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愛媛県 

伊方町 

八幡浜市 

西予市

大洲市
内子町

◆は じ め に 

八幡浜・大洲圏域 

障がい者就業・生活支援センター 

ねっと Work ジョイ 

　本書は、八幡浜・大洲圏域（八幡浜市・大洲市・西予市・伊方町・

内子町）における「障害者就労支援事業所」等、社会資源を紹介して

いるものです。障がいのある方の就労支援活動において、一助となれ

ば幸いです。



就職を希望されている障がいのある方、あるいは在職中の障がいのある方が抱える課題に応じて、雇用
及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面
の一体的な支援を実施します。

◇障害者就業・生活支援センターとは？通称！
『ナカポツセンター』

八幡浜市・大洲市
西予市・内子町

伊方町が対象地域です
八幡浜・大洲

松山

宇和・しげのぶ
・みなら

就業支援３名 生活支援２名

高校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆障害者就業・生活支援センターでの業務の内容 

 

＜就業面での支援＞ 

○就業に関する支援 

 ・就職に向けた相談支援 

 ・就職に向けた準備支援（職場実習又は職業準備訓練のあっせん等） 

 ・就職活動の支援（ハローワークへの同行等） 

 ・職場定着に向けた支援（職場訪問による適応状況の把握等） 

○障がいのある方それぞれの障がい特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言 

○関係機関との連絡調整 

 

＜生活面での支援＞ 

○日常生活・地域生活に関する支援 

 ・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言 

 ・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言 

○関係機関との連絡調整 

 

 

障がいのある方

○ 就業に関す
る相談支援
○ 障がい特性を
踏まえた雇用
管理に関する
助言
○ 関係機関と
の連絡調整



障害者就労支援事業所とは（障害福祉サービス事業所） 

 

 

 障害者総合支援法に基づく就労支援サービスです。その中には『就労移行支援事

業所』、『就労継続支援 A 型事業所』、『就労継続支援 B 型事業所』があり、平成 30

年 4 月には、『就労定着支援事業』が新たに創設され、それぞれ自立に向けた支援を

通じて、いきいきとやりがいのある生活を目指して仕事を提供しています。 

以下、各事業所について。 

 

 

『就労移行支援事業所』 

  一般就労を希望する障がい者に対して２年を限度として、事業所内での作業の

実施や、企業での実習等を実施し、就労に必要な知識・能力の向上を図ると共

に、適正に合った職場探し、職場への就労・就労してからの職場定着のための

支援を行います。 

 

 

『就労継続支援 A 型事業所』 

  企業に就労することが困難な障がい者であって、雇用契約に基づき、継続的に

就労することが可能な 65 歳未満の方に対して、生産活動・その他の機会を提

供し、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練・支援を行います。 

 

 

『就労継続支援 B 型事業所』 

  就労を希望する障がい者であって、事業所と雇用契約を結ばずに、就労の機会

を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方に対し

て、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練・支援を行います。 

 

 

  ※多機能型事業所は、複数の事業を行う事業所です。

 

 

 

 

 



『就労定着支援事業所』 

  就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を利用して一般就労した障

がい者が働き続ける事ができるよう、指導、助言、企業・事業所や家族との連

絡・調整などを行います。 

【サービス利用開始時期と定着支援のイメージ】 

      就職      利用開始 

就労移行支援 

（努力）義務による

職場定着支援 

（6 月間） 

就 労 定 着 支 援 期 間 
  

・企業や自宅訪問、来所による月 1 回以上の対面支援 

・月 1 回以上の企業訪問（努力義務） 

・経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センターへ引き

継ぐ 

 

最大 3 年間 

障害者就業・生活支援

センター等による定着

支援 

就労継続 A 型 

就労継続 B 型 

生活介護 努力義務による職場

定着支援 

（6 月間） 自立支援 

（概要）就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境の変化により生活面の課題が

生じている者に対し、雇用された企業などで、就労継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調

整、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期

間行います。利用は一般就労後6カ月経過後から、最大3年間です。その後は障害者就業・生活支援セン

ターなどへ引き継がれます。 



サービス提供事業所との調整を相談支援
専門員が行います。「サービス等利用計画」
の最終案を作ります。

市町から福祉サービス受給者証が届き
ます。

市町の相談員が訪問して、ご本人やご家族
から希望や困っていることなどをお聞き
します。

利用計画作成のための相談支援事業
所を決め、利用したい福祉サービスを
申請します。

相談支援専門員が希望などをもとにサー
ビスの申請に必要な『サービス等利用計画
案』を作成します。

市町で決定されます。
決定までには、一定の期間が必要です。

サービスが希望に沿っているかを確認するた
め、一定期間ごとに相談支援専門員が伺います。
今後の生活について希望を聞きながら一緒に考
えます。

サービスの見直しなど

各々の事業所からサービスが行われます

サービス提供に向けた準備

障がい福祉サービスの支給決定

利用計画案の作成

意向調査や課題の整理

障がい福祉サービス利用のながれ

相談受付
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

八幡浜市五反田１-１０６

なし：通勤手当あり

障がいのある方

≪施設名≫

月～土　８:３０～１７:００

医療法人　青峰会

２０名

障害者総合支援法による

・主役は従業員、利用者です。
・自己決定を引き出し尊重します。
・まず「やってみよう」と思う力を伸ばします。

就労継続支援Ａ型事業所 就労継続支援Ａ型　ＫＯＨＯＬＡ

施設の特色

作業内容

０８９４－２３－１６００

・洗濯業務

〒796-8010

　清掃作業：施設内のフロア、洗面所、トイレ、居室などの清掃を行います。

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.kujira.biz/ kohola@kujira.or.jp

写真

ＪＲ八幡浜駅より徒歩約２０分

０８９４－２３－１６０５

　洗濯作業：洗濯物の仕分け、タグ付け、洗い、乾燥、たたみなど一貫工程を分
担して行います。

　集配作業：関連施設への洗濯物の集荷と配達を行います。

・清掃業務

1



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

　

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

株式会社　夢・たまご
夢たまごファクトリー

就労継続支援Ａ型事業所

〒795-0021　 大洲市平野町野田乙９６１番地１

０８９３－２４－３３６０

会社のカレンダーによる（年末年始、お盆は休み）

株式会社　夢・たまご

身体・知的・精神 10名

０８９４－２３－９３６７

施設の特色

作業内容

無料・障害者総合支援法による
あり（無料）大洲・八幡浜・西予・内子
通勤手当あり（各事業所による）

　株式会社　夢・たまごは、より高い工賃（給料）の保障と障がい者が働く『就
労』を目的に、平成21年4月に障害者就労継続支援施設として設立。
　夢たまごファクトリーは、夢・たまごの折箱製造部門として、ものづくりの精
神で取り組んでいます。

食品容器製造企業とコラボして軽作業と生産ラインの請負事業
　
　高級感ある食品容器の製造（木折箱／発砲資材／高級贈答品そうめん箱／おせ
ち箱）
　仕切り組立て・仕切り糊貼り・加工・梱包作業

https://www.facebook.com/yumenomori.or.jp yume.tamago@onyxocn.nejp

伊予平野駅から徒歩約20分　/　車　約4分（2.6㎞）
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

大洲市徳森１３３５番地〒795-0061

あり

障がいのある方（視覚障害、車椅子の方以外）

≪施設名≫

月曜日～土曜日（会社カレンダーによる）８：００～１７：００の間の４時間程度

株式会社ゼロベース

１５名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ａ型事業所 株式会社ゼロベース

施設の特色

作業内容

・クリーニング品の洗濯、仕分け、仕上げ作業
・寝具類の包装作業
・ポスティング作業
・クリーニング店舗の清掃作業
・業務委託先の清掃作業（無人契約機等）など

０８９３－５７－６３３８ 電話番号と同じ

障がいのある方の就労の可能性と職域を広げていく事を目的とし、自立に向けて
の訓練を行う。

http://ehime-stream.com/zerobase/ zero-base@sage.ocn.ne.jp

宇和島自動車ポポロ松ヶ花徒歩１０分
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

https://peraichi.com/landing_pages/vie
w/uchikokoubou

utikocoubo-2@cnw.ne.jp

ＪＲ五十崎駅より徒歩10分程度・ＪＲ内子駅より徒歩12分程度

施設の特色

　福祉サービスを受ける「利用者」と一般企業のように働き「雇用者」としての
保障と責任があります。うちこ工房の「就継Ａ型」は支援者のいるヒトツの企業
だと思ってください。

業務提携先の企業実習や他社への就職活動も支援しています。

作業内容

食品加工　（流れ作業）

　アスパラベーコン巻き、牛巻き・豚巻き作業と、いった野菜を薄いスライスし
た肉で巻いていく作業があります。また、ブタ肉やトリ肉にカラアゲ粉をつける
作業や揚げ物作業があります。

　個人で目標を立てて仕事をすることもありますが、チームプレイで目標を達成
できるように自然と役割分担を調整しながら仕事を行うことで達成感を得ること
のできる内容です。

０８９３－５９－２９２９

喜多郡内子町五十崎甲1743番地4〒795-0301

０８９３－５９－２９３０

あり（希望に応じて対応）
通勤手当あり（上限10,000円）

特定なし

≪施設名≫

月～金（※土曜日は、不定休）　9：00～16：00

特定非営利活動法人　うちこ工房

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ａ型事業所
障がい者福祉サービス事業所

うちこ工房
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

無

身体、精神、発達、高次脳機能、難病

≪施設名≫

月～金　10：００～１５：００（祝祭日は除く）

特定非営利活動法人ぶうしすてむ

20名

無料

就労継続支援Ａ型事業所

０８９－９２３－５０２０

多機能型事業所　ぶうしすてむ

施設の特色

パソコンを使った業務に特化した事業所で、半数以上の人がテレワークで在宅で
働いています。テレビ会議やチャット、メール、電話などで連絡を取り合って仕
事をしています。
10代から60代までの幅広い年齢の方がいて男女比率はほぼ半々です。
さまざまな障がいのある方が働いているのですが、それぞれが得意な作業を担当
して、苦手なことは他のメンバーが行うようにして助け合いながらチームで仕事
をしています。

作業内容

ホームページの作成・更新（HTML・CSS・PHP・WordPress・Jimdo等）
WEBアクセシビリティ検査業務
写真加工（トリミング・明るさ補正・色補正等）
デジタルトレース（Illustratorを使ったトレース作業）
動画撮影・編集（会社案内・商品紹介・各種セミナー等）
3Dモデリング（3Dプリンターで出力するためのデータ作成）
業務用アプリケーションソフト・スマホアプリの開発
チラシ・ポスター・会報など印刷物の作成、ロゴマーク・イラスト作成
アンケート入力・集計
各種調査業務（インターネットや電話を使った調査）
アノテーション（AIに機械学習させるためのデータ作成）
マニュアルや各種資料作成・文字入力・テープ起こし
パソコン講習会の講師
その他パソコンに関する業務全般

０８９－９２３－５００２

〒790-0821 松山市木屋町３丁目１２－７

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://busystem.jp/ info@busyetm.jp

写真

伊予鉄市内電車本町六丁目　伊予鉄バス本町六丁目　徒歩１分
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

あり

特になし

≪施設名≫

月～金　（9：30～16：00）　※土曜日は月に１回～２回程度開所

社会福祉法人　和泉蓮華会

24名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所

０８９４－２４－２８３３

八幡浜福祉法人　和泉蓮華会
　　八幡浜市障害者施設
　いきいきプチファーム

施設の特色

　農園作業やＥＭ作業（微生物を活用した環境浄化の為の商品製造や堆肥製造）
　加工品製造等、バリエーション豊かな作業を提供すると共に、作業に必要な
　知識及び能力の向上の為に必要な訓練を行います。
　送迎のサービスや昼食のサービスを実施しております。

作業内容

　・加工品製造　（お茶パック）
　・農業　（野菜栽培）無農薬野菜の栽培
　・ＥＭ　（堆肥製造）堆肥とボカシの製造
　・縫製
　・手工芸
　・園芸
　・精米
　・リサイクル品
　・その他受注作業

０８９４－２９－１３１３

〒796-0010 八幡浜市松柏648番地1

https://www.comotec.ne.jp/test_space/izu
mirenge_syougai/www/ puchifarm@atomgroup.jp

八幡浜駅からダイキ方面へ徒歩１０分。ダイキ前の橋を渡って左へ曲がり突き当り。
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

宇和町・真穴町・保内町（50～250円）

身体、知的、精神、発達、高次脳機能、難病（要相談） 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

作業内容

Facebook「あさひみらい」を検索 asahimirai@ma.pikara.ne.jp

写真

JR八幡浜駅からバス10分　バス停（南予地方局八幡浜支局前）すぐ目の前

≪施設名≫

（月～金）9：00～16：00　（日）9：00～12：00（キッチン部のみ）

あさひみらい株式会社

就労継続支援Ｂ型事業所 わくわくみらい館やわたはま

０８９４－２１－３３３３

〒796-0074　 八幡浜市新港435番地1（地方局前）

０８９４－２１－３３３３
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

０８９４－２４－７６５９

mikanjaguchi.theshop.jp(商品専用） hamakko-nakama@me.pikara.ne.jp

八幡浜市立総合病院から徒歩3分

就労継続支援B型事業所浜っ子作業所

施設の特色

障がい者の自立と社会参加を進めるため、障がい者の働く機会の提供と地域で生
活する環境づくり等を図りながら、障がい者と健常者が共生できる社会づくりを
目指しています。
平成19年に法人化して以降平成30年3月までは、地域活動支援センター浜っ子
共同作業所として活動しており、障がい者の居場所としての役割を重視していま
したので、就労継続支援B型事業所ではありますが、ゆったりとした作業内容と
なっています。

作業内容

・リサイクル衣料品回収とリサイクルショップ「浜っ子まんぼう」運営
・アルミ缶回収アルミ缶つぶし作業
・段ボール、新聞紙、雑誌等回収作業
・ゼリー用みかん果汁絞り作業
・柑橘類ドライフルーツ作り作業
・原木乾ししいたけ・きくらげ作り作業
・エコバッグ、マスク等縫製作業
・ふきん縫い作業
・みなっと日曜市、青い鳥マーケット、地方局等販売活動
・シール入れ、歯ブラシ入れ等委託作業

０８９４－２４－７６５９

八幡浜市大平1番耕地2〒796-0003

無料あり・地域によっては委細相談

主に知的

≪施設名≫

月曜日から金曜日まで　※月2回　土曜日又は日曜日に開所　

NPO法人浜の会

20名

無料・障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

　

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

少人数で和気あいあいと作業に取り組んでいます。
毎月、季節の行事や音楽などのレクリエーションもしています。

企業委託作業（アメニティグッズの袋詰めなどの内職作業）・アルミ缶回収など

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

https://aiwaen1001.wixsite.com/aiwaen aiwa-f@aioros.ocn.ne.jp

写真

伊予大洲駅から徒歩約7分

あいわ苑

施設の特色

作業内容

０８９３－２４－４４１７

〒795-0052 大洲市若宮625-4

０８９３－２４－４４１７

あり（無料）

知的

≪施設名≫

月～金（週5日　祝祭日を除く）盆・正月休み　　9：00～15：45

社会福祉法人　肱友会

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

https://www.facebook.com/yumenomori.or.jp yume.tamago@onyxocn.nejp

伊予平野駅から徒歩約20分　/　車　約4分（2.6㎞）

施設の特色

　

　株式会社　夢・たまごは、より高い工賃（給料）の保障と障がい者が働く『就
労』を目的に、平成21年4月に障害者就労継続支援施設として設立。
　夢たまごファクトリーは、夢・たまごの折箱製造部門として、ものづくりの精
神で取り組んでいます。

作業内容

食品容器製造企業とコラボして軽作業と生産ラインの請負事業
　
　高級感ある食品容器の製造（木折箱／発砲資材／高級贈答品そうめん箱／おせち箱）
　仕切り組立て・仕切り糊貼り・加工・梱包作業

無料・障害者総合支援法による
あり（無料）大洲・八幡浜・西予・内子
通勤手当あり（各事業所による）

０８９３－２４－３３６０

会社のカレンダーによる（年末年始、お盆は休み）

株式会社　夢・たまご

身体・知的・精神 30名

０８９４－２３－９３６７

≪施設名≫

株式会社　夢・たまご
夢たまごファクトリー

就労継続支援B型事業所

〒795-0021 大洲市平野町野田乙961番地1
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

０８９３－２５－１６３６

あり（大洲・八幡浜・西予・内子）
その他相談に応じます

（身体・知的・精神・発達）

≪施設名≫

月～金　9：00～16：00（土曜日は暦により開所、日祝休み、年末年始休み）
（※イベント参加の場合、日祝開所の場合もあり）

株式会社 夢・たまご

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所 夢たまごブランチ

施設の特色

作業内容

「施設内就労」ブランチ内でパン・焼き菓子製造
　（成形・袋入れ・シール貼り・外販販売・イベント参加・清掃）
「施設外就労」
・ベーカリー…ブレッド・ラボ（フジグラン・アクトピア大洲1F)
　（パン製造・成形・袋入れ・商品出し・陳列・オーブン補助・清掃）
その他特徴
・事業所内で月に1回　お楽しみ会開催
・大洲・八幡浜市を中心に南予地方にてイベントへ参加しています。
※おおずプレミアムマルシェ・産業フェスタなど

０８９３－２５－１６３６

株式会社 夢・たまごは、障がい者がより高い工賃（給
料）を目指し働く『就労』を目的に、平成21年4月に
障害者就労継続支援施設として設立。
夢たまごブランチはそのフード製造部門として開所。
「手作りだから美味しい！」にこだわった商品づく
り、また各種イベントへの参加にも積極的に取り組ん
でいます。

〒795-0064 大洲市東大洲783番地2

http://www.facebook.com/yumenomori.or.jp m.kubota.yumetamago@gmail.com

伊予大洲駅から徒歩20分　車で約3分（２㎞）ダイレックス横
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

０８９４－６２－２０１１

障がいがあっても何か「しょうや」
個々の能力に応じた作業で、それぞれのやりがいを見つけて働いています。

・お弁当作り、販売
・ブルーベリー栽培
・施設外就労（廃品分別、清掃作業）
・農福連携（草引き、タネ植え、収穫手伝い等）

JR伊予石城駅から徒歩約10分（約0.9㎞）

あい笑

施設の特色

作業内容

０８９４－６２－２０１１

〒797-0027 西予市宇和町小原679

　有（無料）

知的、精神、身体

≪施設名≫

月～日　9:00～1６:00

NPO法人　SHOW－YA

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

月～金（祝日、8/13～15、12/29～1/3は休日）　9：00～16：00

社会福祉法人西予市野城総合福祉協会

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所 就労支援事業所あおぞら

施設の特色

自分たちが作った製品を自分たちのお店でも販売しています。

日頃の活動がより充実し、やりがいにも繋がるようサポートしていきたいと考え

ています。

他事業所の見学や勉強会等への参加、また、弊所の見学・実習の受け入れなど積

極的に行っています。

作業内容

・野菜苗や花苗の生産・販売

・野菜の栽培・販売

・お弁当つくり（食材盛り付け、お弁当配達）

・委託作業（剪定、除草、内職、ゴルフボール拾い、トイレ清掃）

・施設外支援（職場実習）

０８９４－７２－０８２６

〒797-1212 西予市野村町野村8号479番地１

知的、精神

０８９４－７２－３４６７

http://noshiro-f.jp/publics/index/52/ nsf-aozora@ca.pikara.ne.jp

松山自動車道西予宇和ＩＣから約20分／宇和島バス野村出張所から徒歩10分

あり（無料）
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

↑圃場での作業風景

障害者総合支援法による

〒797-0016 西予市宇和町神領534番地

　　　　　　有り stnumuf6217@ma.pikara.ne.jp

宇和島自動車　野田口バス停より徒歩10分

就労継続支援Ｂ型事業所

施設の特色

　利用される方お一人お一人の気持ちにより添い、それぞれが主役となる為に、
様々な作業を提供しています。また、挑戦する気持ちや自信に繋がるよう、作業
内容（負担の度合いや難度）によって、工賃に差を付けたり、配置場所の工夫
（事業所内での作業or施設外支援or施設外就労）を行っています。
　今年度より、西予市三瓶町にオープンした「地域共生型交流拠点施設 なごみか
ん」を当法人が指定管理を受け、いっとき館が運営を行っていくことになりまし
た。この施設は、だれもが気軽に立ち寄り交流を図る場所として、また高齢者や
障がい者が主体的に働ける場所として誕生しました。いっとき館利用者はパンの
製造、販売の接客などに携わって頂いています。

作業内容

　　　　↑なごみパン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑なごみかん全景

・農業（学校給食センターへの作物納入）・洗車（市長公用車）・ゴミ回収（法人内施設
及び西予市委託ふれあい収集事業）・西予市民病院コンビニ経営・喫茶店での接客業務・
高齢者施設での清掃業務・なごみかん運営（接客、パン製造）・自動車整備工場での補助
業務

０８９４－６２－０４７１

いっとき館

就労継続支援（B型）事業所

↑市長公用車洗車の様子

０８９４－６２－５３４５

　　　　　　　有り

　　　　　　　　　　　　知的障害者

≪施設名≫

　　　　　　　12月31日～1月3日以外　9：00～17：00

　　　　　　　　　　社会福祉法人　西予総合福祉会

20名
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

https://peraichi.com/landing_pages/vie
w/uchikokoubou

utikocoubo-2@cnw.ne.jp

ＪＲ五十崎駅より徒歩10分程度・ＪＲ内子駅より徒歩12分程度

施設の特色

作業内容

食品加工　（梱包作業）

製品を出荷するために、ダンボールの組み立てや食品表示ラベルに賞味期限のス
タンプを押して袋に貼る作業があります。他の事業で出来上がった製品の出荷準
備や管理のお仕事もあります。

製品の出荷準備の作業は、細分化した工程にしていきます。細分化することで得
意なコト苦手なコトが分かりやすくなり課題解決に向けて取り組むことができま
す。

障害者総合支援法による あり（希望に応じて対応）

「重度化したら・・・」「二次障害が出たら・・・」障がいをお持ちの方の悩
み。長期間休職や障がいの程度などで一般就労が困難と判断した方が利用してい
ます。
今ある能力を有効に発揮して再起をかける就労専門塾だと思ってください。

０８９３－５９－２９２９

月～金（※土曜日は、不定休）　9：00～16：00

特定非営利活動法人　うちこ工房

特定なし 20名

０８９３－５９－２９３０

≪施設名≫

障がい者福祉サービス事業所
うちこ工房

就労継続支援Ｂ型事業所

〒795-0301 喜多郡内子町五十崎甲1743番地4
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

有り(無料)

区分なし 20 名

障害者総合支援法による

施設の特色

障害者年金のみの収入でも自活出来るよう支援。
具体的には、
①月平均工賃40,000円以上の確保
②おいしい昼食サービスの無料提供(寄付金その他で賄う)
③格安良質な住まいの提供
　(4棟13人の寮有り。現在寮母さんに利用者3人利用中)
④他に福利厚生として、卓球部(卓球台3台)、釣りクラブ(プレジャーボート
　24F 10人乗り使用)、カラオケクラブ、将棋クラブ等々、活発に行っている。

作業内容

・食堂運営(令和2年11月スタート)
・清掃、草刈り
・農作業
　等々

npooozu1218@yahoo.co.jp

伊予銀行大洲支店2軒隣

≪施設名≫

月〜金　9:00〜16:00

特定非営利活動法人ノーマライゼーションサポートおおず

就労継続支援Ｂ型事業所 サポート作業所

０８９３－２４－３６４０

〒795-0054 大洲市中村山根609番地

０８９３－２３－９２２３

【寮 外観】 【プレジャーボート 24F】

16



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

月～金　　　9：00～16：00　　　年末年始は休み

一般社団法人　愛媛県ネットワーク協会

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所
就労継続支援B型事業所

つくる

施設の特色

　
「つくる」は、ログハウスの温かみのある建物が目印。
落ち着いた雰囲気の中で仕事をしています。
一人一人の力を十分に発揮して頂けるよう支援をしています。

作業内容

・クラッカー製造（一つづつ組み立てます）
・解体
・古着の回収
・農作業（農家さん宅や農協のハウスで農作業をします）
・歯間ブラシ
・真珠（アコヤ貝の真珠を使用してネックレスや指輪等を作ります。
（道の駅等でガチャポンとして販売されています）

０８９４－８９－１９２２

〒797-0013 西予市宇和町稲生３８番地２

知的　　精神　　

０８９４－８９－１９３３

tsukuru@mg.pikara.ne.jp

西予宇和インターチェンジ降りてすぐ。２階建てのログハウスが目印。

有り（要相談）

1 F

仲間をつくる はたらく喜びをつくる 将来の夢をつくる
いろんな『つくる』を一緒につくりましょう
あなたの『つくる』を応援します

真珠作業 クラッカー作り 農作業
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

就労継続支援Ｂ型事業所

０８９３－２３－９３４７

ほうしこ作業所

〒791-3310 喜多郡内子町城廻613-1

０８９３－２３－９３４７

月～金　9:00～16:00

一般社団法人うちこ就労支援福祉会

身体・知的・精神　等 20名

障害者総合支援法による

施設の特色

作業内容

　私たちは利用者の方々に合った働き方と暮らし方を一緒につくっていきます。

　一人ひとりの個性や能力を活かせるように、いろいろな作業に取り組んでいま
す。特に自然との関わりを大切にしています。
　施設内作業として【門松用に若松の整形】【みかんの房分け】【高級割り箸の
検品】【ポット苗づくり】【画用紙の袋詰め】等があります。
　施設外就労として【本芳我邸庭園の管理】【高昌寺境内の清掃】【農家のお手
伝い】【小田深山観光地の清掃】【菌床シイタケの袋詰】等があります。
　月に一回程度、図書館で読書会を開いたり、町並み散策を楽しんでおります。

なし

あり（無料）片道２０分程度

伊予鉄バス　松山～八幡浜・三崎特急線　岡町　下車　徒歩３分

hoshiko.uchiko@gmail.com

お
寺
の
境
内
は
落
ち
葉
が

い
っ
ぱ
い
で
す
。

割
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し
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

　

     クラッカー作業        　　 農作業風景

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

レインボーアグリ作業所 クリスマス会後の記念撮影

≪施設名≫

日～土（８：００～１６：００）（年末年始は休み）

株式会社野村福祉園

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所

０８９－９０３－１３３７

レインボーアグリ

施設の特色

作業内容

０７０－５６８２－４７５６

百品村に関わる施設外就労・施設外支援・・・ねぎ育苗～収穫～出荷までの全作業

アグリ作業所・・・クラッカー作業　清掃作業　新聞加工　野菜栽培（夏場）　　　　

〒797-1212

身体、知的、精神、自立支援医療者、難病指定者等

西予市野村町野村6-23-1　　　

レインボーアグリ作業所は、百品村に関わる施設外就労と施設外支援を利用する
ことで、平均工賃5万円を超す作業所となっています。現在の登録利用者35名
で、年齢は18歳～80歳の方が利用されています。

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし info100pin@ma.pikara.ne.jp

写真

宇和島バス野村営業所下車　徒歩15分

原則なし（一部送迎あり）
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

*宇和運動公園トイレ清掃 *クラッカー袋詰め作業

*ふれあい収集事業 *割り箸検品作業

*丸市環境開発での分別作業

*宇和文化会館清掃

*アルミ缶・スチール缶の回収整理

*宇和ひまわりの郷精米所の清掃作業・管理

*おがた蒲鉾パッケージシール張り作業

*オリジナル製品の製作

　（雑巾・牛乳パック使用の椅子・廃油石鹸等）

*畑作業・寄せ植え鉢栽培

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

なし uwahimawarinosato@galaxy.ocn.ne.jp

予讃線上宇和駅下車　徒歩20分　　　宇和島バス永長口下車　徒歩15分

宇和ひまわりの郷

施設の特色

宇和ひまわりの郷は県立宇和特別支援学校に隣接し、多機能型事業所（生活介護
事業・就労継続支援B型事業）として活動をしています。就労継続支援Ｂ型事業
所では屋外活動が主の〈あおぞら工房〉屋内作業が主の〈かがやき工房〉に分か
れ作業をします。園内での作業の他、西予市よりの委託作業として、宇和運動公
園のトイレ清掃・ふれあい収集事業も行っております。現在、両事業で利用者
27名が、毎日笑顔で過ごせるよう頑張っています。

作業内容

０８９４－６２－３９９８

〒797-0029 西予市宇和町永長1371番地

０８９４－６２－３９４４

有り

特定なし

≪施設名≫

月～金　9：30～16：00　　*月2回程度土曜日開所

社会福祉法人ひまわり育成会

14名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセツ

０８９４－６２－２９４９

有

身体・知的・精神

≪施設名≫

月・火・水・金・土（※都合により休日の開所もあり）9：00～15：３０

NPO法人ハーモニーきらら

20名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所 就労継続支援B型事業所　虹

施設の特色

家庭的な雰囲気の中にも厳しく利用者さんに接し、地域での暮らしに生活できる
よう支援しています。それぞれの個性を大切に、持っている以上の力を発揮でき
るよう環境を整えて支援していきます。

作業内容

・企業委託作業：お弁当箱の仕切り組み、商品パッケージのシール貼り等
・アルミ缶回収
・農業
・清掃作業：草引き、お墓掃除・自主製品制作作業：布巾縫い、ペン立て作り等
〔カフェきらら〕
・カフェの接客作業
〔お菓子な家〕
・お菓子の製造、梱包、販売、配達

０８９４－６２－２９４９

〒797-0013 西予市宇和町稲生35番地

無し npokirara@yahoo.co.jp

〔きらら〕西予インター降りて、野村方面へ１００メートル程
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住　所

xaF☎

開所日

運　営

員　定象対援支

迎　送料用利

liam-ＥＰＨ

アクセス

≪施設名≫

就労継続支援Ｂ型事業所 Ｓａ．おいでや

〒795-0071        　　大洲市新谷乙１５７３－１

月～金（９：００～１５：３０）　※　都合により休日の開所もあり）

社会福祉法人　宗友福祉会

名０２他達発・病難・神精・的知・体身

施設の特色

　
　　様々な障害や難病等のため、一般就労やA型作業所での就労が困難な方や、
　過去に一般就労やＡ型・Ｂ型作業所を経験したことは有るが、色々な理由に
　よって就労や通所が困難になられた方が、とりあえずはＢ型作業所からやり
　直したい、初めての就労を経験したいとお考えの方達のために、内子町五十
　崎で営業を開始したＢ型作業所『Sa. おいでや内子』と連携して、就労に向
　けた支援を提供いたします。

　　～Sa.おいでやでは『働きたい』を応援いたします～

作業内容

　
　１．受託内職作業
　　①　アメニティグッズの選別、袋入、シーラー処理等
　　②　バーコードシール等の貼付及び検針と梱包等
　　③　用意された箱へのビニールひも通し
　　➃　クラッカーの袋入、梱包等
　　⑤　その他、業者から随時に委託された内職作業
　２．『Sa.おいでや』独自の事業
　　①　抹茶、ほうじ茶、きな粉、塩味の大福の製造と販売

障害者総合支援法による 大洲市及び周辺市町村が対象
（内子、五十崎・大洲・肱川・長浜・八幡浜等）

なし  sa.oideya@soyou.or.jp

 ＪＲ内山線の新谷駅を下車、内子町に向かって徒歩で１０分
 国道56号線（松山より大洲へ向って）

０８９３－５７－６６０８ ０８９３－５７－６６０９
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住　所

xaF☎

開所日

運　営

員　定象対援支

迎　送料用利

liam-ＥＰＨ

アクセス

なし  sa.oideya@soyou.or.jp

 ＪＲ内山線　五十崎駅を下車して徒歩で5分
 国道56号線五十崎駅前信号を左折、高速道路下を通過したら目前（松山より大洲へ向って）

Ｓａ．おいでや内子

施設の特色

　
　　様々な障害や難病等のため、一般就労やA型作業所での就労が困難な方や、
　過去に一般就労やＡ型・Ｂ型作業所を経験したことは有るが、色々な理由に
　よって就労や通所が困難になられた方が、とりあえずはＢ型作業所からやり
　直したい、初めての就労を経験したいとお考えの方達のために、大洲市新谷
　で営業しているＢ型作業所『Sa. おいでや』と連携して、就労に向けた支援
　を提供いたします。

　　～Sa.おいでや内子では『働きたい』を応援いたします～

作業内容

就労継続支援Ｂ型事業所

　１．施設外就労
　　①　ハウスで栽培されているネギの収穫・計量・袋入等
　　②　金融機関より委託された無人契約施設の清掃・管理等
　２．受託内職作業
　　①　製品収納箱へのバーコードシールの貼付
　　②　縫製製品の袋入、バーコードシール等の貼付及び検針と梱包等
　　③　缶詰やジュースに加工する柑橘類の皮むき作業
　　➃　廃棄処分するアルミ箔と紙を分別して袋入作業
　３．『Sa.おいでや』独自の事業
　　①　菌床椎茸の生産を、菌床ブロックの培養から栽培、包装、出荷等
　　②　キャラクターのアイロンビーズ作品作成
　　③　干支の土鈴の制作と販売
　　➃　大洲和紙を活用した貼り絵の制作と販売

大洲市及び周辺市町村が対象
（内子、五十崎・大洲・肱川・長浜・八幡浜等）

身体・知的・精神・難病・発達他

≪施設名≫

月～金（９：００～１５：３０）　※　都合により休日の開所もあり）

社会福祉法人　宗友福祉会

２０名

障害者総合支援法による

〒795-0301        　　  喜多郡内子町五十崎甲１９２５番地

０８９３－２３－９９７１ ０８９３－２３－９９７３
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住　所

xaF☎

開所日

運　営

員　定象対援支

迎　送料用利

liam-ＥＰＨ

アクセス

有り（応相談）

身体、知的、精神

≪施設名≫

月～金　９：００～１６：００

社会福祉法人　伊方福祉会

１５名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所
障害福祉サービス事業所

ワークいかた

施設の特色
静かで落ち着いた環境で利用でき自立に向けた訓練を行い一般企業では雇用が難
しい方に就労の場として支援を行います。無料送迎や昼食の提供などで利用しや
すい環境となっています。能力のある方には一般就労も可能です。

作業内容

印刷に係わるデザイン、印刷、仕上げ作業等
衛生用品の組み立て（検査梱包、自動機による包装、印字作業など）
つわぶきを使った和紙の生産（原料採取、加工、紙漉、製品仕上げなど）
海産物の加工
その他　委託作業等

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし work-ikata01@me.pikara.ne.jp

写真

伊予鉄九町バス停より徒歩１０分　　八幡浜市より車で約30分

０８９４－３９－１０６００８９４－３９－１０１０

〒796-0421              西宇和郡伊方町九町6-840-1
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

０８９－９２３－５０２０

http://busystem.jp/ info@busyetm.jp

伊予鉄市内電車本町六丁目　伊予鉄バス本町六丁目　徒歩１分

多機能型事業所　ぶうしすてむ

施設の特色

パソコンを使った業務に特化した事業所で、半数以上の人がテレワークで在宅で
働いています。テレビ会議やチャット、メール、電話などで連絡を取り合って仕
事をしています。
10代から60代までの幅広い年齢の方がいて男女比率はほぼ半々です。
さまざまな障がいのある方が働いているのですが、それぞれが得意な作業を担当
して、苦手なことは他のメンバーが行うようにして助け合いながらチームで仕事
をしています。
利用日数や利用時間は体調や障がいの特性などによって、それぞれ自分のペース
で無理なく仕事ができるように個別に相談して決めています。

作業内容

WEBアクセシビリティ検査業務
写真加工（トリミング・明るさ補正・色補正等）
デジタルトレース（Illustratorを使ったトレース作業）
動画撮影・編集（会社案内・商品紹介・各種セミナー等）
チラシ・ポスター・会報など印刷物の作成、ロゴマーク・イラスト作成
CAD（建築・機械・造船）
アンケート入力・集計
各種調査業務（インターネットや電話を使った調査）
アノテーション（AIに機械学習させるためのデータ作成）
マニュアルや各種資料作成・文字入力・テープ起こし

０８９－９２３－５００２

〒790-0821 松山市木屋町３丁目１２－７

無

身体、精神、発達、高次脳機能、難病

≪施設名≫

月～金　10：００～１５：００（祝祭日は除く）

特定非営利活動法人ぶうしすてむ

10名

障害者総合支援法による

就労継続支援Ｂ型事業所

25



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

障がい者福祉サービス事業所
うちこ工房

就労移行支援事業所

〒795-0301 喜多郡内子町五十崎甲1743番地4

０８９３－５９－２９２９

月～金　（※土曜日は、不定休）　9:00～16:00

特定非営利活動法人　うちこ工房

特定なし 10名

０８９３－５９－２９３０

施設の特色

作業内容

食品加工　（流れ作業）

流れ作業の主な順路は、製品を計量して、包装機にて袋詰めします。その後製品
に異物がないか確認したり金属探知機で調べるまでの作業になります。
また、社会性や障がいなどに応じて材料仕込み作業、作業取り組み準備など協力
性の向上を目指した内容です。

障害者総合支援法による あり（希望に応じて対応）

事業所内で社会経験を得てから、さまざまな企業実習などで適性にあった仕事を
みつけ巣立つ支援を行います。2年以内の期限がありますが、進路希望が決まる
と卒業できる就労専門学校だと思ってください。

https://peraichi.com/landing_pages/vie
w/uchikokoubou

utikocoubo-2@cnw.ne.jp

ＪＲ五十崎駅より徒歩10分程度・ＪＲ内子駅より徒歩12分程度
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

有　無料　宇和島、内子、八幡浜、西予

特定なし

≪施設名≫

日曜日、祝祭日以外　9:00～16:00

一般社団法人夢ノ杜福祉会

20名

障害者総合支援法による

就労移行支援事業所

０８９３－２４－３４８０

就労移行支援事業所ミライズ
MeRise!

施設の特色

作業内容

０８９３－２４－３４７０

■大洲駅前に就労移行支援事業所ミライズMeRise!を開設いたしました。
　Me＋Rise!で『自らを高める』我々は、そのお手伝いをさせていただき、それ
ぞれの未来図を一緒に完成させていきます。
本格的な職業訓練型の就労移行支援事業所の開設は南予で初めてです。

　ミライズでは、パソコンの入
力訓練やビジネスマナー講座、
グループワーク、グループディ
スカッション、企業施設実習な
ど、利用者様それぞれに合わせ
た内容でサポートいたします。

■ミライズは送迎もいたしま
す！
　南予全域を対象とした事業所
のため、内子駅、宇和島駅、八
幡浜駅、道の駅みま、卯之町駅
から送迎予定です。
　また、JR大洲駅より徒歩2分
の場所にあり、非常に通いやす
い環境となっています。（※そ
の他の地域、送迎場所などにつ
きましては、随時ご相談に応じ
ます。）

〒795-0054 大洲市中村238番地1

www.facebook.com/yumenomori.or.jp nishikawa.yumetamago@gmail.com

JR大洲駅より徒歩2分。

「就労移行南予で力に」2020年4月26日付愛媛新聞

掲載許可番号：ｄ20200914-05
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住　所

xaF☎

開所日

運　営

員　定象対援支

迎　送料用利

liam-ＥＰＨ

アクセス

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし work-ikata01@me.pikara.ne.jp

写真

伊予鉄九町バス停より徒歩１０分　　八幡浜市より車で約30分

障害福祉サービス事業所
ワークいかた

施設の特色

就労に必要な知識や能力等を向上させる為の訓練を行います。また、自分に合っ
た職種が見つかるよう情報提供などにも努め、企業への見学、実習等に参加でき
るように日々、支援を行っています。静かな環境で落ち着いて利用でき無料送迎
もあり利用しやすい環境です。

作業内容

印刷に係わるデザイン、印刷、仕上げ作業等
衛生用品の組み立て（検査、自動機による包装、印字作業など）
つわぶきを使った和紙の生産（原料採取、加工、紙漉、製品仕上げなど）
民間事業者での作業実習（エアコンメンテナンスなど年数回）
その他　委託作業等

有り（応相談）

身体、知的、精神

≪施設名≫

月～金　９：００～１６：００

社会福祉法人　伊方福祉会

６名

障害者総合支援法による

就労移行支援事業所

０８９４－３９－１０６００８９４－３９－１０１０

〒796-0421              西宇和郡伊方町九町6-840-1
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

レクリエーションや創作活動などの活動から
木工作業、アルミ缶作業まで
入浴介助　買い物支援等

大洲市東大洲407番地

月～金（祝日開所）　9：30～15：30

ＮＰＯ法人　歩

〒795－0064

≪施設名≫

ＮＰＯ法人　歩
障害者生活介護事業所　あゆむ苑

生活介護事業所

20名

０８９３－５７－６８５５

バス停「若宮口」から徒歩2分

施設の特色
やりがいや楽しみを持てる活動の提供を行います。
小規模で落ち着いた雰囲気の中一人ひとりの想いを大切にしながら支援を行いま
す。

サービスの内容

有（要相談）

０９０－２８２９－８０３３

知的障がい

無料・障害者総合支援法による

無 ayumu-ikiiki@lime.ocn.ne.jp

〇総合福祉センター

〇歩

〇あゆむ苑

〇メガネの三城

国道56号線
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

施設の特色
　豊かな自然環境のもと、利用者の方一人一人がいきいきとした社会生活を送る
　ことができるよう、「安心、安全、清潔、健康、快適な暮らしの支援」を行って
　おります。

サービスの内容

八幡浜市、西予市、伊方町、大洲市

０８９４－２９－１３１３

知的、身体、精神、医療的ケア

障害者総合支援法による

https://www.comotec.ne.jp/test_space
/izumirenge_syougai/www/

puchifarm@atomgroup.jp

八幡浜駅からダイキ方面へ徒歩１０分。ダイキ前の橋を渡って左へ曲がり突き当り。

≪施設名≫

八幡浜福祉法人　和泉蓮華会
　　八幡浜市障害者施設
　いきいきプチファーム

生活介護事業所

16名

０８９４－２４－２８３３

〒796-0010

自立した日常生活が出来るように、食事、入浴、排せつなどの支援を行います。
また、集団による創作活動や月2回、理学療法士または作業療法士による機能
訓練を行い、身体機能または生活能力の向上を図り、地域生活の意向を支援します。

八幡浜市松柏648番地1

月曜日～土曜日まで（土曜日は月２回程度）、年末年始（12月29日から1月3日）及び国民の祝日を除く

社会福祉法人　和泉蓮華会
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

施設の特色 障がいの程度に合わせた福祉的就労ができる生活介護事業所『チャレンジド・ラボ』

サービスの内容

大洲市、西予市、八幡浜市、内子町
（要相談）

０８９３－５７－６０７７

障がい区分3以上（障害の種類問わず）

無料・障害者総合支援法による

www.facebook.com/yumenomori.or.jp yume.no.mori.lab@gmail.com

徒歩で伊予大洲駅より西へ5分　車で大洲インターチェンジから5km。
※立体駐車場有

≪施設名≫

生活介護事業所

20名

０８９３－５７－６０７８

〒795－0054

楽しい一日を過ごしていただけるよう、送迎・食事・運動、音楽など多彩な楽しい
サービスメニューを選ぶことができます。また、季節に応じた行事や社会体験活動は
特に楽しみな活動です。

大洲市中村246-1　アクトピア大洲6Ｆ

月～金　9：30～16：30

一般社団法人　夢ノ杜福祉会

アクトピア大洲

ピュアチョコ作り チョコレート商品

販 売
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

西予市宇和町永長１３７１番地

社会福祉法人　ひまわり育成会

特定なし

〒797-0029

施設の特色

　　有り障害者総合支援法による

宇和ひまわりの郷は県立宇和特別支援学校に隣接し、多機能型事業所（生活介護事
業・就労継続支援Ｂ型事業）として活動しています。生活介護事業所は〈すまいる工
房〉として、アルミ缶・スチール缶の回収整理とクラッカー袋詰め作業を中心とした
作業と週に1回余暇活動を行い、毎日笑顔で過ごせるよう頑張っています。

uwahimawarinosato@galaxy.ocn.ne.jp

予讃線上宇和駅下車　徒歩２０分　　　　宇和島バス永長口下車　徒歩１５分

６名

※アルミ缶・スチール缶の回収整理
※ふれあい収集事業
※明石精米所の清掃作業・管理
※クラッカー袋詰め作業
※情報誌折り・配布
※クッキー作り（即売時）
※畑作業

サービスの内容

≪施設名≫

宇和ひまわりの郷生活介護事業所

月～金　　９：３０～１６：００

０８９４－６２－３９９８ ０８９４－６２－３９４４
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

施設の特色

利用者の希望を聞き、選択の機会を多く持つことで、生活の中に張りと潤いを与
え、充実した生活が送れるように取り組んでいます。お互いの価値や役割を認め
ながら、生産活動や創作活動、機能訓練等様々な活動を行い、基本的な生活リズ
ムを作り、健康維持を図る。

サービスの内容

有り（要相談）

０８９４－６２－５５００

知的障害・精神障害・身体障害

無料・障害者総合支援法による

http://www.seiyofukushi.com kibou5500@me.pikara.ne.jp

JR卯之町駅から徒歩2ｋｍ

≪施設名≫

障害者支援施設　希望の森生活介護事業所

50名

０８９４－６５－５５０７

〒797-0022

生活支援、生産活動、創作的活動、機能訓練等

西予市宇和町小野田1295

平成23年4月1日

西予総合福祉会
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

障害者支援施設　松葉学園生活介護事業所

愛媛県西予市宇和町神領534〒797-0016

０８９４－６２－０４７１ ０８９４－６２－５３４５

　月～金（祝日及び12月29日～1月3日を除く）　9:00～17:00

　社会福祉法人　西予総合福祉会

身体、知的、精神（主たる対象者　知的障害者） 47名

施設の特色
「共に考え共に生きる」という理念のもと、様々な活動の機会を提供し、日中の
時間を有意義に過ごしていただけるようサポートします。

サービスの内容

空き缶班、創作班（クラッカー　アート、紙粘土等）、木工班の生産活動、
歩行、3B体操、ソトレッチ、おやつ作り、調理教室、読書、園芸、アート、
プール、書道、散策ドライブ、カフェ、買い物、カラオケ、映画鑑賞、ミュー
ジックケア等のレクリエーション活動に取り組んでいます。

障害者総合支援法による 送迎有（大洲　八幡浜　宇和島　西予市）

http://www.seiyofukushi.com stnumu6217@ma.pikara.ne.jp

JR卯之町駅より車で3分　西予ICより車で5分　宇和島自動車野田口バス停留所より徒歩4分
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

施設の特色
野外リハビリ運動場があり、四季折々の活動を行っている。また、日中活動では
1日3種類の活動プログラムを準備し、利用者の希望に沿った活動を提供してい
る。

サービスの内容

送迎実施地域：大洲（旧河辺村を除く）
　　　　　　　内子（旧小田町を除く）

０８９３－２６－１２１６

身体障害者

障害者総合支援法による

http://www.ecomnet.or.jp/~ohzuhome ohzuhome@ecomnet.or.jp

JR予讃線春賀駅下車 徒歩10～15分

≪施設名≫

障害者支援施設 大洲ホーム生活介護事業所

47名

０８９３－２６－１２１７

〒795-0046

食事・入浴・排泄の介護の他に、日中活動（創作活動や各種体操、生花、ストー
ンアート教室、俳句勉強会など）を実施している。またリハビリ担当職員（理学
療法士）によるリハビリも実施している。

大洲市春賀甲1688番地

月～土曜日　9：00～16：30

社会福祉法人 三善会
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

入浴・排泄・食事の介助等、創作活動又は生産活動の機会の提供を行います。

大洲市市木１２１５

年中無休　8:30～17:00

社会福祉法人　大洲育成園

〒795-0062

≪施設名≫

大洲育成園生活介護事業所

61名

０８９３－２５－５１５０

松山自動車道　大洲ＩＣより車で５分

施設の特色
地域の知的障がいのある人たちのニーズに対応した福祉サービス事業を展開し、
利用者の人としての尊厳を第一に、地域と共に歩む施設経営を行っています。

サービスの内容

なし

０８９３－２５－５２５１

知的障がい者

障害者総合支援法による

https://oozu-ikuseien.or.jp/ ozu-ikuseien@ec1.technowave.ne.jp
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

【日中活動】
　● レクリエーション、ミュージック・ケア、クラブ活動、作業活動の機会を提供します。
【生活支援】
　● 適切な技術をもって、自立支援・日常生活の充実のための介護等を提供します。
　● 楽しい食事の提供、快適な入浴、施設内の清潔・整頓
【健康管理】
　● 嘱託医他、関係医療機関と連携を取って、健康保持のために必要な支援を行います。
【その他】
　● 誕生会、バイキング、親子遠足、夜市・盆踊り大会、クリスマス演芸会等のイベントを実施します。

大洲市市木１００５番地１

● 生活介護サービス　　　月～金　９：００～１７：００（祝日、年末年始除く）
● 施設入所支援サービス　毎日　　終日

大洲市

〒795-0062

≪施設名≫

障害者支援施設 大洲市立大洲学園生活介護事業所

４０名（成人部）

０８９３－２５－４８５６

● タクシー　ＪＲ伊予大洲駅から約３．２km（所要時間１０分）
● 自家用車　松山自動車道　大洲ＩＣから約２km（所要時間５分）

施設の特色

● 自立と社会経済活動への参加を促進するため、利用者の保護と自立に必要な支援を適切に行います。
● 利用者の意思と人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。
● できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。
● 児・者併設の施設であり、児童部は、障害児入所施設 大洲市立大洲学園として運営（定員３０名）。

サービスの内容

なし

０８９３－２５－２０２５

知的

障害者総合支援法による

http://www.city.ozu.ehime.jp/ oozugakuen@city.ozu.ehime.jp

37



住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

旅行 軽作業 機能訓練

バレーボール大会 クリスマス 交流会

ソフトボール大会 家族ふれあい行事 輪投げ

障害者支援施設
野村育成園

生活介護事業所

≪施設名≫

野村町野村8号479番地1〒797-1212

０８９４－７２－０８２６ ０８９４－７２－３４６７

社会福祉法人西予市野城総合福祉協会

知的障がい者

施設の特色

サービスの内容

・定員　80名
・営業日：月曜日～金曜日
　　　　（12月29日～1月3日までを除く、行事等により土日営業あり）
・営業時間：午前9時～午後5時

・常時介護を要する障害者に対して、入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又
は生産的活動の機会を提供。

地域の中で「自分らしく」暮らせる社会を、制度化されたサービスや地域資源と連携しな
がら取り組んでいきます。障害者総合支援法によって示された「意思決定支援」において
も、「どんなに重い障害のある方も意思がある」事を大原則とし、本人の意思が尊重され
る暮らしを提供していきます。

http://noshiro-f.jp/ noiku@me.pikara.ne.jp

宇和島バス 卯之町〜野村線、慈眼堂口下車。徒歩5分。
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

＜作業＞農園芸・リサイクル（アルミ缶潰し）・外注（クラッカー）・版画（ど
ろんこの詩）
＜機能訓練＞園内歩行・園外歩行・ミュージックケア・ストレッチ体操
＜レクリエーション＞園行事・外食、買い物・外出（寮外出・個別外出）・旅行
（日帰り・1泊旅行・２泊旅行）

西予市野村町野村16-448

月曜日～金曜日　９：００～１７：００

社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会

〒797-1212

≪施設名≫

指定障害者支援施設　野村学園生活介護事業所

４０名

０８９４－７２－０４８２

路線バス（宇和島自動車）利用、野村ダムバス停で下車。徒歩で約20分。

施設の特色
自然豊かな野村ダム湖畔に建つ、赤い三角屋根が目印の施設です。
家庭的な雰囲気を重視し、利用者さんが安心・安全に楽しく生活していただける
環境作りを心がけています。各寮毎に浴室があり、毎日入浴を実施しています。

サービスの内容

無

０８９４－７２－０４４８

知的障害者

障害者総合支援法による

http://www.noshiro-f.jp/nogaku/ nogaku@mf.pikara.ne.jp

アルミ缶作業

機能訓練

農園芸作業
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住　所

xaF☎

開所日

運　営

員　定象対援支

迎　送料用利

liam-ＥＰＨ

アクセス

有り（応相談）

身体、知的、精神

≪施設名≫

月～金　９：００～１６：００

社会福祉法人　伊方福祉会

９名

障害者総合支援法による

生活介護事業所
障害福祉サービス事業所

ワークいかた

施設の特色

健康、体力維持のための機能回復訓練及び健康チェックを行います。また、レク
リエーションや創作活動も行います。
静かで落ち着いた環境で、自分の能力に合った軽作業を行い、作業内容に応じた
工賃を支給します。

作業内容

印刷に係わるデザイン、印刷、仕上げ作業等
衛生用品の組み立て（検査梱包、自動機による包装、印字作業など）
つわぶきを使った和紙の生産（原料採取、加工、紙漉、製品仕上げなど）
海産物の加工
その他　委託作業等

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

なし work-ikata01@me.pikara.ne.jp

写真

伊予鉄九町バス停より徒歩１０分　　八幡浜市より車で約30分

０８９４－３９－１０６００８９４－３９－１０１０

〒796-0421              西宇和郡伊方町九町6-840-1
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住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

≪施設名≫

グループホームあいわグループホーム

大洲市若宮６２５番地４〒795-0052

０８９３－２４－４４１７

　グループホームあいわ　定員４名　大洲市平野町

施設の特色

https://aiwaen1001.wixsite.com/aiwaen/

少人数で和気あいあいと生活を送っています。
利用者様ひとりひとりが安心して暮らせるように職員が適切かつ効果的に支援を
行います。

サービスの内容

aiwa-f@aioros.ocn.ne.jp

０８９３－２４－４４１７

社会福祉法人肱友会

知的

伊予平野駅より車で５分
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住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

個室

≪施設名≫

いのう家グループホーム

西予市宇和町稲生509番地〒797-0027

定員　6名
全個室、
各室エアコン、収納付き、

施設の特色
　利用料　50,000円/月
（家賃20,000円、食費20,000円、光熱水費9,000円、日用品費1,000円）

サービスの内容

０８９４－８９－２６０３

NPO法人　SHOW－YA

知的、精神

　　　　　　　　　　　食堂、リビング

西予ICより1㎞、どんぶり館より徒歩5分
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住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

開設日 定　員

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

野城ふれあい館　　　きぼうホーム　

サービスの内容

nsf-gh@ca.pikara.ne.jp

０８９４－８９－４１６５

社会福祉法人西予市野城総合福祉協会

知的障がい者の方を対象としたグループホーム(共同生活援助事業)

宇和島バス卯之町〜野村線、野村営業所下車。徒歩5分。

０８９４－８９－４１６６

施設の特色

http://noshiro-f.jp/

共同生活援助（グループホーム）＜介護サービス包括型＞定員合計23名
障がいのある利用者さんが共同して、自立した日常生活や社会生活を楽しみながら営むこ
とができるよう、利用者さんの意思を尊重し地域行事等への外出やスポーツ大会への参加
など、地域や家族との結び付きを重視した支援を行っています。

 平成27年
４月

 平成23年
１０月

 平成17年
４月

≪施設名≫

共同生活事業所かぜグループホーム

野村町野村１２号４４６番地〒797-1212

 平成17年
７月

 平成19年
１１月

ホーム名

き ぼ うホーム

はるかぜホーム

そよかぜホーム

男性４名

女性４名

男性４名

男性５名
女性２名

場　所

「野城ふれあい館」２階西側

「野村ツーリスト」さんの 2、3階

「かしはな」さんの２階

「野城ふれあい館」第2駐車場奥

 宇和島自動車 野村営業所裏

はるかぜホーム そよかぜホーム 　すずかぜホーム

男性４名

野村町内に
５つある
グループ
ホームの
紹介です！

すずかぜホーム

　あさかぜホーム
（平成30年4月新築移転）

あさかぜホーム
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住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

サービスの内容

npo-start@itkeeper.ne.jp

０８９３－２４－０３０８

　ＮＰＯ法人すたぁと

　精神障がい

　JR伊予大洲駅より徒歩５分。

０８９３－２４－０３０８

施設の特色

　無

　②グループホームのぞみ405　　　　　　　　　　　　　　 定員：女性2名

≪施設名≫

グループホームのぞみグループホーム

大洲市柚木１０３０番５〒795-0011

　大洲市の中心部にあり、とても便利な環境で生活できます。（要保証人）

　利用料（月額）…家賃２５，０００円。光熱水費７，５００円（使用量に

　地域の方、関係機関の方にも協力してもらいながら支援にあたっています。
　より別途徴収あり）。日用品費：実費　　夕食(平日)：４３０円　　通話料。…等。

　マンションの３階ワンフロア、一軒家で運営しております。

　日常生活の相談、夕食提供（外部委託）、 健康管理、金銭管理の援助、
　余暇活動の支援、服薬支援、緊急時の対応、体験入居等行っています。

　①グループホームのぞみ301・302・303・305・401　 定員：男性10名

共有の場（①） 個室６畳（洋室）（①）

共有の場（②） 個室６畳（和室）（②）
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住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

外観 食堂

居室

サービスの内容

yume.tamago@onyx.ocn.ne.jp

０８９３－２４－３３６０

株式会社夢・たまご

知的・精神・身体・発達・高次脳機能

JR大洲駅から徒歩5分

平成27年4月新築。定員10名　1階5部屋　2階5部屋　1階に宿直室
居室は1人部屋（6畳から8畳）、冷暖房完備、非常設備スプリンクラー設置。
共有施設は、IHクッキングヒーター、食堂、談話室、浴室、洗面所、トイレ、駐
車場有。グループホーム『夢コーポ』は、生活の体験・実践の場として自分の力
で生活を築いていくために必要な支援を提供します。

施設の特色

www.facebook.com/yumenomori.or.jp

温かな雰囲気の木造りのホームは、明るくゆったりとしており、みんなが集まり
やすく住みやすい環境になっています。大洲市の中心部に位置しており、近くの
大洲城や臥龍山荘が一望できる場所です。交通機関は近くには大洲駅があり、大
型商業施設も隣接しており、利便性にも優れています。

≪施設名≫

夢コーポグループホーム

大洲市中村318-2〒795-0054

夢コーポ
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住　所

☎ Fax

運　営

支援対象

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

サービスの内容

stnumuf6217@ma.pikara.ne.jp

0894-62-0471（松葉学園℡）

社会福祉法人　西予総合福祉会

身体・知的・精神（主たる対象者は知的）

各グループホーム、主体運営施設「松葉学園」より車で約３～５分の場所にあります。
松葉学園はＪＲ卯之町駅から車で約３分。松葉学園・希望の森の場所は下記マップに記載しています。

0894-62-5345（松葉学園Fax）

共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行
います。

夢の家　　定員５名　西予市宇和町下松葉３０７番地６
虹色の家　定員５名　西予市宇和町下松葉３０７番地６
悠　　　　定員５名　西予市宇和町下松葉３０６番地１
華　　　　定員５名　西予市宇和町下松葉３０６番地１
なごみ　　定員５名　西予市宇和町上松葉９０番地５
きずな　　定員５名　西予市宇和町上松葉９０番地１
みやび　　定員５名　西予市宇和町久枝４７５番地２
のぞみ　　定員５名　西予市宇和町久枝４７５番地２

グループホームそれぞれ買い物・通院にとても便利なところに位置しており、環境に恵まれています。

施設の特色

http://www.seiyofukushi.com/

夢の家では“自分の暮らしは自分でつくる”の方針のもと、その人らしい、より豊かな生活を目指します。
夢の家は地域に８つのグループホームがあり、地域に根ざし、その地域で地域と共に自立した生活を支援してい
ます。
松葉学園・希望の森をバックアップ施設とし、夢の家に関わる全ての職員が連携して、生活相談、助言、職業支
援等の生活支援体制をとっています。

≪施設名≫

夢の家グループホーム

西予市宇和町上松葉９０番地５〒797-0046

松葉学園
希望の森

夢の家・虹色の家

悠・華

みやび・のぞみ

なごみ

きずな

夢の家
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圏　域 名　称 住　所 電話番号

宇摩 障害者就業・生活支援センター　ジョブあしすとＵＭＡ 四国中央市三島中央3-13-12サンハイツ三島中央1階 0896-23-6558

新居浜・西条 障がい者就業・生活支援センター　エール 新居浜市政枝町2-6-42 0897-32-5630

今治 障害者就業・生活支援センター　あみ 今治市北宝来町2丁目2-12 0898-34-8811

松山 えひめ障がい者就業・生活支援センター 松山市道後町2丁目12-11 089-917-8516

八幡浜・大洲 障がい者就業・生活支援センター　ねっとWorkジョイ 西予市宇和町卯之町5丁目349番地 0894-62-7887

宇和島 障害者就業・生活支援センター　きら 宇和島市大宮町3-2-10 0895-22-0377

住　所 電話番号

八幡浜市358番地1 0894-21-2222

八幡浜市五反田1番耕地106番地 0894-24-6750

八幡浜市松柏乙648-1 0894-29-1313

大洲市市木1215番地 0893-25-5251

大洲市春賀甲1688番地 0893-26-1216

大洲市中村246番地1　アクトピア大洲6F 0893-23-9366

大洲市東大洲306番地 0893-50-8033

大洲市柚木1030番5 0893-57-6110

西宇和郡伊方町九町6番耕地840番地の1 0894-39-1070

西予市宇和町小野田1295 0894-62-5500

西予市野村町野村12号446番地 0894-89-4165

喜多郡内子町五十崎甲1288番地 0893-59-2137

喜多郡内子町五十崎甲1743-4 0893-59-2929

住　所 電話番号

八幡浜市松柏乙648-1 0894-29-1313

八幡浜市五反田1番耕地106番地 0894-24-6750

大洲市柚木1030番5 0893-24-0308

大洲市東大洲270-1 0893-23-0313

西予市宇和町伊賀上50-1 0894-62-4543

西予市野村町野村12-15 0894-72-3582

喜多郡内子町五十崎甲1288番地 0893-59-2137

あさひみらいしょうがい者・児相談支援センター

　【愛媛県内の障がい者就業・生活支援センター】

指定特定相談支援事業所　ワークいかた

相談支援事業所　希望の森

相談支援事業所こすもす

内子町障害者地域活動支援センターかいと

福祉サービス相談支援事業所　うちこ工房

　【八幡浜・大洲圏域の相談支援事業所】

地域活動支援センター　まつば共同作業所

地域活動支援センター　たんぽぽ工房

内子町障害者地域活動支援センターかいと

地域活動支援センター　かみやま

地域活動支援センター　東大洲

- 関係機関情報 -

名　称

名　称

相談支援事業所　地域活動支援センター　くじら

和泉蓮華会障がい者特定相談支援事業所　八幡浜

相談支援事業所　大洲育成園

障がい者相談支援事業所　大洲ホーム

相談支援事業所ＴＳＵＮＡＧＵ～つなぐ～

障害者相談支援事業所　あゆむ苑

相談支援事業所かみやま

地域活動支援センター　くじら

　【八幡浜・大洲圏域の地域活動支援センター】

地域活動支援センター　いきいきプチファーム



住　所 電話番号

八幡浜市保内町宮内1-72-1 0894-36-0309

八幡浜市八代39-3 0894-22-5685

西宇和郡伊方町湊浦1002-11 0894-38-1477

西宇和郡伊方町三崎683 0894-54-2260

住　所 電話番号

大洲市中村238番地1 0893-24-3470

喜多郡内子町五十崎甲1743番地4 0893-59-2929

西宇和郡伊方町九町6番耕地840番地の1 0894-39-1010

住　所 電話番号

八幡浜市五反田1番耕地106番地 0894-23-1600

大洲市平野町野田乙961番地1 0893-24-3360

大洲市徳森字小鳥越1335番地 0893-57-6338

喜多郡内子町五十崎甲1743番地4 0893-59-2929

松山市木屋町3丁目12-7 089-923-5002

住　所 電話番号

八幡浜市松柏648番地1 0894-29-1313

八幡浜市新港435番地1 0894-21-3333

八幡浜市大平1番耕地2 0894-24-7659

大洲市中村字山根609番地 0893-24-3640

大洲市若宮625番地4 0893-24-4417

大洲市平野町野田乙961番地1 0893-24-3360

大洲市東大洲783番地2 0893-25-1636

大洲市新谷乙1573番地1 0893-57-6608

大洲市菅田町菅田甲550番地1 0893-23-9940

西予市宇和町永長1371番地 0894-62-3998

西予市宇和町神領534番地 0894-62-0471

Ｓａ．おいでや菅田

　【八幡浜・大洲圏域の作業所】

障がい者福祉サービス事業所　うちこ工房

障害福祉サービス事業所　ワークいかた

コスモス共同作業所

王子共同作業所

伊方オレンジ作業所

ふれあい岬

障がい者福祉サービス事業所　うちこ工房

八幡浜市障害者施設　いきいきプチファーム

多機能型事業所　ぶうしすてむ

　【就労継続支援Ａ型事業所】

就労継続支援Ａ型　ＫＯＨＯＬＡ

夢たまごファクトリー

株式会社ゼロベース

名　称

名　称

就労移行支援事業所ミライズ　MeRise!

夢たまごブランチ

宇和ひまわりの郷

就労継続支援Ｂ型事業所　いっとき館

サポート作業所

あいわ苑

夢たまごファクトリー

Ｓａ．おいでや

わくわくみらい館やわたはま

　【就労継続支援Ｂ型事業所】

就労継続支援Ｂ型事業所　浜っ子作業所

名　称

名　称

　【就労移行支援事業所】



西予市野村町野村8号479番1 0894-72-0826

西予市宇和町稲生35番地 0894-62-2949

西予市野村町野村6-23-1 070-5682-4756

西予市宇和町小原679 0894-62-2011

西予市宇和町稲生38番地2 0894-89-1922

喜多郡内子町五十崎甲1743番地4 0893-59-2929

喜多郡内子町城廻613番地1 0893-23-9347

喜多郡内子町五十崎甲1925番地 0893-23-9971

西宇和郡伊方町九町6番耕地840番地の1 0894-39-1010

松山市木屋町3丁目12-7 089-923-5002

住　所 電話番号

八幡浜市松柏乙648番地1 0894-29-1313

大洲市春賀甲1688番地 0893-26-1216

大洲市市木1215番地 0893-25-5251

大洲市市木1005番地1 0893-25-2025

大洲市東大洲407番地 090-2829-8033

大洲市中村246番地1　アクトピア大洲6F 0893-57-6077

西予市宇和町永長1371番地 0894-62-3998

西予市宇和町小野田1295 0894-62-5500

西予市宇和町神領534番地 0894-62-0471

西予市野村町野村16号448番地 0894-72-0448

西予市野村町野村8号479番地1 0894-72-0826

西宇和郡伊方町九町6番耕地840番地の1 0894-39-1010

住　所 電話番号

大洲市柚木1030番5 0893-24-0308

大洲市中村318-2 0893-24-3360

大洲市若宮625番地4 0893-24-4417

大洲市長浜町下須戒321番地2 0893-57-6608

西予市宇和町稲生509番地 0894-89-2603

西予市宇和町上松葉90番地5 0894-62-0471

西予市野村町野村12号446番地 0894-89-4165

多機能型事業所　ぶうしすてむ

夢の家

共同生活事業所かぜ

　【生活介護事業所】

　【グループホーム】

グループホームのぞみ

夢コーポ

障害者支援施設　希望の森

障害者支援施設　松葉学園

指定障害者支援施設　野村学園

指定障害者支援施設　野村育成園

障害福祉サービス事業所　ワークいかた

障害者支援施設　大洲ホーム

大洲育成園

大洲市立大洲学園

障害者生活介護事業所　あゆむ苑

いのう家

名　称

名　称

Ｓａ．おいでや

チャレンジド・ラボ　アクトピア大洲

障害福祉サービス事業所　ワークいかた

八幡浜市障害者施設　いきいきプチファーム

レインボーアグリ

あい笑

就労継続支援Ｂ型事業所　つくる

障がい者福祉サービス事業所　うちこ工房

ほうしこ作業所

グループホームあいわ

Ｓａ．おいでや内子

宇和ひまわりの郷

就労支援事業所あおぞら

就労継続支援Ｂ型事業所　虹



考　備域　地号番話電所　住称　名

愛媛障害者職業センター 松山市若草町7-2 089-921-1213 －

ハローワーク八幡浜 八幡浜市松柏丙838-1 0894-22-4033
八幡浜　西予

伊方

西予市ふるさとハローワーク 西予市宇和町卯之町3丁目434-1 0894-62-1966 西予

ハローワーク大洲 大洲市中村210-6 0893-24-3191 大洲　内子

ハローワーク宇和島 宇和島市天神町4-7 0895-22-8609
宇和島　松野
鬼北　愛南

えひめ若者サポートステーション 松山市湊町5丁目1-1 089-948-2832 －
出張相談会に
て  個別相談
実施

ジョブカフェ愛work
愛媛県若年者就職支援センター

松山市湊町４丁目8-13 089-913-8686 －

号番話電所住称　名

愛媛労働局職業安定部　職業安定課 松山市若草町4-3 089-943-5221

愛媛労働局職業安定部　職業対策課 　　　　〃 089-941-2940

愛媛県庁障がい福祉課 松山市一番町4丁目4-2 089-912-2420

愛媛県庁健康増進課 　　　　〃 089-912-2403

南予地方局地域福祉課 宇和島市天神町7-1 0895-22-3180

愛媛県身体障がい者更生相談所 松山市本町7-2 089-924-1216

愛媛県知的障がい者更生相談所 　　　　〃 089-923-4471

愛媛県身体障がい者福祉センター 松山市道後町2丁目12番11号 089-924-2101

愛媛県視聴覚福祉センター 松山市本町6丁目11-5 089-923-9093

福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】 松山市本町7-2 089-922-5040

南予子ども・女性支援センター 宇和島市丸之内3-1-19 0895-22-1245

愛媛県心と体の健康センター 松山市本町7-2 089-911-3880

73-3目丁1浜北市浜幡八所健保浜幡八 0894-22-0600

号番話電所住称　名

愛媛県立子ども療育センター 東温市田窪2135 089-955-5533

愛媛県発達障がい者支援センター
あい♥ゆう

　　　　　〃 089-955-5532

- 相談窓口等一覧 -

　【就労関係の相談窓口】

　【行政相談窓口】

　【発達相談窓口】

児童問題全般の相談

精神保健及び精神障がい
者の福祉に関する相談

備　考

求人・求職に関すること

求人・求職に関すること

障がい者福祉関係

精神保健関係

身体障がい者の福祉に関
する相談

知的障がい者の福祉に関
する相談

児童福祉に関する相談

備考

発達障がいに関すること



号番話電所住称　名

愛媛県中央産業技術専門校　松山駐在 松山市本町7-2 089-924-5768

愛媛県立宇和島産業技術専門校 宇和島市柿原甲1712 0895-22-3410

号番話電所住称　名

愛媛県立宇和特別支援学校
　　　　　知的障がい部門

西予市宇和町永長1287-1 0894-62-5135

愛媛県立宇和特別支援学校
　　　　　聴覚障がい部門

西予市宇和町卯之町3-85 0894-62-0061

愛媛県立宇和特別支援学校
　　　　　肢体不自由部門

西予市宇和町卯之町3-85 0894-62-0061

愛媛県立松山盲学校 松山市久万ノ台112番地 089-922-3655

愛媛県立しげのぶ特別支援学校 東温市田窪2135 089-964-2258

愛媛県立みなら特別支援学校 東温市見奈良1545 089-964-2395

号番話電所住称　名

八幡浜市役所　社会福祉課 八幡浜市北浜1丁目1-1 0894-22-3111

大洲市役所社会福祉課　障がい福祉係 大洲市大洲690-1 0893-24-2111

西予市役所　福祉事務所　福祉課 西予市宇和町卯之町3丁目434-1 0894-62-1111

伊方町役場　保健福祉課 西宇和郡伊方町湊浦1993-1 0894-38-0211

内子町役場　保健福祉課 喜多郡内子町大字内子1515 0893-44-2111

号番話電所住称　名

愛媛県社会福祉協議会 松山市持田町三丁目8番15号 089-921-8344

八幡浜市社会福祉協議会 八幡浜市松柏乙1101番地 0894-23-2940

大洲市社会福祉協議会 大洲市東大洲270番地1 0893-23-0313

西予市社会福祉協議会 西予市野村町野村12号15番地 0894-72-2306

伊方町社会福祉協議会 西宇和郡伊方町湊浦866番地 0894-38-2360

内子町社会福祉協議会 喜多郡内子町内子1515番地 0893-44-3820

名　称

ハローワークインターネットサービス

WAM　NET（ワムネット）

愛媛県庁公式ホームページ

【訓　練】

　【教育相談窓口】

　【市町社会福祉協議会】

　【インターネット情報サービス】

　【市町相談窓口】

備　考

障がい者訓練関係

障がい者訓練関係

備　考

備　考

備　考

ホームページ

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

https://www.wam.go.jp

https://www.pref.ehime.jp/h30580/shougaishakoyou/0index.html
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〒797-0015 
愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目349番地

TEL　0894-62-7887 FAX　0894-62-7886
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