
 

社 会 資 源 名 簿  

（平成２８年５月１日現在） 

 

 

１ 障害者就労の総合相談（障害者就業・生活支援センター） 

２ 障害者相談支援事業所 

３ 地域活動支援センターⅢ型 

４ 就労継続支援Ａ型 

５ 就労継続支援Ｂ型 

６ 就労移行支援 

７ ハローワーク、その他の支援機関 

８ 大牟田市社会資源地図 

９ みやま市社会資源地図 

10 荒尾市、南関町社会資源地図 

11 柳川市社会資源地図 

 

 

大 牟 田 市 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会 



この社会資源名簿は、平成２８年５月１日現在の状況で作成してい

ます。 

事業所によっては、年度途中に作業や工賃等の内容が変わったりす

ることがありますので、詳細につきましては、直接施設にお問合せい

ただき、確認いただきますようお願いします。 

なお、毎年４月に各事業所に確認を行い、修正を加えていく予定で

す。 



事業名 地域 施設名称 住所 連絡先 地図番号
1,就業・生活支援センター 大牟田市 ほっとかん 新栄町16番地11の１ 57-7161 ⑤

あじさい　（地活Ⅰ型併設） 原山町1-6 55-8555 ①
53-4156

(090‐9076‐1050)

ハーツ　（地活Ⅰ型併設） 上町1丁目2-5-1 59-0803 ④
ともだちのいえ 新町346-3 32-9728 ㊷

事業名 地域 施設名称 住所 連絡先 定員 地図番号
ふれあい自立舎（Ⅲ型）　　 歴木976-24 54-2434 10 ⑥
もやい（Ⅲ型）　　　　　　　　　 上町2-4-7イッツビル102号 56-9142 10 ⑧
むつごろう作業所（Ⅱ型）　 鳥塚町14番地5 54-2131 15 ⑨

福祉サービス 地域 施設名称 住所 連絡先 就労移行 就労継続Ａ 就労継続Ｂ 地図番号
たんぽぽ 八本町100-9 51-8807 10 10 20 ⑬
大牟田恵愛園 今山4368-3 51-8750 15 ⑮
恵愛ワークセンター 今山4368-3 43-1202 10 30 ⑩ ㉙
森の工房　どんぐり 下池町31-2 52-7575 30 ⑪
ふれんず 唐船264-1 53-4896 13 ⑦
エンゼル 新町343-3　増田ビル204号 59-3033 10 ⑭
あおぞら大牟田 東新町1丁目8-1 070-5401-0341 15 ㉞
ウェルサービス新栄町 明治町2-61-162 85-9265 20 ㊴
フィールド１・２ 新栄町16番5 59-2777 10 10 ㊵
ワーキングサポートフェリス 久保田町2-2-3 32-9111 20 ㊶
び～ず南 樋口町4-8 88-9460 10 ㊸
リード倉永 倉永83番地27 41-6377 20 ㊹
ティオ新大牟田 岩本新町2丁目9番地10 85-8715 20 ㊺
中央サテライトオフィス 不知火町2-1-5 59-5855 20 ㊻
ティオ築町 築町4-1 32-9604 20 ㊼

サンシャイン 瀬高町本郷1351-3 63-6800 20 ⑱
くすの木苑 高田町下楠田2195-1番地 22-2535 12 22 22 ㉔
山門清光園 瀬高町本郷1352-1 63-2800 10 20 ⑱
ゆるり 瀬高町下庄229-3 67-7127 20 ㉓
萠友園 高田町上楠田1464 22-5994 10 ⑰
サンビジネス 瀬高町小川274-4 62-5404 20 10 ㉚

からたち作業所 三橋町今古賀74-1 72-5249 10 ㉗
有明ワークステーション 三橋町柳河833-1 32-8401 8 12 ㉕
はぁもにい 三橋町枝光372番地3 32-8735 20 14 ㉖ ㊲
かおり園 三橋町起田538-1 75-5030 30 ㉝
かけはし 大字田脇109番地2 88‐8210 20 ㉟
ポラリス 蒲生129-1 73-9676 20 ㊳

なかま 南関町上坂下785-4 0968-53-9126 6 24 ㉒
わがんせ 荒尾1694-1 0968-62-1175 10 ㉑
荒尾きぼうの家 荒尾3959-10 0968-62-6089 20 ㉘
荒尾市小岱作業所 増永2452-2 0968-69-0111 20 ⑳
アントレ 増永1901-1 0968-64-0404 20 ㉛
ワンピース 大島10－1 0968-57-9668 6 25 ㉜
ちひろ 荒尾市川登1861番1号 0968-80-7086 19 ㊱

平成28年度版　社会資源名簿一覧表(早見表)
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【【１１  障障害害者者就就労労のの総総合合相相談談】】  

障害のある方が安心して地域で働き、暮らせるように、就職に関する相談や、

自立した日常生活を送るために必要な生活支援などを行います。 

※平成 27年度更新 

機関・施設名 障害者就業・生活支援センター ほっとかん 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－００４１ 

大牟田市新栄町１６－１１－１ （１番街の中） 

・西鉄バス新栄町南通り・新栄町北通りバス停下車徒歩１分 

・西鉄新栄町駅より徒歩３分 

・車でお越しの際には、アベニューパーキングへ駐車して下さい。 

（無料駐車券をお渡しします） 

・送迎なし（ご自宅等へ伺ってのご相談にも対応します） 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５７－７１６１ 

TEL ０９４４－５７－７１６３ 

center@hotkan.jp 

http://www.hotkan.jp 

提供可能な資源･情報 

①働きたい、働く上での悩みや困っていることの相談 

②基礎訓練施設、職場実習等のあっせん 

③ハローワーク、事業所、関係機関などへの同行訪問 

④就職後のフォローアップ 

⑤就労生活を安定的に継続していくために必要な金銭管理、人間

関係、健康管理などの生活支援 

対象者 

①福岡県内にお住まいで、就職や生活上の支援を希望される方、

また、そのご家族や関係機関の方。（障害種別は問いません） 

②障害者雇用を考えている事業所の方。 

備考 

・センター開所日 

平日 ０９：００～１７：３０ 

土日祝日はお休みです。（ただし事前予約があれば可） 

・ご利用は無料です。ただし各種福祉サービスの利用などにより自

己負担が生じる場合があります。 

地図 

 

 

ココ 



【【２２  障障害害者者相相談談支支援援事事業業所所】】  

大牟田市からの委託により、障害者の日常生活などについて、色々な相談を

受けてくれるところです。相談料は無料。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 ページ 
地図

番号 

地域活動支援センター・障害者相談支援事業所 ふれあいの森 あじさい １ ① 

障害者相談支援事業所 「サンローレル」 ３ ③ 

地域活動支援センター・障害者相談支援事業所 ハーツ ４ ④ 

指定特定相談支援事業所・視程障害児相談支援事業所「ともだちのいえ」 ５ ㊷ 



※平成 26年度更新 

 

機関・施設名 
地域活動支援センター・障害者相談支援事業所 

ふれあいの森 あじさい 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８６２ 大牟田市原山町１－６ 

・JR 大牟田駅 徒歩５分（永田整形外科病院 南側） 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－５５－８５５５ 

FAX ０９４４－５５－８５７０ 

提供可能な資源･情報 

○障害者相談支援事業（３障害を対象とした総合相談） 

《就労関連では、》 

・社会資源の情報提供 

・ハローワークへの同行支援・連携 

・就労後の生活全般の相談を行います。 

＊場合によっては施設や事業所への見学同行も行います。 

対象者 

・原則的には精神障害、身体障害、知的障害、発達障害等をお持ちの

方を対象としていますが、現在のところ精神障害が中心となっていま

す。 

備考 

・相談・利用料 無料 

・相談時間 

月～土 ９：００～１７：００ 

（日曜・祝日・正月・盆はお休みです） 

※来所相談の場合はできるだけ事前にご連絡ください。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 障害者相談支援事業所 「サンローレル」 

所在地 

〒８３６－００９６ 

大牟田市萩尾町１－３８９ 

・大牟田駅より西鉄バス１５番高専行に乗車、笹原バス停下車徒歩５

分。あけぼの苑併設あけぼの学園内。 

・原則として送迎はありませんが、相談に応じます。 

電話番号・FAX 番号 

TEL ０９４４－５３－４１５６ 

FAX ０９４４－５３－４１５６ 

携帯：０９０－９０７６－１０５０ （０９：００から１７：３０まで対応します。） 

提供可能な資源･情報 

・障害者相談支援事業（精神障害、知的障害、身体障害を対象とした

総合相談） 

・発達障害を含む障害児の療育相談。 

・就労の相談については情報の提供、ハローワークや面接等の同行

支援も行っています。また、施設や事業所見学への同行も行います。 

・就労後の生活全般の相談も行います。 

対象者 
・知的障害児・者の方の相談支援が中心ですが、現在は身体障害、精

神障害の方も相談できます。 

備考 

・相談・利用料 無料 

・相談時間 

月曜日～土曜日  ０９：００～１７：３０ 

・毎週木曜日の１０：００～１６：００に大牟田市社会福祉協議会で「ふれ

あい療育相談室」を開設しています。 

※来所相談の場合はできるだけ事前にご連絡ください。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

 

 

 

機関・施設名 地域活動支援センター・障害者相談支援事業所 ハーツ 

所在地 

〒８３６－０８５３ 

大牟田市上町１丁目２－５－１ 

大牟田駅より徒歩７分。築町バス停より徒歩５分。 

上町１丁目の信号の向坂眼科正面です。 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５９－０８０３ 

FAX ０９４４－５９－０８０６ 

hearts@mint.ocn.ne.jp 

http://www.shaho-keiai.jp/support_hearts.html 

提供可能な資源･情報 

生活訓練等事業（パソコン教室：受講者の募集に関しましては開催に

応じて広報おおむたへ掲載しております。） 

就労相談については情報提供や必要に応じて障害者施設、ハローワ

ークへの同行等を行っております。また就労後の相談への対応も行っ

ております。 

対象者 障がい種別問わず 

備考 

相談・利用料 無料 

開所時間 平日９時００分～１８時００分 

（地域活動支援センターⅠ型の利用時間 10時 00分～17時 00分） 

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み） 

まずは、お電話をお掛けください。 

地図 

 

ココ 



※平成 27年度新規 

機関・施設名 
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 

「ともだちのいえ」 

所在地 

〒８３７－０９２３ 

大牟田市大字新町３４６－３ 

・西鉄バス「三池新町バス停」徒歩 15分～20分 

（スーパーマミーズ今山店の道はさんで向かい側） 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－３２－９７２８ 

FAX ０９４４－３２－９４９９ 

提供可能な資源･情報 
○障害児・者相談支援事業（身体障害、知的障害を対象とした総合相

談） 施設や事業所への見学同行も行います。 

対象者 
身体障害児・者及び知的障害児・者の方の相談支援が中心となって

います。 

備考 

相談・利用料 無料 

相談時間 月曜日～土曜日 １０：００～１７：３０ 

（日曜・祝日・正月はお休みです。ただし、緊急事態が生じた場合その

ほかの必要な場合は、24時間常時対応します。） 

※来所相談の場合はできるだけ事前にご連絡ください。 

地図 

 

ココ 



【【３３  地地域域活活動動支支援援セセンンタターーⅡⅡ・・ⅢⅢ型型】】  

１．創作活動（絵画、料理、習字など）やレクリーエーションを行いながら生

活のリズムを身につけます。 

２．軽作業（小物作り、軽加工など）を行い、就労に向けた最初の訓練を行い

ます。 

３．初めて創作活動やレクリーエーション、軽作業をする人向きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 ページ 地図番号 

地域活動支援センターⅢ型 ふれあい自立舎 １ ⑥ 

地域活動支援センターⅢ型 もやい ２ ⑧ 

地域活動支援センターⅡ型 むつごろう作業所 ３ ⑨ 



※平成 24年度更新 

機関・施設名 地域活動支援センターⅢ型 ふれあい自立舎 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３７－０９２４ 

大牟田市大字歴木９７６－２４ 

・西鉄バス平ノ口バス停裏 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－５４－２４３４ 

FAX ０９４４－５４－２４３４ 

提供可能な資源･情報 

（１）次のような軽作業を行っています。 

①パソコンを使っての軽印刷作業 

②海苔の種付け袋作り 

③会報等の発送作業 

（２）情報提供、相談 

①福岡県や大牟田市障害者協議会からの情報等を提供 

②身体障害者相談員によるピアカウンセリング 

（今のところ就労の相談は受けていません。） 

作業の頻度 週５日（０９：００～１６：００） 

工賃 月平均 １３，５００円 

定員 １０人 

対象者 
身体障害者手帳を持っている人で、1日３時間以上の作業が可能、協調

性があり、やる気がある人。 

備考 
施設へ直接お申込みください。 

（事前に施設へ連絡し、現場見学のうえ、面談が必要です。） 

地図 

 

ココ 



※平成 25年度更新 

機関・施設名 地域活動支援センターⅢ型 もやい 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８５３ 

大牟田市上町２－４－７ イッツビル１０２号 

・西鉄バス上官交差点バス停下車徒歩１分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５６－９１４２ 

FAX ０９４４－５６－９１４２ 

http://www.nposos.com/ 

提供可能な資源･情報 

１．生産活動（手芸品、小物作り）等を行っています。 

２．創作活動・社会参加活動（行事参加･レクリエーション等）を通じた

生活支援を行います。 

作業の頻度 週 2日～3日（１０：００～１７：００の間の各自の可能な時間） 

工賃 月平均 ３，０００円未満 

定員 １０人 

対象者 
主に身体障害者を対象としていますが、知的障害者、精神障害者も

利用できます。 

備考 施設へ直接お申込みください。 

地図 

 

ココ 



※平成 26年度更新 

機関・施設名 地域活動支援センターⅡ型 むつごろう作業所 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８０３ 

大牟田市鳥塚町 14番地５（三笠神社参道 中間東側） 

・西鉄バス通町バス停下車徒歩３分 

・送迎は帰路あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－５４－２１３１ 

FAX ０９４４－５４－２１３１ 

提供可能な資源･情報 

１．次のような生産活動を行っています。 

・海苔用ビニール袋加工、文書袋詰め、公園・市営住宅等草刈り

等。 

２．次のような創作活動・社会参加活動を通じた生活支援を行って 

います。 

・料理教室、絵手紙創作、風船バレーボール、地域行事参加等 

３．生活相談を通して健康管理と就労情報提供を行っています。 

作業の頻度 
週４日（月、火、木、金） ０９：００～１６：００ 

・体調によって調整ができます。 

工賃 
月１５日生産活動に参加した場合で月８，０００円程度。 

（平成２５年度実績） 

定員 15人 

対象者 
精神科医療機関に通院している人や、障害者手帳を持っている人。 

（ある程度病状が安定している人で、医療より生活支援が必要な人。） 

備考 

・利用は施設へ直接お申込みください。（利用料は無料です。） 

・通所者の中には一般就労、職親就労、在宅就業（データ入力）などの

経験者もいます。 

地図 

 

ココ 



【【４４  就就労労継継続続支支援援ＡＡ型型】】  

１．企業で働くことが難しい６５歳未満の障害者が対象です。 

２．雇用契約を結び、続けて作業に通うことが必要です。 

３．雇用契約を結ばないで通うこともできます。詳しくは各施設へお問い合わ

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 ページ 地図番号 

障害者就労・自立支援センター たんぽぽ １ ⑬ 

就労継続支援(Ａ型) サンシャイン  ２ ⑱ 

就労継続 A型事業所 くすの木苑 ３ ㉔ 

障害福祉サービス事業 恵愛ワークセンター ４ ➉ ㉙ 

就労支援センター ワンピース ５ ㉜ 

就労継続支援Ａ型事業所  株式会社 アントレ ６ ㉛ 

就労継続支援Ａ型事業所  あおぞら ７ ㉞ 

就労継続支援Ａ型事業所 ちひろ ８ ㊱ 

ワークショップ はぁもにぃ ９ ㊲ 

ウェルサービス新栄町 １０ ㊴ 

就労継続支援 A型事業所 フィールド１ １１ ㊵ 

ワーキングサポートフェリス １２ ㊶ 

就労継続支援 A型 一般社団法人 リード ワークサポート リード倉永 １３ ㊹ 



※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 障害者就労・自立支援センター たんぽぽ 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８１６ 

大牟田市八本町１００－９ 

大牟田市社会福祉協議会から徒歩１分 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５１－８８０７  

FAX ０９４４－５１－８８０６ 

tanpopo@sea.ariakenet.com 

http://www.shaho-keiai.jp/tanpopo_shien01.htm 

提供可能な資源･情報 

○就労継続支援事業Ａ型 

・継続的な就労の場として弁当事業、レストラン事業、他事業所等

（福祉施設・市内公立高校・病院）において、学食や食堂の運営、

清掃や厨房の業務を行っています。 

作業の頻度 
週５日 ０７：３０～１８：３０の間で５～６時間勤務 

土日祭日の出勤あり 

賃金 福岡県の定める最低賃金に準じます。 

定員 １０人 

対象者 

・障害（身体・知的・精神）のある方で、就労機会の提供を通じ、生産

活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に

基づく就労が可能な方。 

・利用開始時、６５歳未満の方 

備考 
・事前面接、実技があります。 

・市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 就労継続支援Ａ型事業所 サンシャイン 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３５－００２１ 

みやま市瀬高町本郷１３５１－３ 

JR 瀬高駅もしくは JR筑後船小屋駅下車 

徒歩約２０分位 

送迎サービスも行っています。まずは、お問い合わせ下さい。 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－６３－６８００ 

FAX ０９４４－６３－６８３３ 

提供可能な資源･情報 

○就労継続支援 A型事業(雇用契約有、雇用契約外) 

・主に企業からの下請作業（加工組立）や、リサイクル事業を行って

います。 

作業の頻度 月の休みが８日 作業時間は、１日４～５時間程度。 

賃金 

１．雇用契約を結ばない場合：２０，０００円/月 

２．雇用契約を結ぶ場合：福岡県の定める最低賃金に準じます。(た

だし、個人の能力により最低賃金法の減額の特例許可申請を行

う場合があります。) 

定員 ２０人 

対象者 

・就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図

ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な人。（雇用契約に基づ

かない利用もできます）。 

・身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方(重度障害者も利用で

きます。) 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 27年度更新 

 

機関・施設名 就労継続 A型事業所 くすの木苑 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３９－０２２１ 

みやま市高田町下楠田２１９５－１番地 

西鉄渡瀬駅 徒歩約１５分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－２２－２５３５ 

FAX ０９４４－６４－８００１ 

提供可能な資源･情報 クリーニング作業、自動車部品梱包作業など 

作業の頻度 
週５日 ９：３０～１５：３０ 

土・祝祭日の出勤あり 

賃金 
福岡県に定める最低賃金に準じます。ただし、個人の能力に応じて 

最低賃金法の特例減額の申請を行う場合もあります。 

定員 ２２名 

対象者 

企業で働くことが難しい６５歳未満の障害者が対象です。 

雇用契約に基づき就労が可能な人。（雇用契約に基づかない 

利用もできます。） 

備考 
面接、実技があります。 

市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

機関・施設名 障害福祉サービス事業 恵愛ワークセンター 

所在地 

〒８３７－０９２２ 

大牟田市大字今山４３６８番地－３ 

・帝京大学行 恵愛園前バス停下車 徒歩３０分 

・送迎あり 

〒８３６－００４４ 

大牟田市古町２－１（店舗） 

・大牟田駅から徒歩５分 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

 

 e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－４３－１２０２ 

FAX ０９４４－４３－１２０３ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９４４－５１－７１０１（店舗） 

E メール ｗork1203@violin.ocn.ne.jp 

http://www.syaho-keiai.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型 

・継続的な就労の場としてタオル作業・パン製造作業 

 店舗での販売・施設内清掃の業務になります。 

作業の頻度 
週５日 ５：００～１９：３０の間で４～６時間 

作業によっては土・日・祝の出勤あり 

賃金 

福岡県の定める最低賃金に準じます。 

個人の能力に応じて最低賃金法の特例減額の申請を行う場合もあり

ます。 

定員 １０人 

対象者 

障害のある方で、就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及

び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方 

・利用開始時６５歳未満の方 

備考 
事前面接、簡単な実技試験があります。 

市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

 

 

機関・施設名 就労支援センター ワンピース（就労継続支援 A型事業） 

所在地 

〒８６４－００５７ 

荒尾市大島１０-１ 

・九州産交バス 競馬場前下車徒歩１分 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

 e メールアドレス 

TEL ０９６８－５７－９６６８ 

FAX ０９６８－５７－９６７８ 

E メール one-piece@quartz.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援 A型事業 

・パンの製造販売業務 

・コーヒーの製造販売業務 

・各種軽作業、委託請負業務等 

作業の頻度 
月に８日間のお休み 

作業時間  ７：３０～１８：３０のうち、４～７時間程度 

賃金 
熊本県の定める最低賃金。（ただし、能力に応じて最低賃金の除外申

請を行う場合があります） 

定員 ２５名 

対象者 
障害（身体障害、知的障害、精神障害、難病、発達障害）をお持ち

の、６５歳未満の方 

備考 トイレについては車椅子使用者対応 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

機関・施設名 就労支援Ａ型事業所  株式会社 アントレ 

所在地 

〒８６４－００３２ 

荒尾市増永１９０１－１ 

・荒尾市民病院前より徒歩 3分 

・ネッツトヨタのすぐ裏手 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９６８－６４－０４０４ 

FAX ０９６８－６４－４７４７ 

提供可能な資源･情報 

・一般就労に必要な知識、能力の向上のための訓練をおこないます。 

ミニトマトの選別作業 （施設外） 

自動車部品組立、私物洗濯作業、Ｔシャツタタミ仕上げ作業、バック作

り作業 （施設内） 

作業の頻度 
週 5～6日 土曜日は交代で出勤してもらいます。 

時間は 4～5時間程度 

賃金 熊本県最賃 時給６９４円 

定員 20名 

対象者 
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害 

身体の方は相談に応じます 

備考 
利用日 

月～土曜日  ９：００～１７：００までの間で４～５時間程度 

地図 

 

ココ 



※平成 26年度新規 

機関・施設名 就労支援センター かけはし Ａ型 

所在地 
〒８３２－００８９ 

柳川市大字田脇１０９番地２ 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－８８－８２１０ 

FAX ０９４４－８８－８２１１ 

提供可能な資源･情報 
・提灯 

・施設外（清掃・工場内作業） 

作業の頻度 
１日４時間 

土・日・祭日休み 

賃金 福岡県の定める最低賃金に準じます 

定員 １0名 

対象者 
雇用契約に基づく就労が可能な方 

６５才未満の方 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けること 

地図 

 

ココ 



※平成 27年度更新 

機関・施設名 就労継続支援Ａ型事業所  「あおぞら大牟田」 

所在地 

〒８３６－０８０６ 

大牟田市東新町１丁目８－１ 

・ゆめタウン横 旭町バス停有 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅメールアドレス 

TEL ０７０－５４０１－０３４１ 

FAX ０９６８－７２－７１５５ 

aozoraryuuganji@yahoo.co.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援事業Ａ型 

継続的な就労の場として大牟田・荒尾の民家や施設の畑での剪定除

草作業や野菜作り等、玉名の温泉ホテルでの清掃業務、玉名の老人

介護施設での整体・介護業務、大牟田の「あおぞらきっちん」での食品

販売営業業務。 

作業の頻度 
週 5日 ９：００～１６：００の間で６時間以内 

日・月は調整日 

賃金 
勤務地に応じて熊本県・福岡県の定める最低賃金に準じます。 

（現在：時間給６７７円～７２７円） 

定員 １５名 

対象者 

知的障害者・精神障害者・身体障害者（軽度、バリアフリーではない

為） 

・上記障害がある方で就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる

知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可

能な方 

・利用開始時６５歳未満の方 

備考 

・事前に面接を行います。 

・職場体験もできます。 

・市町村福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

・玉名市に定員２０名のＡ型事業所「あおぞら玉名」もあります。（B 型

事業所増設予定） 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

機関・施設名 就労継続支援Ａ型事業所  ちひろ 

所在地 

〒８６４－００３１ 

荒尾市川登１８６１番１号 

「あらおシティモール」の近くです。 

※送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅメールアドレス 

TEL ０９６８－８０－７０８６ 

FAX ０９６８－８０－７０８６ 

ehh155209@cam.bbiq.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型 

荒尾の事業所内での軽作業（電装部品の組立、食品加工、ポスティン

グ等）と、荒尾の農場での農作業（野菜の栽培、収穫、出荷等）を行っ

ています。 

作業の頻度 
週５日  １０：００～１５：２０の４時間勤務。休憩時間８０分。 

月に８日の休日あり。（日曜日はお休みです。） 

賃金 
熊本県の定める最低賃金に準じます。 

（現在：時間給７００円） 

定員 １９人 

対象者 

知的障害者・精神障害者・身体障害者（バリアフリーではありませ

ん。） 

・上記障害がある方で就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知

識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能

な方。 

・利用開始時、１８歳以上６５歳未満の方。 

備考 

・事前に面接を行います。（ハローワークの「紹介状」が必要です。） 

・職場体験もできます。 

・市町村福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 27年度更新 

 

 

 

機関・施設名 
ＮＰＯ法人 サポートセンター ささえ愛 

ワークショップ はぁもにぃ 

所在地 

〒８３２－００１２ 

柳川市中町１５－３ 

西鉄柳川駅より西鉄バス 大川、佐賀駅方面行き 

「中町」停留所より徒歩２分 

※送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅメールアドレス 

TEL ０９４４－３２－８５０３ 

FAX ０９４４－３２－８５０４ 

i-harmony@athena.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型事業 

・レストラン内（ビュッフェ）での調理及び接客等。 

・施設外（製造及び検品作業等） 

作業の頻度 
①９：３０～１５：３０ ②１０：００～１６：００ 

 １日４．５時間～５時間 

賃金 福岡県最低賃金 １時間 ７２７円 

定員 ２０名 

対象者 身体・知的・精神 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

機関・施設名 
一般社団法人 ウェルフェア協会 

ウェルサービス新栄町 

所在地 

〒８３６－００１２ 

大牟田市明治町２－６１－１６２ 

西鉄新栄町駅より徒歩 3分 

※送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅメールアドレス 

TEL ０９４４－８５－９２６５ 

FAX ０９４４－８８－９２５５ 

Wfk859265@yahoo.co.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型事業 

①乙女にんにくの水耕栽培 

②清掃事業 

③弁当事業 

作業の頻度 

月曜～土曜のうち 5日間 

９：００～１５：０５（早出） 就労時間５時間 

１０：００～１５：０５ 就労時間４時間 

賃金 時給：７４５円 

定員 ２０名 

対象者 知的、精神、身体障がい者 

備考 ハローワークの紹介にて面接をします。 

地図  

ココ 



※平成 28年度更新 

機関・施設名 就労継続支援 A型事業所 フィールド１、フィールド２ 

所在地 

〒８３６－００４１ 

大牟田市新栄町１６番５ 

・西鉄「新栄町駅」より徒歩３分 
・西鉄バス「新栄町南通り」バス停下車 向かい側 
・西鉄バス「新栄町北通り」バス停下車 徒歩１分 
・西鉄バス「旭町」バス停下車 徒歩１０分 
・バイク、自転車置き場あり 
・駐車場なし 
・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅメールアドレス 

TEL ０９４４－５９－２７７７ 

FAX ０９４４－５９－２７７８ 

ｱﾄﾞﾚｽ new.field.one@gmail.com 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型 

・委託請負業務（施設外：ビル清掃） 

・委託請負業務（施設内：各種軽作業） 

作業の頻度 
週５日 シフト制（月曜日～土曜日） 

１０時から１６時の間の４時間 

賃金 

福岡県の定める最低賃金に準じます。 

個人の就労能力に応じて最低賃金法の特例減額申請を行う場合もあ

ります。 

定員 １０名 

対象者 

・障害のある方で、就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及

び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方 

・６５歳未満の方 

備考 
・事業所内はバリアフリー対応です。 

・市町村福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



※平成 28年度更新 

機関・施設名 一般社団法人 ワーキングサポートフェリス 

所在地 

〒８３６－００４５ 

大牟田市久保田町２－２－３ SBCビル 1階 

西鉄大牟田駅より徒歩３分 

※送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－３２－９１１１ 

FAX ０９４４－３２－９０６７ 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型事業 

・施設内就労では、枕カバーの縫製やゴムの加工、アクセサリー作り

を行っています。 

・施設外就労では、布団の加工、ゴムの加工、工業用ミシンを使った

縫製作業などを行っています。 

作業の頻度 
週５日 ※臨時で土曜日、祝日実施 

１０：００～１５：０５までの勤務 

賃金 福岡県の定める最低賃金に準じます。 

定員 ２０名 （７月～ ２０名定員） 

対象者 

・雇用契約に基づく就労が可能な方 

・障がい者手帳をお持ちの方 

・６５歳未満の方 

備考 
・職場体験できます。 

・市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度新規  

機関・施設名 
就労継続支援 A型 一般社団法人 リード 

   ワークサポート リード倉永 

所在地 

〒８３７－０９０６ 

大牟田市大字倉永８３番地２７ 

西鉄倉永駅より徒歩２分 

※送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－４１－６３７７ 

FAX ０９４４－４１－６３７８ 

lead.work-support@cap.bbiq.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ａ型事業 

１．水耕栽培（雛にんにく） 

２．ゴム形成製品の仕上げ作業 

３．ポリ・ビニール製品の組付加工 

４．縫製（小物からカバーなどを作製） 

５．施設外（請負作業各種） 

作業の頻度 
週５日 ※臨時で土曜日、祝日実施 

基本、１０：００～１５：０５までの４時間の勤務 

賃金 時給７４５円 

定員 １５名 （７月～ ２０名予定） 

対象者 
・雇用契約に基づく就労が可能な方（１８歳以上６５歳未満の方） 

・知的・精神・身体障がい者の方 

備考 

・ハローワークの紹介にて面接を行います。 

・見学及び職場体験ができます。 

・市町村の福祉課にて手続きを行い、受給決定を受ける必要があります。 

地図 

 

ココ 



 

【【５５  就就労労継継続続支支援援ＢＢ型型】】  

１．企業で働くことが難しい障害者が対象です。 

２．雇用契約は結びません。 

３．一定年齢以上の人でも利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 ページ 地図番号 

多機能型事業所 エンゼル １ ⑭ 

障害者支援施設 大牟田恵愛園 ２ ⑮ 

障害者就労・自立支援センター たんぽぽ ３ ⑬ 

就労継続支援Ｂ型事業所 ふれんず ４ ⑦ 

障害福祉サービス事業 恵愛ワークセンター ５ ⑩ 

就労継続支援（Ｂ型） 山門清光園 ６ ⑱ 

就労継続支援（Ｂ型） わがんせ ７ ㉑ 

就労継続支援Ｂ型事業所 からたち作業所 ８ ㉗ 

障がい者支援センター ゆるり ９ ㉓ 

就労継続 B型事業所 くすの木苑 １０ ㉔ 

障がい者支援センター 有明ワークステーション １１ ㉕ 

障がい者就労支援センター はぁもにぃ １２ ㉖ 

NPO法人 荒尾きぼうの家 １３ ㉘ 

就労継続支援事業所 森の工房 どんぐり １４ ⑪ 

就労継続支援（B型） 萠友園 １５ ⑰ 

就労支援センター 荒尾市小岱作業所 １６ ⑳ 

就労継続支援 B型 かおり園 １７ ㉝ 

就労継続支援 B型 通所施設「なかま」 １８ ㉒ 

就労支援センター かけはし Ｂ型 １９ ㉟ 

就労継続支援Ｂ型事業所 ポラリス ２０ ㊳ 

多機能事業所 び～ず南 ２１ ㊸ 

就労支援センター サンビジネス ２２ ㉚ 



 

※平成 26年度更新 

機関・施設名 多機能型事業所 エンゼル 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３７－０９２３ 

大牟田市大字新町３４３－３ 増田ビル２０４号 

（目印になる建物） マミーズ今山店隣 

・西鉄バス三池中町行三池新町バス停下車徒歩５分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ＨＰアドレス 

TEL ０９４４－５９－３０３３ 

FAX ０９４４－５９－３０３４ 

thiikifukusi@sky.plala.or.jp 

http://www13.plala.or.jp/anjel2013/ 

提供可能な資源･情報 

〈就労継続支援 B〉 

○就労に必要な知識及び能力（生産活動）向上の為に必要な訓練

を行います。 

・下請作業（海苔の種袋づくり、他） 

・さをり織り、手作り作品の製作 

・季節の野菜作り（農園） 

・食品加工・販売 

作業の頻度 週５日（０９：００～１６：００） 

工賃 ５，０００円～１１，０００円 

定員 １０人 

対象者 
企業等の雇用が困難な、知的障害者、身体障害者、精神障害者で

１日４時間以上の作業が可能な人。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

 

※平成 28年度更新 

機関・施設名 障害者支援施設 大牟田恵愛園 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３７－０９２２ 

大牟田市大字今山４３６８－３ 

帝京大学行恵愛園前バス停下車徒歩３０分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５１－８７５０  

FAX ０９４４－５１－８７４９ 

keiaien@lily.ocn.ne.jp 

http://www.shaho-keiai.jp/keiaien01.htm 

提供可能な資源･情報 
○就労継続支援事業 B 型 

・継続的な就労の場としてクリーニング事業を行っています。 

作業の頻度 
週５日 ０９：３０～１６：３０ 

祝祭日の出勤あり 

工賃 平均工賃 ３７，８９８円（２０１５年度実績） 

定員 １５人 

対象者 
企業に雇用されることが困難な障害（身体・知的・精神）のある方で、

継続的な就労を希望する方。 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

 

※平成 28年度更新 

機関・施設名 障害者就労・自立支援センター たんぽぽ 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８１６ 

大牟田市八本町１００－９ 

大牟田市社会福祉協議会から徒歩１分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５１－８８０７ 

FAX ０９４４－５１－８８０６ 

tanpopo@sea.ariakenet.com 

http://www.shaho-keiai.jp/tanpopo_shien01.htm 

提供可能な資源･情報 

○就労継続支援 B型 

・継続的な就労の場として弁当事業、レストラン事業、市内公立高校の 

学食、病院の食堂などの事業を行っています。 

作業の頻度 
週５日 ０９：００～１６：００  

土日祭日の出勤あり 

工賃 月平均 約３８，０００円 

定員 ２０人 

対象者 
企業に雇用されることが困難な障害（身体・知的・精神）のある方で、

継続的な就労を希望する方。 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

 

※平成 25年度更新 

機関・施設名 多機能型事業所 ふれんず 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０００３ 

大牟田市唐船２６４－１ 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

ｅメールアドレス 

TEL ０９４４－５３－４８９６ 

FAX ０９４４－３２－９８９６ 

furenzu@ia6.itkeeper.ne.jp 

提供可能な 

資源･情報 

１．生産活動（さをり、ラッカサン加工（のり養殖袋の加工）） 

２．創作活動（絵画、陶芸）・音楽活動・社会参加活動（スポーツ教室、社

会見学、作業所付近の空き缶、ゴミの清掃） 

３．ボランティア（公園等の美化活動） 

４．農園芸作業 

作業の頻度 週５日（０９：００～１６：００） 

工賃 月平均 ５，０００円 

定員 １３人 

対象者 
在宅･グループホームで生活している人で、1 日４時間以上の作業が

可能な人。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 

多機能型
事業所 

ふれんず 



 

 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 障害福祉サービス事業 恵愛ワークセンター 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３７－０９２２ 大牟田市大字今山４３６８－３ 

・帝京大学行恵愛園前バス停下車徒歩３０分 

・利用者送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－４３－１２０２ 

FAX ０９４４－４３－１２０３ 

E-mail： ｗork1203@violin.ocn.ne.jp 

http://www.shaho-keiai.jp/work01.htm 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ｂ型 

・パン製造販売 

・タオル縫製作業 

・リサイクル解体作業（施設内作業・施設外作業） 

作業の頻度 

週５日 ０９：３０～１６：００  

（パン製造の担当利用者は祝日、販売希望者は土曜日に勤務有、時

間帯は同じ、ただし、お盆、お正月は除く） 

工賃 目標工賃 月平均 ３０，０００円 

定員 ３０名 

対象者 障害者手帳をお持ちの方 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

機関・施設名 就労継続支援Ｂ型 山門清光園 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３５－００２１ 

みやま市瀬高町本郷１３５２－１ 

・JR 瀬高駅下車～当園まで送迎あり 

・西鉄柳川駅下車～当園まで送迎あり 

・JR 筑後船小屋駅～当園まで送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９４４－６３－２８００ 

FAX ０９４４－６３－２８０１ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yamato-seikouen@royal.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

就労機会と生産活動の提供として、施設内では、リサイクル作業

（回収・分別・圧縮）、農作業・海苔種袋加工作業、施設外では、お

茶製品作業（箱折り・箱詰め・包装）・清掃作業等障がいの程度・

能力に応じて行っています。 

作業の頻度 
月～金 作業時間 １日 ５時間 

土    作業時間      ３時間 

工賃 月平均 ２２，０００円 

定員 ２０人 

対象者 
企業などで働くことを目指す知的障害者で、１日４時間以上の作業が

可能な人。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 就労継続支援（Ｂ型） にこにこわがんせ 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８６４－００４１ 

①わがんせ（荒尾市荒尾１６９４－１） 

②にこにこわがんせ（荒尾市荒尾２５７９） 最寄りのバス停・・・本村 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

E メールアドレス 

①わがんせ TEL ０９６８－６２－１１７５ FAX ０９６８－５７－７５８７ 

②にこにこわがんせ TEL・FAX ０９６８－６２－１９２５ 

E メール：araokarin@ybb.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

○就労継続支援Ｂ型事業(雇用契約外) 

・就労のための訓練事業として、パン、クッキ－、パウンドケ－キ作り、

いりこ袋詰め縫製作業等を行っています。注文を受け配達や訪問販

売を行っています。 

作業の頻度 週５日 作業時間は１日５時間 

工賃 月平均 ９，０００～９，５００円 

定員 １０人 

対象者 指定なし 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28度更新 

 

機関・施設名 就労継続支援 B型事業所 からたち作業所 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３２－０８２３ 

柳川市三橋町今古賀７４－１  

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－７２－５２４９ 

FAX ０９４４－３２－９８９８ 

提供可能な資源･情報 

１．洗濯・乾燥（アイロンがけのいらない物、毛布、こたつ布団など） 

２．牛乳パックリサイクル椅子作り 

３．手芸品（薬袋等） 

作業の頻度 週５日 作業時間１日２時間半 

工賃 月４，０００円 

定員 １０人 

対象者 
身体障害者、知的障害者、精神障害者で、働いてみたいと思う人。 

（作業能力は問いません） 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 25年度更新 

 

機関・施設名 障がい者支援センター ゆるり 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３５－００２４ 

みやま市瀬高町下庄２２９－３ 

・JR 瀬高駅より徒歩 20分 

・送迎あり（希望場所より） 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－６７－７１２７ 

FAX ０９４４－６７－７１２８ 

E メール：yururi@fukusokyo.co.jp 

提供可能な資源･情報 

○就労継続支援事業 B型 

・生産活動（弁当袋作業、箱折り等） 

・創作活動や料理教室等を通した生活支援 

作業の頻度 週５日 ９：００～１５：３０ 

工賃 月平均６，５００円位 

定員 ２０人 

対象者 
身体障害、知的障害、精神障害のある方で、働いてみたい、または基

本的生活習慣の確立を望まれる方。 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 就労継続 B型事業所 くすの木苑 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３９－０２２１ 

みやま市高田町下楠田２１９５－１番地 

西鉄渡瀬駅 徒歩約１５分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－２２－２５３５ 

FAX ０９４４－６４－８００１ 

提供可能な資源･情報 

作業は、農作業、軽作業、クリーニングたたみ作業、施設外就労等 

を行います。 

作業を行うことで就労に必要な能力の向上をめざしていただきます。 

作業の頻度 
週５日 ９：３０～１５：３０ 

土・祝祭日の開苑あり 

工賃 
時給 ２４４円 

施設外就労手当 1日１００円～２００円 

定員 ２２名 

対象者 
働きたいけれど、一般企業での就労が難しい障害者の方で、 

継続的な就労を希望する方。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 27年度更新 

 

 

 

機関・施設名 障がい者支援センター 有明ワークステーション 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３２－０８０６ 

柳川市三橋町柳河 833-1 

・西鉄矢加部駅から徒歩 10分 

・市内外自宅まで送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－３２－８４０１ 

FAX ０９４４－３２－８４０２ 

ＨＰ  http://fukusokyo.web.fc2.com 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ｂ型 

○生産活動の機会を提供しながら長期にわたって支援を行います。 

・軽作業（部品組立、箱折り、箱詰め、検品等） 

・施設外作業（企業での作業、実習） 

作業の頻度 

週５日  作業時間は 1日 4時間 30分 

・ご本人の希望に応じて設定します 

・土曜日は定期的に余暇支援を行っています 

工賃 月額８，０００円～４０，０００円 

定員 １２人 

対象者 
障害のある方（知的障害、身体障害、精神障害、発達障害、その他障

害） 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

地図 

 

ココ 



 

※平成 27年度更新 

 

 

機関・施設名 
ＮＰＯ法人 サポートセンター ささえ愛 

障がい者就労支援センター はぁもにぃ 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３２－０８０７ 

柳川市三橋町枝光 372番地 3 

・柳川駅西鉄バス 大川、佐賀駅方面行き、「枝光」停留所 

・送迎あり（制限なし） 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－３２－８７３５ 

FAX ０９４４－３２－８７３６ 

E メール：i-harmony@athena.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援Ｂ型事業（4014300216） 

箱折り、シール貼り、袋詰め作業、教材検品、包装、縫製作業、家具

の部品検品及び家具の部品包装、タオル折り、包装作業、施設外 

作業の頻度 週６日 （９：３０～１５：３０） 

工賃 月平均 １８，０００円 

定員 １４人 

対象者 身体、知的、精神 

備考 

市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

自立訓練（生活訓練）事業（4014300216） 

（定員 6名） 

日中一時支援事業（4064300215） 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 就労継続支援Ｂ型事業所 ＮＰＯ法人荒尾きぼうの家 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８６４－００４１ 

熊本県荒尾市荒尾３９５９－１０ 

《送迎あり》 大牟田市、荒尾市、長洲町、南関町 

希望者のみ、要相談。（原則として片道３０分以内） 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９６８－６２－６０８９ 

FAX ０９６８－６２－６０８９ 

E メール：kibou.arao@topaz.plala.or.jp 

提供可能な資源･情報 

内職作業（養殖海苔網の目拾い。屋内での作業です。） 

物品販売等補助（季節限定） 

就労相談、生活相談 

作業の頻度 

月曜～金曜日の週 5日（土、日、祝日はお休み） 

開所時間：９：００～１６：００ 作業時間：９：４０～１５：３０（４．５時間） 

※利用日、利用時間は希望に応じます。 

工賃 出来高制 月額 5,000円～15,000円以上も可 

定員 ２０人 

対象者 
障害を持たれる方で就労意欲がある方。就労するために必要な体力及

び職業能力の向上を希望される方。生活リズムを整えたい方。 

備考 市福祉課の手続きし、受給の決定を受けることが必要。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 26年度更新 

機関・施設名 就労継続支援 B型事業所  森の工房どんぐり 

所在地（目印）・最寄の

駅又はバス停・送迎の 

有無 

〒８３６－０８８５ 

大牟田市下池町３１－２ 

萩尾町一丁目バス停下車 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

ＴＥＬ ０９４４－５２－７５７５ 

ＦＡＸ ０９４４－５２－７５６０ 

http://www.geocities.jp/dai2hp8881/shisetsu/shisetsu_01.html 

提供可能な資源・情報 
（作業内容） 

配食作業、洗濯作業、就労相談も受けています。 

作業の頻度 

１日の作業時間：５．５時間 

開所時間：０９：００～１５：３０ 

週 ５日（月曜日～金曜日） 月２０日程度（希望に応じます） 

工賃 
時給 ２００円 

月最高 ２２，０００円 

定員 ３０名 

対象者 
障害を持たれる方で就労意欲はあるが不安のある方。就労するために

必要な体力および職業能力の向上を希望される方。 

備考 
・グループで作業をするため、人との関わりの機会が豊富です。 

・３００円で昼食を提供できます。 

地図 

 

 

ココ 



 

※平成 27年度更新 

 

機関・施設名 就労継続支援（B型） 萠友園 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３９－０２２５ 

みやま市高田町上楠田１４６４  

JR 渡瀬駅下車 

徒歩３５分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－２２－５９９４ 

FAX ０９４４－２２－５９８６ 

HP ｱﾄﾞﾚｽ ： http:// houyuen.com/ 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用検索 ： houyuen.com 

提供可能な資源･情報 

・自動車部品の組立 

・花火の組立 

（１日の作業時間は４時間。） 

作業の頻度 週 5日～6日（年間就業日程表通り） 

工賃 

１日  ４５０円 

皆勤賞  月に１，０００円 

賞与 １０，０００円以上 

定員 １０人 

対象者 
企業などで働くことができない知的障害者で、１日４時間以上の作業

が可能な人。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 27年度更新 

機関・施設名 就労支援センター 荒尾市小岱作業所 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８６４－００３２ 

荒尾市増永２４５２－２ 

産交バス「水道局前バス停」下車徒歩３分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９６８－６９－０１１１ 

FAX ０９６８－６９－０１１２ 

http://www.arao-sfj.jp/shoudai/ 

提供可能な資源･情報 
就労継続支援Ｂ型事業 

弁当製造・配達 

作業の頻度 週５日 ０９：００～１５：３０ 

工賃 月平均 １７，０００円 

定員 ２０人 

対象者 
働く意思がありながら、職業に就く機会に恵まれない知的障害者

で、１日６時間程度の作業が可能な人。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 24年度新規 

 

 

 

 

機関・施設名 就労継続支援 B型 かおり園 

所在地(目印)・最寄の駅

またはバス停・送迎の

有無 

〒８３２－０８０１ 

柳川市三橋町起田５３８－１ 

西鉄柳川駅より車で約 10分、JR瀬高駅より車で約 10分 

「IKEHIKO」看板より西へ 400ｍ 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９４４－７５－５０３０ 

FAX ０９４４－７５－５０３１ 

E メール：kaorien@fork.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 
就労継続支援Ｂ型→基本的生活に関わる支援、日中活動に関わる支

援、就労支援、社会生活に関わる支援、保健医療に関わる支援 

作業の頻度 
月～金曜まで  午前、午後にわかれて、各 2時間程度 

祝日、盆休、正月が入るときは多少変更になります 

工賃 月額 7000～程度  1日参加で 200～400円 

定員 30名が定員 

対象者 主に精神障がいのある方 

備考 
グループホーム→共同生活援助を営むべき住居において、相談その他

の日常生活の援助を行います。部屋は個室です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 就労継続支援 B型 通所施設「なかま」 

所在地 

〒８６１－０８２２ 

熊本県玉名郡南関町上坂下７８５－４ 

・送迎あり（詳しくはお問合せください。） 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９６８－５３－９１２６または０８０－３９５６－５１２７ 

FAX ０９６８－５３－８４６０ 

http://www.usuma.org/ 

提供可能な資源･情報 
主に農作業（花苗の生産・販売等）、企業からの下請作業、施設外就

労等 

作業の頻度 
週５日（月曜 ～ 金曜） 

９：３０ ～ １５：３０ 

賃金 月平均４，０００円～２４，０００円程度 

定員 ２４人 

対象者 
・知的障害者が中心ですが、身体障害者、精神障害者の方も相談

に応じます。 

備考 
・市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

・体験利用、見学ができます。 

地図 

x 

ココ 



 

※平成 27年度更新 

  

  

機関・施設名 障がい者就労支援センター かけはし Ｂ型 

所在地 
〒８３２－００８９ 

柳川市大字田脇１０９番地２ 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－８８－８２１０ 

FAX ０９４４－８８－８２１１ 

提供可能な資源･情報 

・贈答品詰め 

・施設外での清掃 

・加工食品袋詰め 

作業の頻度 
１日４時間 

日・祭日休み（土曜 月１～２日ほど隔週で営業） 

賃金 月平均 １３，０００円 

定員 ２0名 

対象者 一般就職が困難な方で障がいをお持ちの方 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けること 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

  

  

機関・施設名 就労継続支援Ｂ型事業所 ポラリス 

所在地 

〒８３２－０００１ 

柳川市蒲生１２９－１ 

西鉄蒲池駅より東へ８００ｍ 徒歩１２分 

・利用者送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅメールアドレス 

TEL ０９４４－７３－９６７６ 

FAX ０９４４－７３－９６７６ 

porarisu-9676@gmail.com 

提供可能な資源･情報 
・野菜の皮むき作業、ねぎ作業 

・室内での軽作業 

作業の頻度 

月曜～土曜日（土曜日は毎週開所ではありません） 

９：００～１５：３０ 

９：００～１２：００（土曜日のみ） 

賃金 月平均 ８，０００円～１０，０００円 

定員 ２0名 

対象者 
知的障害者・身体障害者・精神障害者・難病障害者 

働いてみたいと思われる方 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です 

地図 

 

ココ 



 

※平成 27年度新規 

  

 

機関・施設名 多機能事業所 び～ず南 

所在地 

〒８３６－００５５ 

大牟田市樋口町４－８ 

駐車場・送迎あります 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－８８－９４６０ 

FAX ０９４４－８８－９４６１ 

http://www.rindou-kids.com/ 

提供可能な資源･情報 

１．農作業（果物収穫、季節の野菜） 

２．果物（いちご、ブルーベリー）加工、販売 

３．清掃 

４．裁縫（ビーズ、布、エコクラフト等） 

５．創作的活動、社会活動 

作業の頻度 週５日 （９：００～１７：００） 

賃金 ２，０００円～１２，０００円 

定員 １０名 

対象者 
企業等の雇用が困難な身体障害者（肢体不自由）、知的障害者、

精神障害者の方で継続的な就労を希望する方 

備考 
市福祉課で手続きを行ってください。また、事前連絡にて見学をするこ

とができます。 

地図  

ココ 



 

※平成 28年度新規  

機関・施設名 就労支援センター サンビジネス 

所在地 

〒８３５－００２３ 

みやま市瀬高町小川２７４－４ 

JR 瀬高駅より徒歩１２分 

送迎あり（要相談） 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－６２－５４０４ 

FAX ０９４４－６２－５４２３ 

提供可能な資源･情報 

就労継続支援 B型 

一人一人のペースで自立していくための生活訓練・作業訓練を行って

います。 

・木工作業 

・パソコン等のリサイクル作業 

・データ入力作業 

作業の頻度 週５～６日 １０：００～１６：００ （日曜・祝日は休み） 

賃金 ～６５０円／日 ３か月に一度賞与あり 

定員 １０名 

対象者 
・精神・身体・知的各障害お持ちの方 

・指定の難病の方 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

【【６６  就就労労移移行行支支援援】】  

１．企業で働くことが見込まれる障害者に、就労のための訓練を行います。 

２．雇用契約は結びません。 

３．６５歳未満の障害者が対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 ページ 地図番号 

障害者就労・自立支援センター たんぽぽ １ ⑬ 

就労移行支援 山門清光園 ２ ⑱ 

就労移行支援 なかま ３ ㉒ 

就労移行支援 くすの木苑 ４ ㉔ 

障害者支援センター 有明ワークステーション ５ ㉕ 

障がい者就労支援センター サンビジネス ６ ㉚ 

就労支援センター ワンピース ７ ㉜ 

就労移行事業所 フィールド１ ８ ㊵ 

就労移行事業所 ティオ新大牟田 ９ ㊺ 

たんぽぽ大牟田中央サテライトオフィス １０ ㊻ 

就労移行事業所 ティオ築町 １１ ㊼ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 障害者就労・自立支援センター たんぽぽ 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８１６ 

大牟田市八本町１００－９ 

大牟田市社会福祉協議会から徒歩１分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５１－８８０７ 

FAX ０９４４－５１－８８０６ 

E メール：tanpopo@sea.ariakenet.com 

http://www.shaho-keiai.jp/tanpopo_shien01.htm 

提供可能な資源･情報 

○就労移行支援 

・基礎訓練（事務、清掃、軽作業、教材作業）の実施。 

・各機関と連携しながら職場実習等の職業準備訓練 

・就職後の職場定着支援 

作業の頻度 
週 5日 ０９：００～１６：００  

就労学習プログラムを月１～２回土曜日に実施します。 

工賃 訓練手当  月５，０００円 

定員 １０人 

対象者 

・一般就労を希望する障がい（身体・知的・精神）のある方で、知識・能

力の向上、実習、職場探しを通じ、適性にあった職場への就労等が

見込まれる方。 

・６５歳未満の方。 

備考 市福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

機関・施設名 就労移行支援 山門清光園 

所在地 

〒８３５－００２１ 

みやま市瀬高町本郷１３５２－１ 

・JR 瀬高駅下車～当園まで送迎あり 

・西鉄柳川駅下車～当園まで送迎あり 

・JR 筑後船小屋駅～当園まで送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９４４－６３－２８００ 

FAX ０９４４－６３－２８０１ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yamato-seikouen@royal.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

○就労移行支援事業 

・就労のための訓練事業として、施設内では、タオル作業（折り、袋

詰め、箱詰め）、工芸品作業（組み立て、検品）、施設外では清掃

作業、農作業、堆肥袋詰め、草刈等、障がいの程度・能力に応じて

行っています。 

作業の頻度 
月～金 作業時間 1日 ５時間 

土    作業時間      ３時間 

工賃 月平均 ２０，０００円 

定員 １０人 

対象者 
企業などで働くことを目指す知的障害者で、１日４時間以上の作業が

可能な人。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

 

 

 

 

機関・施設名 就労移行支援 なかま 

所在地 

〒８６１－０８２２ 

熊本県玉名郡南関町上坂下７８５－４ 

・送迎あり（詳しくはお問合せください。） 

電話番号 

FAX 番号 

 e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９６８－５３－９１２６または０８０－３９５６－５１２７ 

FAX ０９６８－５３－８４６０ 

E メール：uy3hhn@usuma.org 

http://www.usuma.org/ 

提供可能な資源･情報 

○就労移行支援事業 

・主に農作業（花苗の生産、販売等）、企業からの下請作業、施設

外就労、堆肥の袋詰め作業 

・就労相談、面接等の支援から就労後の相談等も行います。 

作業の頻度 週５日 ０９：３０～１５：３０ 

工賃 月平均８，０００円～１６，０００円程度 

定員 ６人 

対象者 

・知的障害者が中心ですが、身体障害者、精神障害者の方も相談

に応じます。 

・６５歳未満までは利用できます。 

備考 
・市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

・体験利用、見学ができます。 

地図 

x 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 就労移行支援  くすの木苑 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３９－０２２１ 

みやま市高田町下楠田２１９５－１番地 

西鉄渡瀬駅 徒歩約１５分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－２２－２５３５ 

FAX ０９４４－６４－８００１ 

提供可能な資源･情報 

就労訓練事業として清掃作業・ビジネスセミナー・施設外就労等を 

行います。 

職場実習の支援、求職活動の支援、職場への定着のための支援等 

の各種支援を行います。 

作業の頻度 
週５日 ９：３０～１５：３０ 

土・祝祭日の開苑あり 

工賃 
工賃 1日 １，１００円 半日 ５５０円 

施設外就労手当 １日１００円～２００円 

定員 １２名 

対象者 
企業で働くことが見込まれる障害者に、就労のための訓練を 

行います。雇用契約は結びません。 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 26年度更新 

 

 

機関・施設名 障がい者支援センター 有明ワークステーション 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３２－０８０６ 

柳川市三橋町柳河 833-1 

・西鉄矢加部駅から徒歩 10分 

・市内外自宅まで送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－３２－８４０１ 

FAX ０９４４－３２－８４０２ 

ＨＰ  http://fukusokyo.web.fc2.com 

提供可能な資源･情報 

就労移行支援 

○各種訓練、ミーティングワークを通して就労に必要な技能や知識

を習得できるよう支援します。また、必要に応じて作業も提供しま

す。 

・各種技能訓練 

・ミーティングワーク（就労準備講座） 

・金具部品組み立て作業 

・家具部品組み立て作業 

・その他軽作業 

・職場実習 

作業の頻度 

週５日  作業時間は 1日 2時間～4時間 30分 

・ご本人の希望、訓練の状況に応じて設定します 

・土曜日は定期的に余暇支援を行っています 

工賃 月額 ８，０００円～３０，０００円 

定員 ８人 

対象者 

障害のある方（知的障害、身体障害、精神障害、発達障害、その他障

害） 

・一般就労を目指す方 

・65歳未満の方 

備考 市福祉課で手続きし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 障がい者就労支援センター サンビジネス 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３５－００２３ 

みやま市瀬高町小川２７４－４ 

・ＪＲ瀬高駅 徒歩 12分 

・送迎有（要相談） 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－６２－５４０４ 

FAX ０９４４－６２－５４２３ 

E メール sbs-setaka@sanbs.jp 

ＨＰ  http://sanbiji.info 

提供可能な資源･情報 

○就労移行支援事業 

・基礎訓練（職業能力基礎講座、パソコン、事務、ＯＡ機器操作、軽作

業等） （パソコン検定は、当事業所で受験できます） 

・農作業 

・就労相談、求職活動支援（応募書類作成・面接対策）、職場定着等の

支援 

作業の頻度 週５～６日（１０：００～１６：００）  就労移行のための訓練及び作業 

工賃 月平均 １０，０００円～  （能力に応じて） 

定員 ２０人 

対象者 一般就労を目指す障がい、難病をお持ちの方 

備考 見学・体験、気軽にご相談ください 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度更新 

 

 

 

機関・施設名 就労支援センターワンピース（就労移行支援事業） 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８６４－００５７ 

荒尾市大島１０-１ 

・九州産交バス 競馬場前下車徒歩１分 

・送迎は要相談 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９６８－５７－９６６８ 

FAX ０９６８－５７－９６７８ 

E メール one-piece@quartz.ocn.ne.jp 

提供可能な資源･情報 

就労移行支援事業 

・一般就労に向けた各種訓練 

・求職活動支援、職場見学支援、職場実習支援 

・就職後のフォローアップ 

作業の頻度 

月に８日間のお休み 

訓練時間  １０：００～１５：００（昼食休憩１時間） 

 ※職場実習時は、企業が指定する時間帯 

工賃 作業訓練で得た工賃を利用人数で均等割りした金額 

定員 ６名 

対象者 
一般企業で働きたいと望まれる障害（身体障害、知的障害、精神障害、

難病、発達障害）をお持ちの方で、６５歳未満の方。 

備考 トイレについては車椅子使用者対応 

地図 

 

ココ 



 

※平成 27年度新規 

機関・施設名 就労移行事業所 フィールド１ 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－００４１ 

大牟田市新栄町１６番５ 

・西鉄「新栄町駅」より徒歩３分 
・西鉄バス「新栄町南通り」バス停下車 向かい側 
・西鉄バス「新栄町北通り」バス停下車 徒歩１分 
・西鉄バス「旭町」バス停下車 徒歩１０分 
・バイク、自転車置き場あり 
・駐車場なし 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９４４－５９－２７７７ 

FAX ０９４４－５９－２７７８ 

ｱﾄﾞﾚｽ new.field.one@gmail.com 

提供可能な資源･情報 

就労移行支援 

・一般就労に向けた各種訓練 

・求職活動支援等 

・PC操作指導 

・施設外就労 

・軽作業 

作業の頻度 
週５日 （月曜日～土曜日） １０時から１６時の間の４時間 

ご本人の希望、訓練や作業の状況に応じて設定します。 

工賃 月額１５，０００円～ （能力に応じて） 

定員 １０名 

対象者 
・障害のある方で一般就労を希望される方。 

・６５歳未満の方。 

備考 

・雇用契約は結びません。 

・事業所内はバリアフリー対応です。 

・市町村福祉課で手続きをし、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 28年度新規 

機関・施設名 就労移行支援事業所 ティオ新大牟田 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３７－０９１０ 

大牟田市岩本新町２丁目９番地１０ 

ワークプレイス新大牟田 H－１ 
・新大牟田駅 徒歩１分 

・送迎あり 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９４４－８５－８７１５    受付時間 ９：００～１８：００（月～土） 

FAX ０９４４－８５－８７１６ 

E メール info@kibaru.jp 

HP http://kibaru.jp/ 

提供可能な資源･情報 

就労移行支援事業所 

・一般就労に向けた各種訓練、カウンセリング 

・求職活動支援（応募書類作成・面接対策）、職場定着等の支援 

・各種資格（受験料補助制度あり） 

・農業体験 

・就労相談 

作業の頻度 

訓練時間 

週２～６日 （月曜日～土曜日） １０時～１５時  （日、祝祭日を除く） 

ご本人の希望、訓練の状況に応じて設定します。 

工賃 なし 

定員 ２０名 

対象者 

・１８歳以上、６５歳未満で就労を希望される方 

・一般就労を目指す障害のある方、診療内科やメンタルクリニックの医

師の診断書をもらえる方。 

備考 

・見学、体験などお気軽にご相談ください。一人ひとりに合わせて個別サ

ービスを行います。 

・事業所内には階段、段差があります。 

地図 

 

ココ 

mailto:info@kibaru.jp


 

※平成 28年度新規 

機関・施設名 たんぽぽ大牟田中央サテライトオフィス 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８４３ 

大牟田市不知火町２－１－５ 

大牟田駅より徒歩５分、文化会館前バス停より徒歩１分 

・送迎はありません 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－５９－５８５５ 

FAX ０９４４－５９－５８５６ 

E メール：t-satellite@aroma.ocn.ne.jp 

http://www.shaho-keiai.jp 

提供可能な資源･情報 

○就労移行支援 

・資格取得、コミュニケーションプログラム等の実施 

・各機関と連携しながら職場実習等の職業準備訓練 

・就職後の職場定着支援 

作業の頻度 
週５日 ９：００～１５：００  

学習プログラム及び余暇活動等を月に１～２回土曜日に実施。 

工賃 工賃及び訓練手当はありません。 

定員 ２０人 

対象者 

・一般就労を希望する障がい（発達障がい・精神障がい）のある方で、

知識・能力の向上、実習、職場探しを通じ、適性にあった職場への就

労等が見込まれる方。 

・６５歳未満の方。 

備考 市福祉課で手続きを行い、受給の決定を受けることが必要です。 

地図 

 

ココ 



 

 

※平成 28年度新規 

機関・施設名 就労移行支援事業所 ティオ築町 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－０８４１ 

大牟田市築町４－１ 

・築町バス停降りてすぐ 

・送迎あり（要相談） 

電話番号 

FAX 番号 

e メールアドレス 

TEL ０９４４－３２－９６０４     受付時間 ９：００～１８：００（月～土） 

FAX ０９４４－３２－９６０５ 

E メール info@kibaru.jp 

HP http://kibaru.jp/ 

提供可能な資源･情報 

就労移行支援事業所 

・一般就労に向けた各種訓練、カウンセリング 

・求職活動支援（応募書類作成・面接対策）、職場定着等の支援 

・各種資格（受験料補助制度あり） 

・農業体験 

・就労相談 

作業の頻度 

訓練時間 

週２～６日 （月曜日～土曜日） １０時～１５時  （日、祝祭日を除く） 

ご本人の希望、訓練の状況に応じて設定します。 

工賃 なし 

定員 ２０名 

対象者 

・１８歳以上、６５歳未満で就労を希望される方 

・一般就労を目指す障害のある方、診療内科やメンタルクリニックの医

師の診断書をもらえる方。 

備考 
・見学、体験などお気軽にご相談ください。一人ひとりに合わせて個別サ

ービスを行います。 

地図 

 

ココ 

mailto:info@kibaru.jp


 

【【７７  ハハロローーワワーークク、、そそのの他他のの支支援援機機関関】】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 ページ 地図番号 

大牟田公共職業安定所（ハローワーク大牟田） １ ⑯ 

国立県営福岡障害者職業能力開発校 ２ ― 

福岡障害者職業センター ３ ― 

特定非営利活動法人 ひとびと福祉事業団 ５ ⑲ 

福岡県発達障害者支援センター あおぞら ６  



 

 

 

機関・施設名 大牟田公共職業安定所（ハローワーク大牟田） 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３６－００４７ 

大牟田市大正町６－２－３ 

（目印になる建物）松原中学校、大牟田社会保険事務所 

・西鉄大牟田駅西口より徒歩１０～１５分 

・駐車場あり 

電話番号 

FAX 番号 

TEL ０９４４－５３－１５５１（代表）  ０９４４－６９－０００９（直通） 

FAX ０９４４－５４－１５４０ 

提供可能な資源･情報 

・障害をお持ちの方との職業相談、職業紹介 

・求人募集を出している企業の求人票（一般・パート） 

・募集職種による企業の求人情報（一般・パート） 

・就業場所による企業の求人情報（一般・パート） 

対象者 
身体障害、知的障害、精神障害等をお持ちの方で、企業などで働く

ことを目指す方 

備考 

・窓口開設時間 

平日   ０８：３０～１７：１５ 

土日祝  お休み 

     

・来所相談の場合は障害者手帳をお持ちの方はご持参ください。 

・精神障害等で登録を希望される場合は、就労可能の医師の意見書

が必要になります。 

地図 

 

ココ 



 

※平成 26年度更新 

機関・施設名 国立県営福岡障害者職業能力開発校 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８０８－０１２２ 

北九州市若松区大字蜑住（あますみ）１７２８－１ 

北九州市営バス（ＪＲ折尾駅より） 

７０番二島行き 原牟田バス停下車 徒歩約１分 

７１番かんぽの宿北九州行き 大鳥居バス停下車 徒歩約５分 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９３－７４１－５４３１ 

FAX ０９３－７４１－１３４０ 

http://www. ｆukuoka-kunren.net/ 

提供可能な資源･情報 

・障害のある方が就職を目指して様々な技術を身に付ける職業訓練施

設です。 

・コンピュータ製図、プログラム設計、商業デザイン、ＯＡビジネス、

福祉住環境科、流通ビジネス科（５名は重度視覚障害の方を対

象）、総合実務（知的障害の方を対象）の科目があります。 

対象者 

○以下の条件のいずれかを満たし、就職の意志を有し、訓練面で

集団生活に支障のない方。 

１．身体障害者手帳を持っている、または取得可能な人。 

２．療育手帳または知的障害者と認める判定書を提出できる方。 

※身体障害、知的障害以外の障害（精神障害など）をお持ちの方はご

相談ください。 

備考 

１．定員：各科目２０～３０名 

２．訓練期間：１年～２年間 

３．申込みはお近くのハローワークへご相談ください。８月～１０月頃

（新規学卒対象）と１１月～１月頃（一般・新規学卒対象）に翌年

度の申し込みを受け付けます。選考は筆記試験と面接を行いま

す。 

４．寮設備があります。 

地図 
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※平成 28年度更新 

機関・施設名 福岡障害者職業センター 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８１０－００４２ 

福岡市中央区赤坂１－６－１９ ワークプラザ赤坂５F 

・地下鉄の場合 赤坂駅（２番出口）より約２００m（徒歩約３分） 

・バスの場合 西鉄赤坂門バス停下車すぐ 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９２－７５２－５８０１ 

FAX ０９２－７５２－５７５１ 

E-mail fukuoka-ctr@jeed.or.jp 

http://www.jeed.or.jp/ location/chiiki/fukuoka/ 

提供可能な資源･情報 

１．職業評価 

就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを

基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含

む、個人の状況に応じた支援計画（職業リハビリテーション計画）を

策定します。  

２．職業準備講習カリキュラム 

職業講話、事業所見学等を通じて、職業に関する知識を習得し

ていただくための支援を行います。 

３．職場復帰支援（リワーク支援） 

 うつ病等で休職している方のスムーズな職場復帰を支援しま

す。支援開始にあたっては支援対象者、事業主、主治医の合意が

必要です。支援対象者に対しては、生活リズムの立て直し、作業遂

行に必要な集中力や持続力向上、ストレスへの対処方法の習得を

支援します。事業主に対しては職場復帰にあたっての助言、援助を

行います。 

４．職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

就職又は職場適応に課題のある知的障害者、精神障害者、発達

障害者などの雇用の促進及び雇用の安定を図るため、事業所にジョ

ブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後を通じて

障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を行います。  

５．職業準備支援 

（１）センター内での作業支援 

センター内での作業を通じて、就職を目指すために必要な基本

的労働習慣の体得を支援するとともに、職業選択や就職にあたっ

ての配慮事項を明らかにしていきます。 

（2）職業準備講習カリキュラム 

職業講話、事業所見学、事業所での作業体験等を通じて、職

業に関する知識を習得していただくための支援を行います。 



 

 

 

 

 

（3）精神障害者自立支援カリキュラム 

センター内での対人技能訓練、簡易作業体験等を通じて、障

害特性等に配慮しつつ社会生活技能等の向上を図るための支

援を行います。 

（４）発達障害者就労支援カリキュラム 

問題解決技能、対人技能、マニュアル作成技能等の障害特性に

応じたトレーニングを通して、就職に向けての準備を支援します。 

６．事業主支援業務 

障害者雇用をお考えの事業主または雇用している事業主に対

し、障害者雇用を進めるためのあるいは定着に向けての助言、援

助を行います。また、ジョブコーチ支援などを活用しながら直接的な

支援を行います。 

７．関係機関に対する助言・援助業務 

  障害者の就労支援に関わる関係機関に対し、支援技法等に関す

る助言、援助を行います。また関係機関の職員に対し、支援の知

識、技術向上に向けた、「就業支援基礎研修」を実施します。 

対象者 

障害のある方 

民間企業で障害者の採用・人事・雇用管理を担当されている方 

就労支援機関の方 

備考 ご利用にあたっては、あらかじめ電話か FAXでご連絡ください。 

地図 
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※平成 25年度更新 

 

 

機関・施設名 特定非営利活動法人 ひとびと福祉事業団 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３５－００２４ 

みやま市下庄４０３－1 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９４４－６３－２９４６ 

FAX ０９４４－６３－２９４３ 

http://beauty.geocities.jp/hitobito17/index.html 

提供可能な資源･情報 

・職親制度事業（精神障害者対象） 

・ブルーベリー観光農園の管理（農作業） 

・さとうきび畑と黒糖づくり 

作業の頻度 規定はありません。相談に応じます。 

工賃 ・職親制度事業は１，０００円／日 

定員 規定はありません。 

対象者 ・働く意志を有する障害をお持ちの方。 

地図 
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※平成 28年度更新 

 

機関・施設名 福岡県発達障害者支援センター あおぞら 

所在地(目印)・最寄の

駅またはバス停・送迎

の有無 

〒８３４－０１２２ 

八女郡広川町一条１３６１－２ 

・ＪＲ西牟田駅より徒歩２０分 

・西鉄バス（50番）一条バス停より徒歩１０分 

・広川ＩＣより車で１５分 国道２０９号線 盛徳交差点より 

 東へ進み、右手にある筑陽会看板より南へ 

・送迎なし 

電話番号 

FAX 番号 

ホームページアドレス 

TEL ０９４２－５２－３４５５ 

FAX ０９４２－５３－０６２１ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.aozora-center.com 

提供可能な資源･情報 

発達障害のある方、もしくは発達障害的な特徴のために社会への適応

や日々の生活で困ったり悩んだりしている方からの相談を受けていま

す。また、発達障害のある方を支援している方からの相談や、発達障

害に関する研修講師派遣を行っています。 

対象者 

発達障害のある（疑いのある）子どもから大人の方とその家族の皆さん

が利用できます。また、支援に関わる関係機関（保健、福祉、教育、企

業等）の方々も利用可能です。 

備考 

・利用料 無料 

・相談時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

（土曜日・日曜日・祝日はお休みです） 

・相談は、予約制（お電話での予約が必要です） 

地図 
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８ 大牟田市社会資源地図 

 

①あじさい 

③サンローレル 

④ハーツ 

⑤大牟田市障害者協議会 ほっとかん 

⑥ふれあい自立舎 

⑦ふれんず 

⑧もやい 

⑨むつごろう 

⑩恵愛ワークセンター 

     ⑪どんぐり 

⑬たんぽぽ 

⑭エンゼル 

⑮恵愛園 

⑯ハローワーク 

㉙恵愛ワーク（店舗） 

     ㉞あおぞら 

     ㊴ウェルサービス 

     ㊵フィールド１ 

     ㊶フェリス 

     ㊷ともだちのいえ 

     ㊸びーず南 

㊹リード倉永 

㊺ティオ新大牟田 

㊻大牟田中央サテライトオフィス 

㊼ティオ築町 
 

 ㉙ ① 

③ 

④ 

⑤ 

⑬ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑮ 

⑪ 

 

⑥ ⑭ 

⑩ 

⑯ 

ﾏﾐｰｽﾞ 

㉞ 

㊶ 

㊵ 

㊴ ㊷ 

㊸ 

㊹ ㊺ 

㊻ 

㊼ 
㉙ 



９ みやま市社会資源地図 

 

⑰萠友園 

⑱山門清光園、サンシャイン 

⑲ひとびと福祉事業団 

○23障がい者支援センター ゆるり 

○24くすの木苑 

㉚サンビジネス 
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10 荒尾市、南関町社会資源地図 

 

⑳ 荒尾市小岱作業所  ㉛ アントレ 

○21  わがんせ      ㉜ ワンピース 

○22  なかま       ㊱ ちひろ 

○28  たいよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○20  

○21  

○22  

○28  

㉛ 
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11 柳川市社会資源地図 

 

㉕ 有明ワークステーション  ㉟ かけはし 

㉖㊲ はぁもにぃ       ㊳ ポラリス 

㉗ からたち作業所 

㉝ かおり園 

㉕ ㉖ 

㉗ 

㉝ 

㊲ 

㉟ 

㊳ 


