
 

 

 

 

 

 

 

 

障害者就労支援事業所一覧 

 

この資料は南城市内における障害のある方々の就労を支援する事業所の 

仕事・活動内容やその様子、魅力などをまとめています。 

（掲載されている情報は、平成 31 年 1 月時点の情報です） 

 

南城市役所 生きがい推進課 

TEL：098-917-5341 FAX：098-917-5427 
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就労センター 大樹 
 

 

 

 

就労移行支援 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 9:45 朝の会 

10:00 作業・訓練（15 分休憩あり） 

12:00 昼食・休憩 

13:00 作業・訓練（15 分休憩あり） 

15:30 清掃 

15:50 おやつ休憩・帰宅準備 

16:00 帰宅 

 

 

 

移行：施設外実習（近隣地域企業）、座

学プログラム、求職活動など 

B 型：パンの製造販売、木工、手工芸、

きくらげ栽培販売、野菜・花卉

の生産販売、施設外就労（堆肥

の袋詰め・機械のメンテナンス） 

 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（食事加算ありで 230 円） 

賃金：日給 450～1,300 円（実績） 

定員：40 名（現員：男性 36、女性 21） 

 

就労センター大樹は大きく分けて、4 つの作業と訓練

ブロックから編成されています。 

『パン工房大きな木』では、40 種類のパン、特製チー

ズタルト、Xmas のシュトーレンなどの製造（焼き）か

ら販売までを行っています。地域の 30 ヶ所で訪問販売

もしています。 

『クラフトスタジオ大樹』では、利用者それぞれの障

害特性や作業遂行能力に応じた、オリジナルの小物商品

作り（黒木ペンダント・カスタネット）や下請け作業（黒

糖小箱のラッピング）を行っています。 

『ファーム南城』では、南城市産キクラゲの生産・販

売を行っています。農園芸作業では、多種の野菜作りと

花卉園芸の生産・販売を行っております。また、施設外

就労では、2 か所の近隣企業でグループ就労し、施設外

支援では、近隣の介護施設で謝礼金（3～5 万円）いた

だきながら単独就労している方もいます。 

就労移行支援では、訓練プログラムとして、自己理解、

対人関係技能、ストレスマネジメントなどの座学、また

職業・作業評価を行うために、多種多様な作業種目にも

参加してもらいます。その後、企業から謝礼金（４～６

万円程度）をいただきながら実習を行うコースも準備し

ています。最終的には実習先や開拓した求人での面接を

経て、企業に就職し、定着を目指します。 

  

福祉サービスの種類 

主なスケジュール 

仕事・訓練内容 

その他 

１ 

詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-1203 南城市大里字大城 616 番地 6 

TEL：098-917-1032 FAX：098-917-1002 



 

ワークサポートセンター Four-leafくろーばー 
 

 

 

 

就労継続支援 A 型 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 8:30 出勤 

 9:00 作業 

12:00 昼食 

13:00 作業 

15:00 帰宅 

 

 

 

施設内：農作物生産販売、乾物委託作

業、野菜全般を中心とした軽

作業、πウォータ委託販売、

シート貼り作業 

施設外：ポスティング関連作業、農業

法人・農家さんと連携した農

作物生産活動、弁当の盛り付

け作業、野菜の袋詰め作業、

オペレーション作業 

 

利用者との“コミュニケーション”を大

事にすることで、利用者のやる気を引

き出し、作業能率や生産性の向上を目

指しています！ 

 

施設内作業は、主に女性職員がサポー

トし、細やかな対応を心掛けています。 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：A 型 時給 762 円程度 

   B 型 時給 200 円程度 

定員：30 名（現員：男性 21、女性 11） 

 

Four-leaf くろーばーは、利用者との『コミュニケー

ション』を大事にしており、『コミュニケーション』を

多くとることで、利用者のやる気を引き出し、能力向上

や良い社会生活に繋げていきたいと考えています。実際

に『コミュニケーション』を重視したことで、ほぼ毎日

出勤できるようになった利用者もいます。 

生産活動は、施設内作業と施設外作業の２種類があり、

施設内作業では、乾物作業やシール貼り、チラシ折り、

野菜の皮むきなどの作業を行っています。施設外作業で

は、畑作業や企業に出向して野菜の袋詰め、弁当の盛り

付け、オペレーションなどを行っており、様々な作業を

展開することで、利用者が特性に応じた作業を行えるよ

うにしています。また、利用者が色々な作業をすること

で、飽きずにやる気が維持できるようにしています。 

また、作業ばかりでは利用者のモチベーションが下が

るため、事業所でのイベントを企画し、交流と気分転換

を図っています。 

  

福祉サービスの種類 

主なスケジュール 

仕事・訓練内容 

その他 

２ 

詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-1206 南城市大里字仲間 1035 番地 2 

TEL：098-975-9797 FAX：098-975-9796 



 

ワークセンター 南城・就労移行 
 

 

 

 

就労移行支援 

 

 

 

 8:30 バイタルチェック・朝礼 

 9:00 作業・訓練（施設外就労や座学） 

12:00 昼食 

13:00 就職準備活動 

15:25 終礼 

15:30 帰宅 

 

 

 

座学訓練：コミュニケーション習得 

就労訓練：面接訓練・職場実習・求職

活動支援 

施設外就労：パッションフルーツの手

入れ（ツタ取り・受粉作

業）など 

 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：月給 13,700 円程度 

定員：６名（現員：男性 2、女性 0） 

 

“働きたい”を全力でサポートします！ 

（サービス利用期間：原則 2年間） 

『ワークセンター南城・就労移行』は、就労を希望す

る障害のある方に対して、生産活動や職場体験等の機会

を提供し、就労に必要な知識やスキル向上のための訓練、

就労に関する相談や支援を行います。一人ひとりの適性

に合った職場を開拓し、最終的には自立して長期間継続

して就労できることを目標に日々サポートしています。 

職業訓練では、これまでの就労経験や障害特性によっ

て個人ごとの課題が異なるため、個別支援計画を作成し、

その人にあった目標を立てて取り組みます。まずは、ピ

ッキング（商品取り出し）や数値チェック、ボールペン

の組立・分解などの様々な作業を用意しており、どのよ

うな作業に向いているか、どのようなことでつまずきや

すいかを把握します。 

次に、決められた作業を継続・集中して取り組む習慣

を身につけ、作業スピードや正確性を向上させます。ま

た、一連の職業訓練を通じて、挨拶や言葉遣い、服装な

ど職場にふさわしいマナーを学び、多種多様な職場に適

応できる人材の育成を目指します。 

また、実際に企業での実習の場も提

供しますので、訓練で培ったスキル

を発揮することで、自信を持って就

労意欲を高めることができるようサ

ポートします。その他にも生活リズ

ムの整え方やストレス・疲労との上

手な付き合い方なども支援し、企業やスタッフの方々と

連携しながら、働きやすい環境を一緒に築き、最終的に

は安定して働き続けられるような職場定着を図ります。 

当事業所から一般就労へ羽ばたいた方は多数います。

仕事に対してやりがいを持ち、仕事

以外でも楽しさを見つけるサポート

をいたしますので、私たちと一緒に

将来の目標を考えてみませんか？ 

  

福祉サービスの種類 

主なスケジュール 

仕事・訓練内容 

その他 

３ 

詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-1206 南城市大里字仲間 902 番地 1 

TEL：098-943-2073 FAX：098-943-2074 



 

ワークセンター 南城・たんぽぽ 
 

 

 

 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 8:30 バイタルチェック 

 9:00 作業・訓練 

12:00 昼食 

   （作業開始前にリズム体操・清掃） 

13:00 作業・訓練 

15:30 帰りの会・帰宅準備 

16:00 帰宅 

 

 

 

サーターアンダギー・お菓子作り 

EM 製品作り（ぼかし・石鹸） 

受託作業 

小物作り 

施設外就労・販売訓練 

軽農作業 

 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：月給 13,700 円程度 

定員：14 名（現員：男性 9、女性 5） 

 

『サーターアンダギー』の揚げ菓子商品作りを中心に、

色々なお菓子作りへも挑戦しています。それと同時に、

受託作業や EM 製品作りなど様々な分野の作業へ取り

組む事で、『働く』ことへの喜びに繋げています。 

また、すべての作業において利用者同士が連携して作

業を行い、一人ひとりが一つひとつの工程作業に関わる

ことにより、個々のできることを見つけ『働く』『仕事』

への意識を高めています。 

そして、それらの作業を通して地域との関係性を築き

『共生』への社会参加に努めています。また、心身とも

に本人らしい『生き方と喜び』が見つけられるように寄

り添い、共に学び、新しい発見をすることで日々成長す

るようなお手伝いをしています。 

『サーターアンダギー』は近隣の JA ファーマーズや

かりゆし市などで販売しています。原材料にこだわり、

地元大里の宮城農場の自然赤卵、国産小麦粉、沖縄県産

黒糖・三温糖を使用しています。事前連絡にて、大量注

文も承っています。どうぞ宜しくお願いいたします！ 

【商品ラインナップ】 

・自然派サーターアンダギー 

（5 個入 250 円／10 個入 480 円） 

・ゴマ菓子 

・サーターアンダギーラスク 

・杏仁豆腐 

・ティラミス 

・さん御守り 

・シーサークラフト 

・シェルキャンドル､ 

・EM 液体／固形石鹸 

・EM ぼかし…etc. 

  

福祉サービスの種類 

主なスケジュール 

仕事・訓練内容 

その他 

４ 

詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-1206 南城市大里字仲間 902 番地 1 

TEL・FAX：098-882-8857 



 

ワークセンター さち・さしき 
 

 

 

 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 8:30 バイタルチェック・朝の会 

 9:00 作業・訓練 

12:00 昼食 

13:00 作業・訓練 

15:30 帰りの会・帰宅準備 

16:00 帰宅 

 

 

 

施設外就労（老人福祉センター清掃） 

受託作業（施設清掃作業など） 

オープンガーデン冊子作り（年２回） 

資源ごみ回収・販売 

リサイクル解体・分別 

手作り小物 

（お守り・アクセサリーなど） 

PC 訓練（バイタル記録表の入力・毎月

の予定表作成など） 

販売訓練 

（手作り・リサイクル商品の販売） 

 

月２回程度、外出しての体験活動やク

リスマス交流会、スポーツ交流会など

のイベントを開催！ 

 

毎週金曜日に手話ダンス講習あり！ 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：月給 13,700 円程度 

定員：10 名（現員：男性 7、女性 3） 

 

佐敷老人福祉センター内に事業所を構えて 21 年、地

域に密着し、地域の方々に愛され、たくさんの皆様に協

力をいただき運営しています。すべてのシーンにおいて

声掛けをしていただき、利用者も笑顔で作業に取組む事

ができています。 

現在、利用者 10 名と支援員 3 名で日々の作業に取り

組んでおり、主にリサイクル品の回収・分別・販売を行

っています。曜日ごとに回収先が変わるので、朝の会で

当番を決め、全員で取り組めるようにしています。回収

して来た古紙・アルミ缶などの分別も、利用者それぞれ

で得意としている分野があり、集中して行っています。 

小物作り（手芸）も行っていて、くるみボタンでお守

りやリサイクル布でシュシュ・ヨーヨーキルト・コース

ターなどを手作りしています。また、年に 2 回は冊子詰

めの受託作業にも取り組んでいます。10 年間受託して

いるため、みんな要領が良く、年々作業効率が上がって

います。「早くできた」と誇らしげな笑顔が見られます。 

また、休日に事業所を開所しての体験活動（バス乗車

訓練・図書館利用・バザーな

どでの販売訓練）も楽しんで

います。年の初めには、初詣・

新年会でカラオケへ行き、新

しい年を気持ちよくスター

トさせています。 

  

福祉サービスの種類 

主なスケジュール 

仕事・訓練内容 

その他 

５ 

詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-1206 南城市佐敷字新開 1番地 240 

TEL・FAX：098-947-4880 



 

ワークセンター さち・ゆり 
 

 

 

 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 8:30 バイタルチェック 

 9:00 作業・訓練 

12:00 昼食 

13:00 作業・訓練 

15:30 帰りの会 

16:00 帰宅 

 

 

 

施設外就労（社会福祉センター清掃） 

受託作業（倉庫内シール貼りなど） 

米選別作業・米配達 

小物作り 

（お守り・勾玉・マスコットなど） 

 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：月給 13,700 円程度 

定員：10 名（現員：男性 6、女性 6） 

 

みんな仲良く会話が絶えない、明るく

楽しい事業所です！ 

 

ゆり事業所は世界遺産の斎場御嶽、ニライ・カナイ橋、

がんじゅう駅、地域物産館、知念岬公園といった観光名

所のすぐ近くにある知念社会福祉センターの敷地内に

あり、いつもたくさんの観光客で賑わっています。神聖

な斎場御嶽のスピュリュチュアル効果を受け、利用者は

みんな仲が良く穏やかで、会話と笑い声の絶えない明る

く楽しい事業所です。 

主な仕事は、米の精米・販売事業、受託作業として施

設清掃や企業先でのシール貼り作業などを行っていま

す。また、手芸・工芸品として南城市の公式キャラクタ

ーの『なんじぃ』を模った干支マスコットや久高島の塩

を使用した御守り、斎場御嶽から出土した勾玉をモチー

フに木製の勾玉ストラップなどを作成し、販売していま

す。 

特に斎場御嶽の倒木で作った『木製勾玉ストラップ』

は南城市のお墨付きをいただき、『沖縄南城セレクショ

ン 2016』受賞商品となっています。細かな工程作業が

必要ではじめはうまくできませんが、訓練を重ねる事で

徐々にできるようになりました。みんなで協力して、ひ

とつの物を作りあげるため、連帯感や達成感などが感じ

られ、就労で得る喜びを知る事ができます。一人ひとり

の可能性を見いだし、物作りを通してそれぞれの存在価

値を共に高めていけたらと思います。 

  

福祉サービスの種類 

主なスケジュール 

仕事・訓練内容 

その他 

６ 

詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-1511 南城市知念字久手堅 452番地 

TEL・FAX：098-948-4155 



 

ワークセンター 南城・たまぐすく 
 

 

 

 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 8:30 バイタルチェック・朝の会 

 9:00 作業・訓練 

12:00 昼食 

13:00 作業・訓練 

15:15 全体清掃 

15:30 帰りの会・帰宅準備 

16:00 帰宅 

 

 

 

施設外就労（福祉センター清掃） 

受託作業（清掃・農園作業） 

EM 製品作り 

（液体石鹸・固形石鹸・ぼかし） 

リサイクル活動 

（アルミ缶・古紙・瓶の回収販売） 

社会活動（地域行事参加など） 

 

 

 

送迎：あり 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：月給 13,700 円程度 

定員：1４名（現員：男性 6、女性 8） 

私たちの事業所は、玉城福祉センターの一角にあり、

自然豊かな環境の中、『仲良く、明るく、楽しく』を目

標に、就労生産活動にのびのびと取り組んでいます。明

るく個性豊かな利用者からは、笑顔と笑い声が絶えず、

賑やかな雰囲気です。 

利用者一人ひとりに合わせた仕事（作業）を選び、個々

のペースで無理なく取り組めるようスタッフとコミュ

ニケーションを取りながら、共に考え、達成させる喜び

を分かち合い、自分自身に自信が持てるような支援を行

っています。 

現在の主な仕事としては、受託作業で福祉センターや

志喜屋多目的広場の清掃、農園作業、種の袋詰め、リサ

イクル活動、EM 製品作りなどがあります。 

リサイクル活動では、アルミ缶・ビン・古紙などの回

収を通して地域の方々と触れ合い、交流を深め、地球に

優しい活動に誇りを持てるように支援しています。 

また、開所当初からのオリジナル商品として、『EM 液

体月桃石鹸・EM 固形石鹸』があり、

月桃の香り豊かな石鹸は地元をはじ

め、県内外から多数の注文をいただ

く人気商品となっています。原料に

月桃とアロエがたっぷりと入ってお

り、1 ヶ月もの間、毎日ゆっくりとか

き混ぜ、丁寧に造られる愛情たっぷりの石鹸です。 

また、作業だけではなくイベントや行事などの社会活

動を月に 2 回ほど行っており、調理

実習や買い物学習、公共交通機関の

利用の仕方、外食でのマナーなどを

学び、社会性の経験値を積んでいけ

るよう取り組んでいます。 
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詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-0603 南城市玉城字百名 1252 番地 

TEL・FAX：098-949-7887 

笑顔・笑い声の絶えない事業所です！ 



 

楽ワーク福祉作業所 
 

 

 

 

就労移行支援 

就労継続支援 A 型 

就労継続支援 B 型 

 

 

 

 9:30 バイタルチェック・出勤確認 

 9:50 朝礼・手話の練習 

10:00 作業・訓練 

12:00 昼食 

13:00 作業・訓練 

15:00 片付け・掃除 

15:15 帰宅 

 

※Ａ型は 7:00～15:00 の間で 5 時間程

度の勤務です。 

 

 

 

移行：パソコン訓練、就職準備（面接

対応や履歴書作成など） 

A 型：農作物の生産（小松菜・チンゲ

ン菜など） 

B 型：クラフト制作（バッグや小物）、

養蜂作業（ミツバチの飼育・蜂

蜜の瓶詰・ラベル貼り・蜜源植

物の植付け管理など）、野菜の出

荷作業、加工食品の製造（平成

31 年 4 月頃開始予定） 

 

 

送迎：あり（Ａ型は無し） 

昼食：あり（食事加算ありで 250 円） 

賃金：移行・B 型 月給 20,000 円程度 

   A 型 時給 762 円程度（県最低賃金を保証） 

定員：39 名（現員：男性 23、女性 13） 

 

南城市玉城地区を中心に約 3,000 坪の広大な農地を

借受け、早朝から小松菜の収穫に汗を流しています。A

型メンバーが丹精込めて種を蒔き、水やりをし、収穫し

た新鮮な野菜をＢ型メンバーが引き継いでその日のう

ちに出荷しています。その量は一日 200kg 以上。県内

で 1 ヶ所から出荷される量としては最大規模になって

います。農業と福祉の連携を開始して約 5 年、ここまで

の生産体制を作ることができました。 

また、新たな試みとして平成 29 年 9 月からミツバチ

の飼育を開始し、沖縄県産生はちみつを生産しています。

愛らしいミツバチの姿や羽音に心を癒される方もチラ

ホラ。生産した『百花はちみつ』は『沖縄南城セレクシ

ョン 2018』に認定され、南城市の推奨品として斎場御

嶽近くの南城市地域物産館で販売されています。 

Ｂ型の室内作業ではクラフト制作でなんじぃストラ

ップやバッグ、小物などを作っています。強度やデザイ

ンなどにこだわりを持って制作しているためリピータ

ーが多い商品です。 

平成 31 年 4 月頃には加工施設を新設し、農産物を使

った加工食品の製造を開始する予定です。生鮮野菜がメ

ンバーの手によって新たな形に変わり、更なる価値を生

み出す。そんな良い循環が生まれてくることに期待して

います。 
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詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-0615 南城市玉城字堀川 511 番地 

TEL：098-948-2023 FAX：098-894-9455 



 

就労サービス支援 ファミリーガーデン南城 
 

 

 

 

就労継続支援 A 型 

 

 

 

 9:00 朝礼 

 9:15 作業 

10:30 休憩（10 分間） 

12:00 昼食・休憩 

13:00 作業 

14:00 休憩（10 分間） 

14:50 片付け → 15:00 帰宅 

 

 

 

園芸：ポットへの土入れ作業、ロス苗

の回収・廃棄作業、培養土袋詰

め、カゴ集め、鉢上げ、苗の植

え替え、花の製品作りなど 

 

 

 

送迎：あり（個人負担あり） 

昼食：あり（個人負担あり） 

賃金：時給 762 円程度 

定員：10 名（現員：男性 5、女性 0） 

 

今後も採用予定です。作業内容はその

日の体調などを考慮し、無理のないよ

う働きやすさを重視しています。 

就労継続支援 A 型事業所『ファミリーガーデン南城』

は平成 30 年 9 月に開所した新しい事業所です。 

現在、活躍している皆さんは、ほぼ同じ時期に利用を

開始しており、仲間同士で声を掛け合い、助け合いなが

ら楽しく仕事をしています。仕事の内容は 20 年ほど前

から営んでいる園芸（花や野菜の苗の生産、販売）がメ

インです。 

仕事場は、大通りから少し入ったさとうきび畑に囲ま

れたのどかな場所にあり、約 3,000 坪の土地にビニール

ハウスを構え、花と緑に囲まれた環境で和気あいあいと

楽しく仕事をしています。 

福祉の事業所としてスタートしたばかりではありま

すが、利用者の皆さんに寄り添い、心のよりどころとな

れるよう頑張っていこうと思っています。今後は畑での

野菜の生産にも力を入れる予定です。 

自分の育てた植物の成長を実感し、出荷されるまで見

届けることはとてもやりがいがあります。園芸のプロが

一人ひとりにあったお仕事を丁寧に指導します。南城の

気持ちいい風にふかれ、自然の中で私たちと一緒にお仕

事を頑張ってみませんか？ 

※事業所にて苗の直売も行っております。 

お気軽にお立ちより下さい！ 
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詳細についてはお気軽に問い合わせください！ 

〒901-0612 南城市玉城字當山 478 番地 2 

TEL・FAX：098-975-5646 


