他費用負担

知的障がい・身体障がい・精神障がい

利用者数 平均工賃 ２５,０００円

サービス管理責任者・目標工賃達成指導員・職業訓練指導員・生活支援員

サービス
有・無・要相談 伊佐市・湧水町・さつま町

４００円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

haruisa@haru.or.jp ホームページ

月・火・水・木・金・土（不定期） 日曜日 8：30～17：30

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

一般社団法人　治

事業所写真

平成30年12月27日

希

令和2年5月1日

０９９５－２５－２４８８

０９９５－２５－２４８９

竹内　祐治

竹下　恵美

伊佐市大口曽木１２８４－３

mailto:haruisa@haru.or.jp


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 30人 28人

その他費用負担

知的障がい・身体障がい・精神障がい

利用者数 平均工賃（Ｒ3） 17,396円

サービス管理責任者・職業指導員・目標工賃達成指導員・生活支援員

サービス
有・無・要相談 伊佐市周辺

270円/回 アレルギー対応 有・無・要相談

P8

・梅収穫及び管理作業

・精米作業

・農作業

・室内作業

・公園清掃

・除草作業

・曽木の滝温泉センターでの接客・清掃作業

事業所PR 事業所アクセス

自立した日常生活や社会生活を営むことが出来るよう、就労

の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の

提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な支援を行

います。作業を行って得た収益は毎月の工賃として還元いた

します。

利用に際しての留意事項 見学・相談等はいつでも可能ですが、事前にご連絡ください。

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 9：30～15：30(昼休み)11：30～13：30

w-akari@daiichikai.or.jp ホームページ https://www.daiichikai.or.jp/

月曜日～日曜日 土・日（あかり）木（温泉） 8：30～21：00

【サービスの種類：就労継続支援B型事業所】

社会福祉法人　大一会

平成3年5月

ワークセンターあかり

平成24年4月1日

0995-28-0202

0995-29-4030

鬼塚　友規

鬼塚　友規

伊佐市大口宮人1736番地58

mailto:w-akari@daiichikai.or.jp
https://www.daiichikai.or.jp/

