
小牧市には障がい者が働いている事業所がたくさんあります。

このガイドブックでは、その事業所を紹介しています。

小牧市障害者自立支援協議会
就労支援連絡会

障がい者が働く「事業所」

ガイドブック



▶▶▶ ガイドブック活用法 ◀◀◀

　ハローワーク等の紹介により、障がい者を常用労働者として雇い入れた事業所に対し
て、助成金を支給しています。

○「障がい者を雇用したいけど、どうすればいいのか分からない」という方は、２３ページに
障がい者を雇用するための手順が書かれていますので、そちらをご覧ください。

〇「障がい者の事業所に任せられそうな仕事があるんだけど、どこにどんな仕事を頼める
のか分からない」という方は、各事業所の活動内容紹介欄をご覧ください。自社請負可能
作業として、どういった内容の仕事ができるのか詳しく書かれています。気になった事業所
があれば直接交渉していただけます。

○活動内容紹介欄に各事業所の施設内・施設外の仕事や作業が写真付きで掲載されて
いますので、ご自身にあった事業所を探していただくことができます。気になった事業所が
あれば、まずは電話で問い合わせをしてください。

　このガイドブックには、障がい者が働く事業所の説明、働くことをサポートする機関、障が
い者を雇用する時の手順などが掲載されています。事業所の場所や特徴について写真と
分かりやすい文章で表しています。「働きたい」と思っている障がい者の方々にも幅広く活
用していただけるものとなっています。

【働きたいと思っている障がい者の方へ】

【企業の方へ】

▶▶▶ 小牧市独自の制度 【障害者雇用促進奨励金】◀◀◀
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・・・２３

・ペイフォワード小牧

▶▶▶ 就労移行支援事業所 ◀◀◀

・リアサポート

（ＭＡＰ番号　４５）

（ＭＡＰ番号　４７）

（ＭＡＰ番号　４３）

・地球子ども村

・小牧事業所　リア

※ＭＡＰは２３ページにあります※

（ＭＡＰ番号　２４）

（ＭＡＰ番号　３７）

（ＭＡＰ番号　　８）

（ＭＡＰ番号　１４）

（ＭＡＰ番号　１７）

（ＭＡＰ番号　３２）

もくじ

▶▶▶ 就労継続支援A型事業所 ◀◀◀

・ガイドブック活用法、小牧市独自の制度

　一般企業への就労が困難な障がい者に対して、適切な支援により、継続的に
就労が可能である65歳未満（利用開始時）の方に対して、雇用契約を結んで就
労や生産活動の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上を図るための
訓練を行います。（利用者は最低賃金以上）

・かみふうせん

・おあしす

・あいぽいんと・小牧 （ＭＡＰ番号　　２）

（ＭＡＰ番号　　４）

（ＭＡＰ番号　　５）

（ＭＡＰ番号　１２）

（ＭＡＰ番号　３１）

（ＭＡＰ番号　　１）

▶▶▶ 就労継続支援B型事業所 ◀◀◀

・ハートフル・スティション

・ドリフ

・小牧市内通所施設一覧（ＭＡＰ）

・障害者就業・生活支援センターようわ

・障がい者を雇用する時は

▶▶▶ その他 ◀◀◀

　さまざまな事情で雇用されることが困難になった人などに対して、就労の場を
提供するとともに、継続的な日中活動の場所としての役割を担うサービスです。
事業所は利用者と雇用契約を結びません。

・本庄授産所

　　一般企業への就労を希望し、一定期間、知識能力の向上を図ることによって
企業等への就業が見込まれる方を対象とするサービスです。事業所内において
作業や実習を実施し、適性にあった職場探しや就労後についても支援を行いま
す。対象は６５歳未満に限定されています。

（ＭＡＰ番号　　３）

※ＭＡＰは２３ページにあります※

・小牧市障害者相談支援事業所

・春日井公共職業安定所(ハローワーク)
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

*ブートニエール製作

スーツ用アクセサリーの製作、販売。

*DVDケースのクリーニング作業

使用済みDVDケースのクリーニング作業。

*封入・折込作業

*スマートフォン修理

*WEBショップの運営管理

受注・発送や商品の撮影、Photoshop等を使った画像加工、

HTMLやCSSによるコーディング作業を行います。

軽作業

■組立・組付　　■梱包・袋詰め　　応相談

パソコン

■WEBショップ運営代行　■デザイン制作　　応相談

▶▶▶　就労継続支援A型事業所　◀◀◀

株式会社　アイポイント

準備中

〒485-0029　愛知県小牧市中央二丁目３４番地

山本

0568-44-1650

0568-44-1651

　　　　　　　　　ダイコーアネックス１F

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金・土（事業所指定）

10:00〜15:30

20名

無し

有り

名鉄小牧線「小牧駅」下車　徒歩５分

あいぽいんと・小牧

施設内作業

⾃社請負可能な作業

4



◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

施設内作業

DVDケースクリーニング・点検作業を行っています。

白・黒ケースクリーニング・点検・シール貼りの

4工程に分け、作業します。

医療用足リラテープの点検・封入作業を行っています。

1箱200セットにして納品します。

ビニールやプラスチックのカバーを外し、 パンフレット封入作業など、不定期で頂く

中の銅線を取り出す作業を行っています。 作業も行っています。

　　簡単な軽作業（シール貼り・袋詰め・検品等）承ります。電話にてご相談ください。

無し

巡回バス　52河内谷・横内コース

「曙町」下車　徒歩10分

自社請負可能作業

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金

10：00～16：00

20名

有り（応相談）

▶▶▶　就労継続支援A型事業所　◀◀◀

株式会社トス・ウェルフェア

準備中

〒485-0015　小牧市大字間々56番地金子小牧ビル2F

サービス管理責任者

0568-42-0809

0568-42-0810

おあしす

《DVDケースクリーニング・点検作業》

《医療用テープの点検封入》

《銅線皮膜はがし》 《不定期作業》
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◆運営法人

◆所在地

    〒485-0827　小牧市古雅三丁目61番地4

◆連絡先

   　　 TEL 0568-47-5090

        FAX 0568-47-5091

□開所日 月～金

□就業時間 10:00～15:00

□定員 20名

□送迎 あり（応相談）

□駐車場 なし（来客用あり）

＊アクセス

　巡回バス　56上末・池之内南コース

　ピーチバス　循環コース桃花台行

 「古雅三丁目」下車徒歩5分

ネットで販売されたバック、ルームシューズなど ☆就職率に自信あり☆
生活雑貨の検品、袋入れ、出荷作業を行っています。

働く能力がついてきた利用者に対し一般就労に

向けた支援を行っていきます。

それぞれの特性を考え個人個人の

出来ることを一緒に考えていきます。

・ 個人個人のスキルの向上
・ 社会人としてのマナー

・ 一般就労の斡旋、開拓

お仕事をすることに慣れ就労意欲のある方は、 ・ 関連機関との連携

企業に出向き、より一般就労に近い形で必要な力を ・ 面接の練習（履歴書の書き方など）

身に付けていく事が出来ます。 ・ 面接の同行

・ 就労後も安心サポート

☆新しい取組み☆

独立や自宅での仕事を目指す方必見☆彡

作業を通してインターネット事業のノウハウを

働きながら学ぶことが出来ます。

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

▶▶▶　就労継続支援Ａ型事業所　◀◀◀

    株式会社 ARCS  かみふうせん

担当者　落合

◆HPアドレス　準備中

かみふうせん

施設内作業

施設外就労

就労支援

一般就労を強力バックアップ！！
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◆運営法人

株式会社　リア

◆所在地

〒485-0029　小牧市中央二丁目208番地

◆連絡先 担当者　金田（かねだ）

TEL 0568-65-9126

FAX 0568-65-9127

◆HPアドレス

□開所日 月～金・土（事業所指定）

□就業時間 9:00～16:00

□定員 20名

□送迎 無し

□駐車場 無し

＊アクセス 名鉄小牧線「小牧駅」より徒歩1分

＊手芸用品の検品、袋詰め、シール貼り

＊データ入力

　パソコンでの簡単なデータ入力などを行います。

＊DVDケースのクリーニング、シールはがし

　使用済みのDVDケースを、再度使えるようにクリーニング作業を行います。

簡単な検品、シール貼り、袋詰め、他応相談。

　事業所の環境にも慣れ、就労への意欲も見られる方に、
一般（就労）に近づく第一歩として企業に出向いて作業をします。

▶▶▶　就労継続支援A型事業所　◀◀◀

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

＊布地たたみ、値札付け

　アクセサリーパーツや革ハギレ等、手芸用品の検品や袋詰めをし
ます。シールを貼る作業も行います。

　カットされた布地を指定されたサイズに丁寧にたたみます。また値
札タグの取り付けを行い、仕上げます。

lia2013.com/lia

小牧事業所 リア

施設内作業

施設外就労

※⾃社請負可能な作業
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

 イベント運営

施設内作業

施設外就労

※応相談

▶▶▶　就労継続支援A型事業所　◀◀◀

一般財団法人地球子ども村

http://www.child-village.jp/

〒485-0011小牧市大字岩崎18番地1

松浦 

0568‐41‐1520

0568‐41‐1522

また、Wordの打ち込み作業、エクセルの表計算などを研修し、法人内外
の他部門からの依頼文章や資料作成を行っています。

一般就労を目指す方への支援として一般
企業に出向き施設外就労を行っていま
す。
　作業内容は企業様により様々ですが、
機械を使った作業も行っています。事業
所内ではできない作業経験が得られるだ
けでなく、社外でのマナーなども学ぶこと
ができ、一般就労へ向けての実践の場と
して施設外就労は重要な支援として積極
的に取り組んでいます。

自社請負可能な作業

ハーブを使った商材を小分けに袋詰めし、販売できるように準備をした
り、自社製品の開発にも力を入れています。

月～金・土（事業所指定）

9：00～14：15　

20名

無し

当法人の教育部門ACミランサッカースクール、宇宙教育事業のイベント
では受付業務、会場設営、会の進行サポートなどの運営を行っていま
す。

有り（来客用）

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

名鉄小牧線「味岡駅」下車徒歩1分

地球子ども村
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

シール貼や部品の組付、検品、

商品の袋詰め等、簡単なものから

多種そろえております。

インターネットオークションの管理・運営、

データ入力、ホームページ作成等行っております。

パソコン未経験・初心者の方でも、インストラクターが丁寧

に指導しますので、スキルが身につきます。

プラスチックケースの清掃を行っています。

より一般就労に近い環境に慣れていただけます。

軽作業（組付、検品等）

パソコン（HP作成、データ入力、ヤフオク代行等）

無し

名鉄小牧線「小牧駅」下車徒歩２分

～パソコン～

～軽作業～

▶▶▶　就労継続支援A型事業所　◀◀◀

ドリフ株式会社

〒485-0029 小牧市中央三丁目226番地

肥田野（ひだの）

0568-54-3191

0568-54-3192

http://www.drif.co.jp/index.html

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金・土（事業所指定）

9：00～14：00

40名

無し

ドリフ

施設内作業

施設外就労

※自社請負可能な作業
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◆運営法人

◆所在地

〒485-0827　小牧市市之久田二丁目６６番地

◆連絡先

TEL 0568-65-6363

FAX 0568-65-6262

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス 名鉄バス「市之久田」バス停すぐ

名鉄小牧線「間内駅」より1Kｍ徒歩14分

　インターネットでの雑貨販売を行っています。

パソコンでの商品リサーチ・ショップへの出品・検品出荷などを

行います。また、ブロクのライティング代行・ポータルサイト登録

作業・データ入力・HTMLのコーディング・各種ソフトでのデータ

制作の代行を行っています。

　お仕事をすることに慣れてきた方は、一般就労に近づく段階の一歩として、

一般企業に出向いてお仕事をしています。

印刷全般・HPデザイン・各種PCソフトを使用したデータ作成等

一般社団法人ハートフル・スティション

▶▶▶　就労継続支援A型事業所　◀◀◀

http://www.heartful-station.com/

担当者　伊東

　シール貼や袋詰め・組合せなど各企業にとって重要な

手仕事のお手伝いをしています。パソコンが使えない方でも安心です。

月～金・土（事業所指定）

９:50～15:10

20名

有り（応相談）

有り

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

　各種印刷物をパソコンでデザインから印刷、

仕上げ、発送・袋詰め作業等を行っています。

　また、視覚障がい者のための文章読み上げシステム（SPコード）

を組み込んだ印刷物などを作成しています。

ハートフル・スティション

デザイン部門

ネットショップ・Webデータ入力部門

軽作業部門

施設外就労

施設内作業

自社請負可能作業
10



◆運営法人

◆所在地

〒485-0821　小牧市本庄字藤ノ木1087番地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

名鉄バス停「三菱重工名誘」下車徒歩15分

　　開所当時より20年程継続して行っている

　　作業です。

　　釘やビス、ボルト等を小分けして袋やケースに

　　詰めて製品化し、出荷しています。

働く能力の高まった利用者に対し、就労に向けた支援を

行っています。

社会人に相応しいマナーを身につけ、一般企業で働ける

人材を育てます。

就労フォローアップ（訪問、電話、メール等）を職員が随時

行うことで、長期的に働くためのサポートをします。

　　近隣の方々にご協力いただき、年4回

　　資源回収を行っています。

　　小牧市のごみ削減の功績を表彰

　　されたこともあります。

〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 

☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金

9：30～16：00

20名

無し

有り

巡回バス17小牧味岡中コース「本庄会館西」

下車徒歩10分

▶▶▶　就労継続支援B型事業所　◀◀◀

社会福祉法人アザレア福祉会

http://www.azalea.or.jp/

統括管理者

0568-47-0841

0568-47-0840

アザレア作業所

釘・ビス等

就労支援（面接同行・就労フォローアップ）

資源回収

その他

施設内作業
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

巡回バス⑯小牧・味岡西コース

「いわざき授産所東」　下車　徒歩３分

名鉄小牧線　味岡駅より　徒歩１０分

 施設内作業  

レーヨン１００％のかやを８枚重ねた、大判のかやふきんが

イチ押しです。

粗品やお礼の品として喜ばれます。

また、大口注文も承っています。

その他、キッチン小物やかわいい

マスコットなども手作りしています。

 自社請負可能な作業 ※応相談

無し

有り

　内職さんに出すような簡単な軽作業や、社内では手が足りない手作業の部分を請け負います。

　・組立て、組み付け　　　・梱包、袋詰め　　　・シール貼り、紙折りなど

　　　　　　▶▶▶　就労継続支援Ｂ型事業所　◀◀◀

社会福祉法人　小牧福祉会

〒485-0011　小牧市大字岩崎１３４５番地４

サービス管理責任者

0568-75-7450

0568-71-1335

http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwazaki

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金

9：00～16：00

10名

いわざき授産所

自主製品部門 ～手づくりの縫製製品・名刺や年賀状の印刷～

軽作業部門 ～手作業による、下請け・内職業務～
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

オリジナルの就労プログラムを実施

弊社独自の就労プログラムに沿って段階的に就労スキルを習得していただいております。

任意となりますが、ご希望に応じて【生活リズムの確立】～【職場で実践できるビジネス

マナーの習得】まで細かいステップでプログラムに参加していただいております。

施設内作業

・「エコリマインズ」ブランドの各種グッズ制作。

エコリマインズ（http://www.shoumane.com/eco.html）のグッズ

制作をします。

・コミック本の検品、梱包

・美容用品の封入、梱包

美容用品（白髪染め）の説明書、ブラシ、手袋を封入しテープで止めます。

・golfabブランドの各種ゴルフグッズの制作、

ネット販売の補助をします。

・各種縫製作業の請け負いをします。

・各種補助作業

運営母体が広告代理店なので、補助作業（データ入力、

パネル製作など）をします。

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金・土（事業所指定）

10:00～16:00

20名

有り（応相談）

有り（来客用）

名鉄バス岩倉線「小牧南高校口」下車徒歩2分
巡回バス13・14南部北里コース「織田井戸公園前」下車徒歩3分

▶▶▶　就労継続支援B型事業所　◀◀◀

株式会社ブリング・バランス

http://qualia-bb.com/

〒485-0059 小牧市小木東一丁目174番地

豊田

0568-54-1216

0568-54-1217

クオリア
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者 川原

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

「福祉の郷前」下車徒歩２分

ぶどうの畑作り、栽培からワイン生産、販売を行っています。

地域で自分らしく生きていくため、充分な工賃を得ることを目標としています。

　ぶどう畑の手入れ（草刈り、施肥、つる切り、誘引、水やり、収穫）

  ワイン醸造、ラベル貼り、箱詰め、送り状書き、箱作り、緩衝材作り

　

　　　　接客、レジ、厨房等

有り

有り

巡回バス　18・19　北部東部コース

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

0568-79-3002

月～日・祝　

9:30～16:30

40名（B型　34名　移行　6名）　

http://www.aju-cil.com/work/winery.html

▶▶▶　就労継続支援Ｂ型　就労移行支援　事業所◀◀◀

社会福祉法人ＡＪＵ自立の家

〒485-0806　小牧市大字野口字大洞2325番2

0568-79-3001

小牧ワイナリー

ワイン生産・発送

農作業

カフェ・ワイン販売

施設内作業
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◆運営法人

◆所在地

〒485-0011　小牧市大字岩崎字山浦1432-10

◆連絡先

TEL 0568-54-1111

FAX 0568-54-1112

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス 名鉄小牧線「味岡駅」より1.4Kｍ徒歩20分

野菜・ハーブ

果樹の栽培

販売 収穫した野菜を袋詰めして納品・販売しています。

販売先は、当施設の青空市・地域のスーパー

各種イベントです。

また、オリジナル芋焼酎や肥料などの製造・販売も

手がけています。

外注作業 天候に左右される時や閑散期には内職作業を行い収益を上げています。

現在は、ゴム製品のバリ取り作業を行っています。

社会福祉法人あいち清光会

▶▶▶　就労継続支援B型事業所　◀◀◀

http://www.aichi-seikokai.or.jp

担当者　川崎・神谷

月～金（事業所指定）

9:00～16:00

１６名

無し

有り

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

農作業を行っています。土壌改良・畝づくり・栽培

水やり・追肥など、作物をたくさんの愛情をかけて

育てています。多種類の野菜を育てています。

例：トマト・なす・オクラ・バジル・ブルーベリーなど

サンビレッジ
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◆運営法人

▶▶▶　就労継続支援Ｂ型事業所　◀◀◀

般財団法人地球子ども村

地球子ども村 小牧第二事業所

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

一般財団法人地球子ども村

〒485-0003 小牧市大字久保一色字野中22番地の1

大竹

0568-48-5800

0568-41-1522

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

有り（場所により応相談）

有り（来客用）

 http://www.child-village.jp/

月～金・土（事業所指定）

9：30～16：00

20名

就労継続支援B型事業所

地球子ども村

小牧第二事業所

□駐車場

＊アクセス

こまき巡回バス　17小牧・味岡中コース

　　　18北部東部右まわりコース

　「味岡中学校北」バス停　下車徒歩3分

有り（来客用）

名鉄小牧線・「味岡駅」 下車 徒歩10分

活動内容紹介

施設内作業

自主事業運営管理

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

当法人の教育部門ACミランサッカースクールの物品管理、宇宙教育事
業のイベント準備などの運営管理を行っています。

PC作業

ハーブを使った商材にアロマオイルを混ぜたり、商品ラベルを貼る等、
販売できるように準備をしたり、自社製品の開発にも力を入れていま
す。

軽作業・物販販売準備

地図アプリ作成作業 法人内外の他部門からの依頼文章や資料作成

清掃作業

地図アプリ作成作業、法人内外の他部門からの依頼文章や資料作成
を行っています。

施設外就労

福祉施設の外回りの清掃を担当させて頂いております。外
部の方への挨拶、適切な就労姿勢の習得等
A型就労や一般就労を目指す方の実践の場です。

※郵送物封入発送作業、その他応相談

自社請負可能な作業

※郵送物封入発送作業、その他応相談
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

　17小牧・味岡中コース 「本庄授産所前」下車　徒歩1分

　18・19北部東部コース 「本庄東」下車　　　　　 徒歩5分

　56上末・池之内コース 「本庄授産所前」下車　徒歩1分　

 施設内作業

　　　ひと針ひと針丁寧に刺繍をほどこしたものを、

　　　小物などに商品化をします。　

　　　タオルなどを袋詰めして記念品等の作業も行います。

　　　（小さな刺繍入れも行います）

　　　「機械を導入するまでも・・・」と考えられる手作業や

　　　短期的なお手伝いをします。 ※応相談

　　　　・組立て、組み付け

　　　　・梱包、袋詰め

　　　　・シール貼り、紙折り

　　　一般就労に向けて、仲間数人が事業所に出勤し、

　　　工程・ラインを請け負います。

※就労に対する姿勢・意欲がみられる方には、一般企業や関係機関と連携して企業

　 実習など就労支援を行います。

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金

9：00～16：00

15名

無し

有り

巡回バス

▶▶▶　就労継続支援Ｂ型事業所　◀◀◀

社会福祉法人小牧福祉会

〒485-0821　小牧市大字本庄1440番地

サービス管理責任者

0568-78-5575

0568-78-5576

http://honjyo1440.sakura.ne.jp

本庄授産所

自主製品部門 〜⼿づくり⼩物から記念品・粗品まで〜

軽作業部門 〜⼿作業による組み付けなど〜

施設外就労 〜各事業所に⾏きます〜
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◆運営法人

一般社団法人　リア

◆所在地

〒485-0029　小牧市中央五丁目９番地 ルネスコザワ１F

◆連絡先 担当者  サービス管理責任者

TEL 0568-39-6816

FAX 0568-39-6817

◆HPアドレス 準備中

□開所日 月～金・土（事業所指定）

□就業時間 9:00～16:00

□定員 20名

□送迎 有り

□駐車場 無し

＊アクセス

＊DVDケースのクリーニング、シールはがし

する作業を行います。

＊ドロッパー作業

　金属の部品を揃えて並べる作業を行います。

＊手芸用品の検品、袋詰め、シール貼り

＊データ入力

　パソコンでの簡単なデータ入力などを行います。

簡単な検品、シール貼り、袋詰め、他応相談。

　利用者同士やスタッフとの交流を深める目的で月に一度行っています。
（※見学・体験の方もご参加いただけます）

▶▶▶　就労継続支援B型事業所　◀◀◀

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

＊布地たたみ、値札付け
　カットされた布地を指定されたサイズに丁寧にたたみます。
また値札タグの取り付けを行い、仕上げます。

　アクセサリーパーツや革ハギレ等、手芸用品の検品や袋詰めをします。
シールを貼る作業も行います。

　使用済みのDVDケースを、再度使えるようにクリーニング

名鉄小牧線「小牧駅」より徒歩2分

リアサポート

施設内作業

お楽しみ会

※⾃社請負可能な作業
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◆運営法人

◆所在地

◆連絡先 担当者　

TEL

FAX

◆HPアドレス

□開所日

□就業時間

□定員

□送迎

□駐車場

＊アクセス

働き続けるために必要な集中力、体力、コミュニケーション能力を身に着けていきビジネスマナーや

ＰＣ訓練、ストレス対策などを事業所内で学んでいきます。

事業所内訓練から、ここに合わせた職業適性訓練そして企業との適性訓練とステップアップしながら

就職につながるよう支援していきます。

▶▶▶　就労移行支援事業所　◀◀◀

株式会社　エムズ

http://payitfoward.net/

小牧市小牧4丁目23-1さくらビル201号室

サービス管理責任者

0568-73-2811

0568-73-2829

❖ ❖ ❖　活動内容紹介　❖ ❖ ❖

月～金（事業所指定）

9:30～15:30

20名

無し

有り

名鉄小牧線「小牧駅」より徒歩７分

ペイフォワード小牧

働ける喜びを共に

仕事＝笑顔＝感動

事業理念

ラピオ

事業所内でカリキュラムを実施 就

職

事業所外で企業実習

職場定着支援

一人一人の体力、希望に合わせて

サポートしていきます。
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（ハローワーク春日井）

◆所在地

春日井市大手町２－１３５

◆連絡先

TEL 0568-81-5135

FAX 0568-84-3612

□開所日

□開所時間 ８:３０～１７：１５

□駐車場 あり

＊アクセス

名鉄バス小牧駅行き　南町屋下車　徒歩５分

上大手下車　徒歩２分

◆運営法人

社会福祉法人養楽福祉会

◆事業所名

尾張北部障害者就業・生活支援センターようわ

春日井市坂下町４－２９５－１

◆連絡先

TEL 0568-88-5115

FAX 0568-88-5015

□開所日

□開所時間 ９:００～１７：００

□駐車場 あり

＊アクセス

・ＪＲ中央線「高蔵寺」駅下車　かすがいシティバス　

東環状線　左回り　「坂下公民館」下車

月～金（土日、祝日、年末年始休み）

◆所在地

・ＪＲ中央線「春日井」駅下車　

月～金（土日、祝日、年末年始休み）

春日井公共職業安定所

・ＪＲ中央線「勝川」駅下車　

名鉄バス小牧駅行き　又は春日井市民病院行き　

春日井公共職業安定所

障害者就業・生活支援センターようわ
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相談支援事業所って？
　障がいのある方やそのご家族、支援者からの相談をお受けし、福祉サービスの利用、困りごと
についての相談や必要に応じて専門機関等の情報提供、紹介を行います。相談料は無料です。

小牧市では障がい者の相談支援事業所を5か所設置しています
相談支援事業ハートランド小牧の杜
■住 所  小牧市大山岩次208-8
■電 話  0568-47-1288　■FAX　0568-47-1287
■E -M a i l  shien-komaki@heart.email.ne.jp
■受付時間  月～金　9時～18時
■指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業・
障害児相談支援事業

サンフレンド障害者生活支援センター
■住 所  小牧市大山岩次208-3
■電 話  0568-47-1881　■FAX　0568-47-1182
■E -M a i l  sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
■受付時間  原則24時間対応
■指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業・
障害児相談支援事業

サンビレッジ障害者支援センター
■住 所  小牧市大字岩崎字山浦1432-10
■電 話  0568-76-8811　■FAX　0568-54-1112
■E -M a i l  sunvillage@aichi-seikokai.or.jp
■受付時間  月～金　8時45分～17時30分
■指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業・
障害児相談支援事業

■住 所  小牧市本庄藤ノ木1087
■電 話  0568-29-4525　■FAX　0568-47-0840
■E -M a i l  azalea.komaki@vega.ocn.ne.jp
■受付時間  月～金　9時～17時
■指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業・
障害児相談支援事業

ふれあい総合相談支援センター
■住 所  小牧市小牧5-407　小牧市総合福祉施設ふれあいセンター内
■電 話  0568-77-0123　■FAX　0568-75-2666
■E -M a i l  shakyo@k-net.ne.jp
■受付時間  月～金　8時30分～17時15分
■指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業・
　障害児相談支援事業

小牧市障害者相談支援事業所

地域活動支援センター本庄プラザ
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Komaki City

小牧市社会福祉協議会

小牧市内
通所施設一覧

掲載ページ
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31 45

 さん・さん小牧
 サンビレッジ 
 ししのこ 
 児童デイサービス　クッキー
 児童デイサービス　メロディー
 児童発達支援・放課後等デイサービス　コアラの家
 児童発達支援・放課後等デイサービス　ほっぺ
 障害者支援施設　サンフレンド
 障がい者就労継続支援A型事業所　ドリフ
 すずかけ共同作業所 
 生活介護事業所　銀河 
 生活介護事業　ペガサス 
 生活介護　ぽぽらす 

 ぞうさん 
 地域活動支援センター　本庄プラザ
 地球子ども村 
 地球子ども村小牧第二事業所
 とまとのプール 
 発達支援・放課後児童デイサービス　いろは
 発達支援・放課後児童デイサービス　いろは2F
 ハートピアランド　小牧の杜
 ハートフル・ステイション 
 ハートランド　小牧の杜 
 パパママハウス・ケアルーム at Komaki
 ひこうせん 
 ひろば 
 福祉の幸　児童デイサービス　やどかり
 ペイフォワード小牧 
 放課後等デイサービス陽だまり
 本庄授産所 
 まめっこ 
 リアサポート 
  レガロニア常普請

 

 アザレア作業所 
 あいぽいんと 
 いわざき授産所 
 おあしす 
 かみふうせん 
　 きりんさん 
 きらり 
 クオリア 
 こどもサポート教室「きらり」1階
 こどもサポート教室「きらり」2階
　  子ども支援室　えがお 
 小牧事業所　リア 
 ふれあい障害者デイサービスセンター
 小牧ワイナリー 
 さらん 
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   ２０１８年２⽉発⾏

小牧市役所長寿・障がい福祉課　

小牧市障害者自立支援協議会：事務局　（小牧市社会福祉協議会内）

   ⼩牧市堀の内三丁⽬１番地    ＴＥＬ ０５６８−７６−１１２７

   ⼩牧市⼩牧五丁⽬４０７番地   ＴＥＬ ０５６８−７７−０１２３
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