2

就労系サービス

就労移行支援事業所
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練を行います。

就労継続支援事業所（A型）
雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。

就労継続支援事業所（B型）
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、
必要な訓練を行います。

②就労系サービス
② ‑

社会福祉法人

1

松寿園

松寿園 ドレミ

就労移行支援事業（休止） 就労継続支援事業（B型） （併設：生活介護事業）

〒923‑0961 小松市向本折町ニ32‑2
TEL.0761−22−5120／FAX.0761−22−2332
E‑mail doremi@yu.incl.ne.jp
URL http://www.choureikai.jp/

（
定

働くことの喜びを感じながら、 心身の健全な成長と社会的自立を目指します。
員

・就労移行 10名（休止）
・就労継続（B型） 24名

平均収入 月額 17,800円（平成30年度平均）
営業日時 月〜金曜日 第2・4土曜日

送

迎

あり 20円／km

食

事

あり 600円／食（食事提供体制加算該当者は300円）

作業内容

AM9：00〜PM4：00
【実働時間：6時間】

② ‑

2

社会福祉法人 なごみの郷

）

◎自主製品の

製造販売
◎軽

作 業

チーズケーキ、クッキー等の焼き菓子の
製造販売、大豆加工
箱折り、箱仕上げ、商品包装

◎清掃請負

施設清掃

◎委託

市町等からの委託を受け、封入作業や
折り込み作業等

就労支援センター つばさ

就労移行支援事業 就労継続支援事業（B型）

〒923‑0851 小松市北浅井町り123番地
小松市北浅井町り123番地／〒929‑0105 能美市中ノ江町と104‑1
TEL.0761−24−5739
FAX.0761−23−7284／TEL.0761−58−0753
TEL.0761−23−７２３２
／FAX.0761−23−7284 0761−58−0754
syuurou‑tubasa@ac.auone‑net.jp
E‑mail s.tubasa@nagomi‑no‑sato.or.jp
URL
URL http://www.nagomi‑no‑sato.or.jp
http://www.nagomi‑no‑sato.or.jp

（ 喫茶・厨房・菓子製造といった様々な作業を選んで利用することが出来ます。 ）
定

員

・就労移行 6名
・就労継続（B型）

送

迎

あり 50〜100円／片道

食

事

あり 500円／食（食事提供体制加算該当者は300円）

14名

平均収入 月額 11,000円
営業日時 平日／AM8：30〜
9：00〜PM5：00
4：00
第2・4土曜日／
【実働時間：5時間】
AM9：00〜PM15：00
【実働時間：6時間】

作業内容

◎厨房

野菜刻み・盛り付け・配達等の配食弁当の仕事をし
ます。

◎喫茶

コーヒー・紅茶等のメニューを作り、接客・皿洗い
清掃等の喫茶の仕事をします。

◎菓子

いりがし・ぽんせん加工・袋詰め・商品管理等の仕事
をします。

◎委託

県・市町村等から委託を受け、封入作業や折り込み作業
などの軽作業、清掃、いりがしのシール切りなど幅広く請け
負います。

②就労系サービス
② ‑

3

社会福祉法人

佛子園

三草二木

西圓寺

就労継続支援事業（B型）
（併設：就労継続支援事業Ａ型・生活介護事業・高齢者デイサービス・児童発達支援事業・放課後等デイサービス）

〒923‑0033 小松市野田町丁68番
TEL.0761−48−7773／FAX.0761−21−2120
E‑mail saienji@bussien.com
URL http://www.bussien.com/saienji/

（

・お一人おひとりの能力に合わせた作業内容を提供できるように様々な作業があり、各々の能力がきちんと評価されるように、 通所開始してから
慣れるまでの3か月をかけて時給査定制をとっています。 福祉施設としてだけではなく、 地域コミュニティーや温泉施設としての機能もあり、 日常
的に地域の方やお客様とふれあうことができます。 スタッフは、温泉は無料!! 「仕事の後にひとっ風呂浴びて帰る」こともでき、 カフェにて会員価
格でご飲食できます。

定

員

12名

送

迎

）

あり 4,000円／月

200円／日（月15日以内のご利用の場合）
平均収入 約 20,000円

食

営業日時 月〜日曜日

作業内容

（年末年始は除く、臨時休業有）
（定休日：祝日、1/1〜1/3、臨時休業有）

AM9：00〜PM8：00
【実働時間：5
8時間】

事

あり 500円／食（食事提供体制加算該当者は270円）

◎環境整備

・温泉（浴槽・脱衣所）の磨き掃除や拭き掃除を行
・います。
・庭の掃除や外掃除、温泉排水路掃除を行います。
・館内の掃除（廊下、壁、床、窓など）を行います。

◎カフェ

・給仕作業を行います。
・皿洗いや厨房内の掃除を行います。
・料理の下処理作業（野菜切りや仕込み）などを
・行います。

・漬物のパッキングやシール張り作業を行います。
◎漬物味噌
・漬物の仕込み（梅干し、味噌、沢庵、らっきょう、
◎製造
・各種浅漬け）を行います。

4

②就労系サービス
② ‑

5

ここ

医療法人社団

澄鈴会

あ

心愛

就労継続支援事業（B型）

〒923‑0972 小松市月津町ヲ26‑1
TEL.0761−43−4364／FAX.0761−43−3005
E‑mail b.cocoa@choureikai.jp
URL http://choureikai.jp

（

H20年10月に開設。 メンバーが生き生きと活動しています。 イベントや作業のあり方、それぞれの役割など交流の時間を
持ちながら主体的に参加出来るよう心がけています。 精神科病院に併設する事業所であるため、 主に精神障害のある方
が通っています。

定

員

14名

イベントの一例

送

迎

なし

平均収入 時給 200円

食

事

あり 320円／食

営業日時 火〜土曜日 場合により日曜日

作業内容

AM9：00〜PM3：30

）

◎木工

01月
03月
04月
09月
10月
12月

餅つき会
ふれあいフェスティバル
花見
バーベキュー
病院バザー
クリスマス会

障がい児からお年寄りまで幅広いニーズに対応した木工
商品作りをそれぞれの能力に合わせて行っています。

開所時間（AM8：45〜PM5：00）
開所時間（AM8：45〜PM5：00）

【実働時間：4時間】

◎委託作業
複数のメンバーで、部品の袋詰め、古紙回収作業を行っています。
納期や数の流れを確認しながら行っています。
◎病院援助作業
シーツ交換、掃除、ミシン作業、事務作業（用紙カット、穴開け）
など病院内の様々な作業を行っています

② ‑

6

社会福祉法人

こまつ育成会

サービスセンターあしだ

就労継続支援事業（B型）

〒923‑0938 小松市芦田町2丁目7番地1
TEL.0761−24−5911／FAX.0761−24‑2177
E‑mail kousei‑urara@car.ocn.ne.jp
URL http://koma2.or.jp/ikuseikai

（ いろいろな作業や活動を通して、本人の望む将来に向けて進めるように支援します。）
定

員

20名

平均収入 月額 約 17,000円
営業日時 月〜金曜日
AM9：00〜PM4：00
【実働時間：5時間】

送

迎

あり

食

事

あり 560円／食 （食事提供体制加算該当者は260円）

作業内容
◎エコステーションの

市内最初のリサイクルステーションを運営し、古紙、缶、ペットボト
ルなどを回収するなど、地球に優しい環境作りに貢献しています。

◎「ぼかし」の製造販売

米ぬか、もみがら、ＥＭ菌などを使い、生ゴミを有機肥料にする「ぼ
かし」を製造しています。ここでも地球に優しい環境作りに貢献し
ています。

◎菓子箱折り

箱折には、機械折と手折があります。箱に詰められるお菓子を想
像しながら全国のいろんな種類の箱を折ります。自分のペースで
仕事をすることができます。

◎除草作業

草刈り機による除草をします。初めは怖いですが、なれてくると支
援者より上手になる人もいます。暑さの中で体力のいる仕事です
が、仕事の気力を養うためにも大切な作業の一つです。
その他にもいろんな仕事があります。ぜひ見学をしてください。

運営

②就労系サービス
② ‑

7

社会福祉法人

うめの木学園

ワークセンターうめの木

就労継続支援事業（B型）

〒923‑0153 小松市金平町リ148番地
TEL.0761−41−1301／FAX.0761−41−1648
E‑mail ｕｍｅｎｏｋｉ＠ｐｏ4.ｎｓｋ.ｎｅ.ｊｐ

（

作業の種類が多いので、利用者個人の能力に合わせて仕事が出来ます。
また、作業以外の活動としてリフレッシュタイム（外食・買い物）、小松ドームでのウォーキング、３Ｂ体操、その他旅行等の
行事も多数あります。

定

員

32名

平均収入 月額 約 30,000円

送

迎

あり （費用負担なし）食

食

事

あり 550円／食 （食事提供体制加算該当者は310円）

作業内容

営業日時 平日／AM9：00〜PM4：00
【実働時間：6時間】
第2・4土曜日／AM9：00〜PM1：30

② ‑

8

ト

社会福祉法人

ム

）

◎リサイクル作業

毎月決まった期間に美化センターに
出向き、ペットボトルの仕分け作業を
行っています。

◎箱折り作業

業者からの注文を受け、お土産用のお
菓子の箱等を折る仕事をします。

◎パン作業

シフォンケーキを中心に、いろんな種
類のパンを作っています。

◎苗箱洗い作業

市内の各農家の依頼にて、田植え後の
苗箱を集め、洗浄機にかけＪＡへの返却
までの作業を行っています。

ソ ーヤ

兎夢創家

南陽園

就労継続支援事業（A型） 就労継続支援事業（B型）

〒923‑0854 小松市大領町ロ212番地
TEL.0761−46−6072／FAX.0761−46−6071
E‑mail tomsouya@nanyo.or.jp
URL http://www.nanyo.or.jp

（
定

1階は、 ビュッフェレストラン 「しあわせ食彩 ゴッツォーネ」 を営業しております。
兎夢創家では、４つのグループに分かれて、ご本人様に合ったグループでお仕事に就いていただいております。

員

・就労継続（A型）
・就労継続（B型）

10名
30名

平均収入 ・就労継続（A型） 時給 794円
・就労継続（B型） 時給

送

迎

あり 燃料費にかかる実費相当額の負担あり

食

事

あり 510円／食（食事提供体制加算該当者は210円）

258円

（※平成30年度実績による）

営業日時 ・就労継続（A型）
月〜日曜日（シフト制）
AM9：00〜PM10：00
【実働時間：5時間以上】
・就労継続（B型）
月〜土曜日
AM9：00〜PM4：00
【実働時間：6時間】

）

作業内容

◎しあわせ食彩

ゴッツォーネ
◎植物工場

菜っぱちゃん

ゴッツォーネの開店準備・厨房の仕込み・食器洗
い等を行います。
イベント出店販売（ピザ・うどん・カレー等）も行って
おります。
ゴッツォーネで提供する、サラダのレタスをレスト
ラン内の工場で栽培しています。

4コースに分かれて高齢者施設等に出向き、シー
◎人材派遣
ツ交換やシーツやタオル類の納品回収などの仕
ミラクル兎（施設外就労） 事を行っています。
トイレ清掃やシーツ交換作業を行っています。
◎人材派遣
クリーン兎（施設外就労） また、ゴッツォーネや施設内の清掃も行っています。

②就労系サービス
② ‑

9

社会福祉法人

共友会

矢田野ファクトリー

就労継続支援事業（A型）

〒923‑0342 小松市矢田野町ミ30
TEL.0761−44−5558／FAX.0761−44−7484
E‑mail kyoyukai@beach.ocn.ne.jp
URL http://www.choureikai.jp/

（
定

一人ひとりが、自分のペースで働くことができます。
雇用契約にもとづき、最低賃金の保障、各種社会保険への加入が可能です。

員

35名

平均収入 月額 70,000円
営業日時 平日／
月〜金曜日
AM9：00〜PM4：00
第2・4土曜日／
AM9：00〜PM5：15
【実働時間：
時間】
AM9：00〜6.75
PM1：30
開所時間（AM9：00〜PM4：00）

【実働時間：6時間】

送

迎

あり（粟津駅〜事業所）食

食

事

あり 6,000円／月

作業内容

（

）

定額制です。月の途中
からは300円×日数

◎リネンクリーニング
医療機関などで使用するタオルやシーツ、
病衣等のリネンクリーニング（洗濯、乾燥、
たたみ等の）仕事をしています。
※雇用契約を結び、賃金は時間給でお支払い
します。

◎軽作業（やたの工房）
タオルをたたむ作業、箱折、部品の組み立て等、
軽作業を行っています。（内容はあくまでも一例で、
固定されたものではありません。）
※雇用契約は結ばず、工賃は出来高でお支払いします。

）

②就労系サービス
② ‑

11

社会福祉法人

石川整肢学園

小松陽光苑 ひまわり

就労継続支援事業（B型）

〒923‑0183 小松市瀬領町ヨ288
TEL.0761−46−1414／FAX.0761−46−1308
E‑mail himawari@youkou.isg.or.jp
URL http://www.choureikai.jp/

（ 広々とした作業室で車いすの方も安心して仕事が出来ます。
又、タオルたたみやおしぼり巻きなど、軽作業からも仕事を始められます。
定

員

10名

平均収入 時給 120円（H30年度）

）

送

迎

あり（無料）

食

事

あり 650円／1食（食事提供体制加算該当者は350円）

営業日時 月〜金曜日
AM10：00〜PM4：00
【実働時間：5時間】

作業内容

◎洗濯作業
◎箱折作業
◎畳みコースターなど創作品販売

② ‑

12

株式会社

ｓｐｒｏｕｔ

まままんま工房

就労継続支援事業（A型）

〒923‑0037 小松市問屋町29
TEL.0761−23−3920／FAX.0761−24−2156
E‑mail ｓｐｒｏｕｔ201209ｍａｎｍａ＠ｊａｓｍｉｎｅ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐURL http://www.choureikai.jp/

（ 自分にあった仕事内容、ペースで働くことができます。
定

員

20名

平均収入 時給 806円

送

迎

食

事

）

なし
なし
（ 雇用契約を結んだ方は社員割引でパンを買えます）

営業日時 月〜日曜日
AM6：00〜PM4：00
【実働時間：4時間〜】

作業内容

◎米粉パン・菓子製造、包装関連作業を行います

（シールはり、シール切り、そうじ）
◎外注菓子等の製造関連作業を行います

②就労系サービス
② ‑

13

小松IT就労支援センター株式会社

ひまわり工房

就労継続支援事業（A型）

〒923‑0801 小松市園町ハ36番地1 小松織物会館２階
TEL.0761−24−3313／FAX.0761−21−3136
E‑mail ｉｎｆｏ＠ｈｉｍａｗａｒｉ−ｗｓ．ｃｏｍ
ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｉｍａｗａｒｉ−ｗｓ．ｃｏｍL http://www.choureikai.jp/

（

）

コミュニケーションを取りながら、一人一人に合ったペースで、パソコンスキルを身につける事が
可能です。主に、精神障がいのある方が通っています。
定

員

２０名

平均収入 【実働時間：6時間の場合】

8万8千円
【実働時間：5時間の場合】
月額約 7万3千円
（時給806円）

送

迎

なし

食

事

なし

月額約

作業内容

営業日時 月〜金曜日
AM 9：00〜PM 3：45
【実働時間：6時間】
AM 10：00〜PM 3：45
【実働時間：5時間】
※水曜日午後はお休みです

② ‑

14

株式会社 JOINUS

◎データ入力

Word,Excel, CADなどを使って
各種データ入力を行います。

◎テキスト
問題集の作成

Word,Excel,PowerPointなどの
テキストや問題集を作っています。
また、そのための技術習得をして
もらっています。（資格取得も可）

◎ＣＡＤ

AoutCADを使って図面を作成します

◎内職・軽作業

金属部品のチェック、ハーネス加工
チューブ加工、スポンジ加工

いおり

就労継続支援事業（A型）

〒923‑0964 小松市今江町5丁目258‑1
TEL.0761−23−2201／FAX.0761−23−2202
E‑mail joinus̲iori@yahoo.co.jpURL http://www.choureikai.jp/

（
定

コミュニケーション向上を目指すことのできるチーム作業が主ですが、個人のペースを守る
ことのできる単独作業もあります。頼もしいスタッフが親切丁寧に指導いたします。
員

20名

平均収入 時給 718円〜738円
営業日時 日曜日定休日
（土曜日と祝日は会社カレンダーによる）
AM9：00〜PM2：00
【実働時間：4時間】

）

送

迎

あり

150円/1回 （上限2,000円/1日）

食

事

あり

380円/食（食事提供体制加算該当者は0円）

作業内容

◎軽作業

・山中漆器商品の検品
・シール貼り
・梱包やその他、チョコレート菓子の検品
・箱詰め
・梱包
・スポンジの表返し検品など

◎その他

・協力企業でのピッキング作業

②就労系サービス
② ‑
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一般社団法人 全国心身障害者更生援護会

えがお

就労継続支援事業（A型）

〒923‑0964 小松市今江町9丁目412
TEL.0761−27−0888／FAX.0761−27−0888
E‑mail ｉ ｎｆ ｏ ＠ ｓ ｉ ｎｓ ｉ ｎ− ｅｎｇ ｏ ． ｏ ｒ ｇ
ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｉｎｓｉｎ−ｅｎｇｏ．ｏｒｇL http://www.choureikai.jp/

（

オリジナル商品 ＰＯＫＥＣＯ（携帯型巾着 ＰＰ袋）を製造・販売しています。
名入シールを貼ったり袋への封入作業などを行っています。納入先はジュビロ磐田（Ｊリーグ）を
初め全国多岐に渡ります。
定

員

１０名

平均収入 時給 757円〜

送

迎

なし

食

事

あり 弁当支給（無料）

営業日時 月〜金曜日
AM 9：00〜PM 15：00
【実働時間：5時間】

◎ＰＯＫＥＣＯの製造

作業内容

◎ＰＯＫＥＣＯへのシール貼付
◎ＰＯＫＥＣＯの封入作業
◎その他

② ‑
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特定非営利活動法人 ゆるり

障がい者活動センター ゆるり
就労継続支援事業（B型）

〒923‑0964 小松市今江町5丁目128番地
TEL.0761−58−1575／FAX.0761−58−1574
E‑mail yururi@abelia.ocn.ne.jp

（

個々の能力に応じて仕事ができます。
また、レクリエーションなど楽しみながら生活リズムを作れるように支援します。

）

２０名

送

迎

あり（費用負担なし）

平均収入 月額 １５，０００円

食

事

あり ５２０円/食 （食事提供体制加算該当者は220円）

定

員

営業日時 月〜金曜日

作業内容 ◎組立作業

AM 8：50〜PM 15：50
【実働時間：5．5時間】

パーティションの骨材にビスを付け
て梱包する。
ビス袋詰めや角当て・のり付け等の
仕事もあります。

◎箱折作業

業者さんからのお菓子箱を折る仕
事です。

◎情報作業

パソコンでの入力作業の仕事です。

◎その他、行事あり お食事会、カラオケ大会、バーベ
キュー、クリスマス会＆忘年会、
研修旅行、お花見会 など

）

［一般就労への基本的な流れ］
相 談
ハローワークに登録
仕事探し
窓口相談／求人ナビ検索

面 接
実 習
（必要に応じて）

就 職

応援機関
職業相談や職業紹介などをおこないます。

ハローワーク小松
TEL.0761−24−8609／FAX.0761−22−8580
就職に向けた相談、職業準備支援、ジョブコーチ支援などを
おこないます。

石川障害者職業センター
TEL.076−225−5011／FAX.076−225−5017
就職に向けた相談、求職活動の同行支援、就職後の必要な支援を
おこないます。また生活の相談も受けます。

こまつ障害者就業・生活支援センター
TEL.0761−48−5780／FAX.0761−21−8559
各人の能力に適応する職種について、基礎的な知識・技能を習得
するための職業訓練をおこないます。

石川障害者職業能力開発校
TEL.076−248−2235／FAX.0761−248−2236

小松市以外の南加賀地域就労系事業所
社会福祉法人 花友会

NPO法人 かが育成会

グリーンファームもぐ

就労継続支援事業所（A型） 三ツ星

［就労継続支援事業（B型）］
〒922‑0825 加賀市直下町イ23番地
TEL.0761−72−6312／FAX.0761−76−6116

［就労継続支援事業（A型）］
〒922‑0442 加賀市篠原町セ2番地8
TEL.0761−74−0028／FAX.0761−74−0029

社会福祉法人 花友会

社会福祉法人 なごみの郷

多機能型事業所 アグリ加賀

能美地域活動センターはまかぜ

［就労継続支援事業（B型）］
〒922‑0271 加賀市尾俣町33番地
TEL.0761−77−2622／FAX.0761−76−3988

［就労継続支援事業（B型）］
〒929‑0105 能美市中ノ江町と104‑1
TEL.0761−58−0753／FAX.0761−58−0754

社会福祉法人 幸徳園

幸徳園

［就労継続支援事業（B型）］
〒922‑0331 加賀市動橋町リ‑1
TEL.0761−74−1609／FAX.0761−74−1022

社会福祉法人 泰耀

社会福祉法人 なごみの郷

能美地域活動センターはまかぜ 山口分場
［就労継続支援事業（B型）］
〒929‑0126 能美市山口町ホ17‑1
TEL.0761−46‑6160／FAX.0761−46‑6102

社会福祉法人 佛子園

サンサポートさらだ

ワークセンター 星が岡

［就労継続支援事業（B型）］
〒929‑0113 能美市寺大成町ヌ」160番地2
TEL.0761−55−6061／FAX.0761−55−6062

［就労移行支援事業・就労継続支援事業（A型・B型）］
〒923‑1224 能美市和気町ヤ4‑5
TEL.0761−51−6553／FAX.0761−51−6156

社会福祉法人 朋友会

社会福祉法人 佛子園

就労継続支援事業所（B型） はるかぜワーク

ワークセンター 星が岡根上

［就労継続支援事業（B型）］
〒922‑0831 加賀市幸町2丁目60番地
TEL.0761−72−4545／FAX.0761−72−7030

［就労継続支援事業（B型）・生活介護事業］
〒929‑0121 能美市吉原釜谷町ロ60‑1
TEL.0761−58−0064／FAX.0761−58−0072

社会福祉法人 南陽園

夢ファクトリーえん

［就労移行支援事業・就労継続支援事業（A型・B型）］
〒922‑0411 加賀市潮津町ム69番地1
TEL.0761−74−5511／FAX.0761−74−6680

社会福祉法人 南陽園

夢うさぎ

［就労継続支援事業（B型）］

〒922‑0404 加賀市源平町84番地
TEL.0761‑74‑5300／FAX.0761‑74‑6969

社会福祉法人

泰耀

ジョブハウス ひかり
［就労継続支援事業（B型）］
〒922‑0402 加賀市柴山町ち91番地
TEL.0761−74−4300／FAX.0761−74−4350

社会福祉法人 南陽園

夢ファクトリー てらい
［就労継続支援事業（A型）（B型）］
〒923‑1121 能美市寺井町を55番地4
TEL.0761−57−1755／FAX.0761−57−1754
特定非営利活動法人 能美市作業所連合

一歩

［就労継続支援事業（B型）］
〒923‑1205 能美市宮竹町イ180番地30
TEL.0761−48−4465／FAX.0761−48−4464

