障害者就労施設等一覧（高知県内）
※就労継続事業所（Ａ型・Ｂ型）
市町村名

Ｈ２９．１２．１時点

事業所名

運営主体

電話番号

就労支援事業

青い空

(非)脳外傷友の会
高知 青い空

088-803-4100

障害福祉サービス事業所
あさひ・はばたき

(非)あさひ会

088-822-5023 廃棄銅線リサイクル、下請け（ポケットティッシュ袋詰め）、農作業、クッキーの製造販売等

アルベーテ

(福)ファミーユ高知

088-842-1921 印刷、クリーニング、パン販売、軽作業、農芸

維新工房きらり

(福)香南会

088-805-2514 クリーニング・チルド加工食品

(福)ファミーユ高知

088-820-1221 クリーニング業務

(福)ファミーユ高知

088-820-1221 軽作業、パン珈琲販売業務、クリーニング業務、清掃業務、DM作業、自社製品作成、各検品作業

おしごと画楽

(有)ファクトリー

088-878-8765

オーシャンクラブ

(福)てくとこ会

088-837-3312 軽作業（お茶包装、袋詰め、箱折り、いりこ割り作業）、清掃作業

オーシャンクラブ２

(福)てくとこ会

088-856-7522 ケーキ・菓子製造販売

就労サポートセンターかみまち

(非)ブルースター

088-872-2644 グループ就労（チラシ配布、清掃作業等）、座学（イベント企画、部活動等）

指定就労継続支援Ｂ型事業所
きずな

(福)高知市社会福祉協
議会

088-873-7790 ティッシュの袋詰め、廃油パット詰め、施設・公園の清掃、農作物の栽培及び販売

こだかさ障害者支援センター

(福)小高坂更生
センター

088-873-0821 木工（鳴子他）、洋裁、軽作業（袋詰め）、理美容、鍼灸・マッサージ、喫茶

サスケ設計工房南国

サスケＩＴサービス
（株）

088-821-7515 鉄骨図面（ＣＡＤ）、IT関連

サポートぴあ

(福)土佐あけぼの会

088-837-8277 データ入力、テープ起こし、原稿入力、版下作成印刷、パソコン教室、ＨＰ作成

さんかく広場

(福)さんかく広場

088-822-2523 天然酵母パンの製造販売、焼菓子製造販売、内職（みょうが仕分け・袋つめ、箱折り等）

昭光園

(福)昭和会

088-884-6128 パン・洋菓子製造販売、ふわふわパン工房“奏”の運営

すずめ旭天神センター

(福)すずめ福祉会

088-828-4466 洋菓子製造販売、手芸品製造販売、清掃作業、下請け作業、燻製品製造加工販売

すずめ共同作業所

(福)すずめ福祉会

088-883-6011 印刷（名刺、封筒、ゴム印、アクリル板、布等）、陶芸、洗濯バサミ、喫茶業務

障害者福祉サービスセンター
ウェーブ
就労継続支援A型オウンパス
障害者福祉サービスセンター
ウェーブ
就労継続支援B型スウェル

高次脳トレーニング、浄水器カートリッジ分解・分別、ガスメーター分解・分別、レザークラフ
ト、農作物分別

山、畑（農作業）・クラフト（軽作業、販売、接客、パフォーマンス）・アート（作品づく
り）・デザイン

高知市

せるぽ

せるぽ(株)

088-855-6101 アンケート調査、テープ起こし、ＷＥＢ製作、ＤＴＰ等

ライフ・ステージ

蒼空舎

(福)こうち福祉会

088-894-5556 畑・原木椎茸・露地野菜・花卉ポット等、野菜下処理、清掃業務、手袋製造販売

ライフ・ステージ

第２あおぞら

(福)こうち福祉会

088-823-8832 リサイクル回収販売、食品販売、メール便配達、清掃、荷物運搬処理等の請負

(福)太陽福祉会

088-802-3150 お弁当製造販売、食肉・惣菜等の製造、加工請負業務、軽作業（製品の袋つめ、シート折り等）

(株)四国ライフケア

088-837-9330 農業（野菜づくり）、野菜加工作業、アルミ缶リサイクル、軽作業、高齢者施設での清掃等

涅槃の家

(福)ねはんの会

088-894-5100 らっきょう・黒砂糖の栽培・加工・販売、野菜の袋詰めなど各種受託作業

野いちごの場所

(福)土佐あけぼの会

088-880-4830 菓子製造販売、施設外作業：ニラ結束作業、自販機清掃作業

障害者福祉サービス事業所
びーねっと

(非)フリー
スペース・びーねっと

088-850-0385

作業所ひまわり

(福)高知県知的障害者
育成会

088-832-3200 喫茶業務、メンテナンス

広場さんばし

(福)さんかく広場

088-856-8866 喫茶業務、委託調理製品製造、いりこ加工

ポーチカ

(非)るーちぇ

088-855-6402 紙製品加工・袋詰め、菓子袋見本等加工

みどり作業所

(非)みどりの手

088-872-4886 公園除草・剪定・清掃、運搬、不用品分別、自販機清掃、農作業（ニラ等）

めざめ

(福)ＴＯＳＡいづみ

088-872-7851 ティッシュ袋詰め・お菓子箱折り、公園清掃

作業所もえぎ

(非)高知県自閉症協会

088-841-9576 はぶ茶栽培加工、喫茶・売店、トマトハウスほか受託業務

Ｒｅｎｅｅ福祉サービス

(非)まぁるい心
ちゃれんじどの応援団

088-855-4141 洋菓子・パン製造販売、喫茶業務、施設園芸・販売

Life time

(非)Life time

088-821-8537

リットの風

(非)秦ダイヤライフ福祉会 088-846-2283 高齢者施設の清掃、喫茶業務、農業

ワークセンター太陽

多機能型就労支援事業所

虹の夢

銀、珊瑚、黒壇、象牙、夜光貝等によるアクセサリー製造と販売、ソフト開発、パソコンサポー
ト事業

浄水器カートリッジ分解・分別、製材品検品・梱包、アクリルキーホルダー、餌木、農耕、ジュ
エリークラフト作業
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障害者就労施設等一覧（高知県内）
※就労継続事業所（Ａ型・Ｂ型）
市町村名

高知市

Ｈ２９．１２．１時点

事業所名

運営主体

電話番号

就労支援事業

就労継続支援B型事業所
ユウアンドアイ

ユウアンドアイ（株） 088-881-5100 農作物の袋詰め作業

ワークシェアいきいき

（福）ふるさと自然村 088-878-3304 清掃

ワークスみらい高知１
（研修センターみらい）

(非)ワークスみらい高知

088-854-5577 内職系軽作業（アクセサリー等の加工作業、製品袋詰め等）

ワークスみらい高知２
(m's factory)

(非)ワークスみらい高知

088-879-0345 弁当・うどん製造・販売

ワークスみらい高知３
(sweets factory)

(非)ワークスみらい高知

088-879-0345 ケーキ・どらやき製造販売・飲食店

ワークスみらい高知４
(甘味茶寮さくらさく。)

(非)ワークスみらい高知

088-879-0345 飲食店・ホール・厨房補助

ワークスみらい高知５
(土佐バル・シアター・美術館)

(非)ワークスみらい高知

088-879-0345 飲食店・ホール・厨房補助、美術館作業

「ワークスみらい高知６」
ひだまり小路土佐茶カフェ

(非)ワークスみらい高知

088-879-0345 飲食店・ホール・厨房補助

就労支援センターコーケン

(株)コーセー

088-862-3886 水道メーター製造・分解、ガスメーター及びバルブ分解、パンフレット等梱包

コージー

(福)コージー南国

088-862-1084 菓子箱折り、手袋形成、おくら袋詰め

ウィール社

(福)土佐厚生会

088-862-3455 印刷、精米、衛生用品・ティッシュ等の袋詰め、いりこ分解作業

就労支援事業所からふる

(非)うーたん

088-879-8012 箱折り・シール貼り・弁当箱折り・箸入れ・ウエス裁断加工・ＰＰマスクカット、手袋形成等

きてみいや

(福)きてみいや

088-878-6399 農産物の生産・販売、除草、木工製品のシール貼り・四万十甘栗栽培

就労支援センターコーケン第二

(株)コーセー

088-862-3886 水道メーター製造・分解、ガスメーター及びバルブ分解、見守り機器製造・販売

ウエルジョブ＆キッチンやまだ

(福)土佐香美福祉会

0887-57-2099 弁当製造、調理補助、清掃業務

SORA

(福)高知県知的障害者
育成会

0887-52-0101 配食事業及び施設清掃

ワークセンター白ゆり

(福)愛成会

0887-52-1160 各種クリーニング：ホテルリネン、白衣、コック服、玄関マット、買い物カゴ等

ワークセンター第二白ゆり

(福)愛成会

0887-57-0358 布団セットリース・クリーニング（布団、毛布、施設利用者の衣類等）

安芸市ワークセンター

(福)安芸市身体障害者
福祉会

0887-34-3644 機械部品組立、工芸品（干支土鈴）、木工レーザー加工、UVプリンター（印刷）

共同作業所

(非)ホップあきの会

0887-34-1438 リサイクル（アルミ缶・古紙回収）、菓子製造（クッキー・ジャム等）、清掃業務

ゆうハート安芸

(非)ゆうハート安芸の会

0887-34-8286 公園清掃・剪定及び除草作業、企業受託作業

Miraie

(福)安芸市身体障害者
福祉会

0887-34-1733 焼き菓子、洋菓子、柚子生茶製造販売

香南くろしお園

(福)高知県知的障害
者育成会

0887-55-3130 花卉栽培、農産物栽培、食品加工、霊園等清掃、各種請負事業

風車の丘あけぼの

(福)土佐あけぼの会

0887-56-4530 菓子製造販売（自主製品、受託商品）、農産加工品製造

フレンドリー

(福)安芸市身体障害者
福祉会

0887-54-1601 部品組立、紙加工、箱折り、衛生品包装、ペットフード製造、廃油処理袋包装

みかんの丘あけぼの

（福）土佐あけぼの会

0887-50-6566 菓子製造販売（自主製品、受託商品）、農産加工品製造

多機能事業所「アオ」

(福)高知県知的障害者
育成会

0880-34-6670 弁当の製造・販売・配達、公園・官公庁の清掃、受託事業

土佐しまんと本舗

(有)和

0880-35-0365 お弁当・お惣菜

あゆみ共同作業所

(福)あゆみ福祉会

0880-37-4725 ケーキ・クッキー製造販売、企業受託作業、リサイクル業等

共同作業所「きっと」･「森の
いえ」

(非)四万十なかまの会

0880-34-1963

四万十工房

(福)一条協会

0880-34-2711 木材加工品製造販売（フローリング、ピーリング）

福祉工場「中村」

(福)幡多手をつなぐ育
成会

0880-37-6300

ぴーす

(非)ぴーす

0880-52-1333 木工製品、しまんとＡＩ製造販売、清掃等受託業務、農作物

共同作業所ほっとハート

(福)ほっとハート

0880-34-2373 ソース類製造、菓子製造販売、企業受託事業

共同作業所

(非)むろとうみがめの会

0887-23-3245 パン・洋菓子製造販売、喫茶業務、ゆず皮加工、清掃、割箸袋詰、水道メーター分解作業

高知市
南国市

南国市

南国市
香美市

香美市

ホップあき

安芸市

香南市

冷凍加工食品の製造及び販売

きっと：お菓子、縫製の製造販売、内職業務
森のいえ：木炭、野菜の製造販売

四万十市

室戸市

むろとうみがめ

縫製の仕上、清掃、メンテナンス、と畜作業等、梱包作業、しまんとＡＩ（環境浄化培養液）製
造販売
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障害者就労施設等一覧（高知県内）
※就労継続事業所（Ａ型・Ｂ型）
市町村名

Ｈ２９．１２．１時点

事業所名

運営主体

電話番号

就労支援事業

カトレア

(福)土佐厚生会

088-828-5252 生姜他野菜乾燥チップ製造・請負・販売、野菜・果物のパウダー製造・販売、喫茶業務

第２太陽福祉園

(福)太陽福祉会

088-852-7332 農耕（水耕栽培、トマト、菌床栽培）、食品製造、洗濯業務、軽作業

つくし作業所

(福)つくしの会

088-852-5618 菓子製造販売、野菜のパック詰め、軽作業

作業所土佐

(福)土佐福祉会

088-852-4200 ＥＭボカシ製造販売、土佐市指定ゴミ袋の配送業務、農耕、クッキー製造販売

就労支援事業所ひかりの村

(福)光の村

088-856-1060 おせんべい製造、企業からの委託作業

(福)須崎育成協会

0889-42-3115

社会就労センター山ももの家

(福)須崎市福祉事業協会

0889-42-5090 ティッシュ袋詰め、野菜の加工、化粧箱の組み立て、精密部品の組み立て等

共同作業所

(非)ゆら･ら

0889-40-0010

就労支援センター「らいふ」

(福)高知県知的障害者
育成会

0889-42-2935 洋菓子製造販売、軽作業、企業受託作業、手芸品製造販売

就労継続支援Ｂ型事業所
「あさぎり」

(福)さくら福祉事業会

0880-22-4638 受託事業、トイレットペーパー販売、環境微生物販売

就労継続支援多機能型事業所
しまんと創庫

(有)西宮物産

0880-22-3741 陶芸・ニラ個装・部品組み立て・農業・軽作業

就労継続支援Ｂ型事業所
「やまびこ」

(福)さくら福祉事業会

0880-29-4777 受託事業、トイレットペーパー販売、環境微生物製造販売

作業所

(非)由菜の里

0880-22-3702 軽食喫茶業務、弁当製造販売、洋菓子製造販売、清掃業務、受託作業

ワークセンターすくも

(福)高知西南福祉協会

0880-63-5650 花卉、農作物、軽作業

なないろ工房

(非)かざぐるま

0880-66-2709 草刈り作業、焼菓子製造

ひかり共同作業所

(非)ひかりの会

0880-67-2902 洗濯業務、食品加工（焼菓子、味噌）、受託作業（野菜、果実の袋詰め）

就労支援事業所ひだまり

(福)高知西南福祉協会

0880-63-2960 花卉、農作物等販売

(福)さんご福祉会

0880-82-0774 公園清掃（管理・草刈り）・墓掃除・缶リサイクル・喫茶店事業

こじゃんとはたら来家さかわ

(非)わくわく
ライフステージ

0889-22-7887 コロッケ製造販売、石けん製造販売、野菜の加工、袋詰請負事業、農耕事業他

就労継続支援Ｂ型事業所
さくら福祉事業所

(福)さくら福祉事業会

0889-22-2113 受託事業、トイレットペーパー販売、木工品製作、いきいき百歳体操バンド・重り販売

ほほえみ

（株）太陽

0889-22-5585 自動車部品組立

第２香南くろしお園

(福)高知県知的障害
者育成会

0887-33-3670 花卉販売（生産販売、植栽）土販売、花壇管理、清掃業務

多機能型事業所ワークチャンス

（株）ワークチャンス

0887-32-2227 弁当製造、スイーツ製造、IT関連作業、清掃

日高村

ライフファクトリー茂平

(非)日高わのわ会

0889-24-4004 清掃作業、ティッシュ詰め、喫茶、シール貼り、農作業、弁当配達

三原村

共同作業所

(非)つながり

0880-46-3233 パン、惣菜、干し大根の製造販売、昆布の袋詰め、化粧用品組立、農業

就労継続支援Ｂ型事業所
「なのはな」

(福)さくら福祉事業会

088-850-4950 受託事業、トイレットペーパー販売、環境微生物販売

作業所ら･ら･ら

(非)ら･ら･ら会

088-893-6411

大豊町

障害者就労継続支援Ｂ型
ワークセンターファースト

(福)土佐厚生会

0887-72-1570 衛生用品・酒類・銀不老豆・碁石茶の袋詰、包装、入浴剤封入、印刷窓口、農作業

越知町

就労継続支援Ｂ型事業所
どんぐり

(福)さくら福祉事業会

0889-20-1116 受託事業、トイレットペーパー販売

ジョブなしろ

(福)土佐七郷会

0880-43-4666 グァバドリンク製造販売、グァバゼリー・マンゴーゼリー製造販売、グァバ茶加工販売等

共同作業所

(非)ニコの種

0880-55-3356 自主製作製造品販売（貝アート、さをり織り、食品加工）、受託作業、販売事業

土佐市

須崎市
多機能事業所ＳＴＥＰ
中土佐町

須崎市

ＯＮＥ

ゆら･ら

ししとうパック詰め、缶リサイクル、みつ葉下葉処理、請負作業（須崎市清掃作業、ＪＡ作業、須崎青果作
業）

福祉センター清掃、喫茶営業・菓子製造販売、農園、シシトウパック詰め、ケーブルTVチラシ配
布

その他

四万十町

由菜の里

宿毛市

土佐清水市 さんごはうす共同作業所

佐川町

芸西村

わらわら

いの町
移動販売車での販売（ｺﾛｺﾛ鰹・たこ焼・他）、施設外就労、ﾃｨｯｼｭ下請け、アルミ缶回収、町指定ごみ袋の
販売

黒潮町
ニコの種

津野町

どんぐり農園グリューネ

(福)津野町社会福祉
協議会

0889-62-2355 花木・野菜生産販売、もみの木レンタル、喫茶業務、洋菓子製造販売、清掃作業

土佐町

れいほくの里どんぐり

(非)れいほくの里
どんぐり

0887-82-2550 パン・焼き菓子製造販売、施設清掃請負、季節の農作業等

(福)中土佐町社会
福祉協議会

0889-52-4303 飲食店・弁当・食品注文販売・よろずai製造販売・リサイクル資源物中間処理

中土佐町 鰹乃國の萬屋

本山町

りんどう

(福)本山育成会

0887-76-2811 農作物販売、ＥＭ肥料製造販売、古紙・アルミ缶リサイクル収集、施設外実習

梼原町

竹ぼうきの会

(非)梼原竹ぼうきの会

0889-65-0320 菓子類の製造販売、ＰＰバンドによるかご作り、イベント等での販売、喫茶業務
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