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運営主体 事業所名 事業種別
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番号

きらめき工房あおやま 就労B型・生活介護 1P

きらめき工房いが 就労B型・生活介護 2P

工房楽々あやま 就労B型・生活介護 3P

プレイヤード作業所 就労B型 4P

太陽作業所 就労B型・生活介護 5P

上野ひまわり作業所 就労B型・生活介護 6P

びいはいぶ 就労B型 7P

ふっくりあハウン 就労移行・就労B型・就労定着 8P

ふっくりあモォンマール 就労A型・就労B型 9P

NPO法人アイ・コラボ
レーション伊賀

アイ・コラボレーション伊賀 就労B型 10P

NPO法人めぐみの会 ぱとな 就労A型 11P

えん伊賀農場・えん伊賀移行農場 就労B型・就労移行・就労定着 12P

いがぐり工房 就労B型 13P

㈱やさいの戸島屋 としまやおおのき 就労A型 14P

NPO法人伊賀の友 伊賀の友 就労移行 15P

NPO法人ハッピーファー
ムMKT

ハッピーファームMKT 就労B型 16P

NPO法人和音の会 ゆらゆら工房 就労B型 17P

ラピーヌ夢ファーム㈱ ラピーヌ夢ファーム株式会社伊賀農場 就労A型 18P

農業生産法人㈱夢活菜 夢活菜本部農場 就労B型 19P

喜楽里 あらくさ 就労B型 20P

洗心福祉会

伊賀昴会

維雅幸育会

NPO法人えん

ガイドブック運営主体別一覧（伊賀市）



運営 社会福祉法人　洗心福祉会

事業所名 きらめき工房あおやま

事業種別 就労継続支援Ｂ型・生活介護

利用定員
就労Ｂ型：10人（令和2年4月より）
生活介護：10人（令和2年4月より）

営業日 平日　09：00 ～ 16：00

休業日
原則として土・日・年末年始
（月に1回、余暇支援を土・日・祝日で実施）

作業工賃 月額平均工賃(R2年3月末時点） 5,190円

送迎
有　　　旧青山町（その他応相談）
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　363円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　 　/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518－0226
伊賀市阿保2026番地

電話番号 0595-53-0135

ホームページ http://www.sensin.or.jp

〈事業所の特色・コメント〉

　きらめき工房あおやまは、平成１７年４
月「伊賀市授産施設きらめき工房青山分
場」として開所いたしました。
　平成２１年に社会福祉法人洗心福祉会が
指定管理者として管理運営させていただ
き、平成２４年４月からは、障害者自立支
援法に則り、就労継続支援Ｂ型(１４人）、
生活介護（６人）の多機能型支援施設「き
らめき工房あおやま」と名称新たに出発い
たしました。令和２年４月より定員変更を
行い、就労継続支援Ｂ型（１０名）、生活
介護（１０名）となりました。
　作業は、商品組み立てを主に行っており
ます。
　場所は、伊賀市の旧青山町に位置し、周
囲は山々に囲まれのどかな所です。近くに
は青山保健福祉センターなどの公共施設が
あり、初瀬街道沿いには、地酒で有名な若
戎酒造などがあります。

活動内容
作業内容
・焼き菓子製造販売
・100円均一製品組み立て

〈周辺地図〉

‐1‐



運営 社会福祉法人　洗心福祉会

事業所名 きらめき工房いが

事業種別 就労継続支援Ｂ型（生活介護 多機能型施設）

利用定員
就労Ｂ型：10名
生活介護：15名

営業日 平日　09：30 ～ 16：00

休業日
原則として土・日・年末年始
（月に1回、余暇支援を土・日・祝日で実施）

作業工賃 月額平均工賃（R2年3月末時点） 7,694円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　363円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　　 /食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒519-1413
三重県伊賀市愛田513番地

電話番号 0595-45-9040

ホームページ http://www.sensin.or.jp

・きらめき工房いがは、伊賀市の旧伊賀町に
位置し、周囲にはいがまち保健センター、伊
賀市社会福祉協議会伊賀支所等があり、地域
の福祉の拠点となっている障がい者多機能型
施設です。障がいがある方の可能性と充実し
た毎日を支援し、「出会いがあり」「ふれあ
いがあり」「生きがいがある」を柱に、それ
ぞれの人の個性がきらめき、地域がきらめく
ことを基本に施設運営に取り組んでいます。

・作業内容を複数用意することで、ご利用者
様それぞれが能力にあった作業をしていただ
いています。陶芸は、法人内の老人施設で使
用する食器作成や、道の駅などにブースを借
りて作品を展示・販売しています。

・ご利用者様の年齢は幅広く、20歳代～60
歳代の方がおり、比較的40歳以上の方が多い
ですが、年齢に関係なくお互いを認め合って
過ごしています。
・レクリエーションプログラムがあり、楽し
く参加されています。

 

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

・陶芸品販売、さをり織り製品販売
・軽作業（百均商品組立、梱包、水道ろ過
　キャップ部品組立）
・清掃作業（市役所（支所内）の清掃業務）

〈周辺地図〉
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運営 社会福祉法人　洗心福祉会

事業所名 工房楽々あやま

事業種別 就労継続支援Ｂ型（生活介護 多機能型施設）

利用定員
就労Ｂ型：14名
生活介護：6名

営業日 平日　09：30 ～ 16：00

休業日
原則として土・日・年末年始
（月に1回、余暇支援を土・日・祝日で実施）

作業工賃 月額平均工賃（R２年３月末時点） 11,505円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （363円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　　）

入浴 有（ご希望者の方と相談させて頂きます）

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518-1311
三重県伊賀市馬田1473番地

電話番号 0595-43-9050

ホームページ http：//www.sensin.or.jp

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

〈周辺地図〉

・パン、クッキー製造作業、パン販売
・軽作業（百均商品の組立て）
・印刷作業（名刺・記録用紙等の作成）

　工房楽々あやまは伊賀市の北東旧阿山町
中心部に位置し、田園に囲まれた自然豊か
な環境にある障がい者多機能型施設です。
周辺には三重県の文化財に指定されている
「願之山踊り」で有名な陽夫多神社やもく
もくファーム、伊賀焼きの窯元が多く点在
する丸柱地区があります。
　
　施設の名称にも在る「楽々」とは、施設
の通う方々が「楽しく通い・楽しく働き・
そしてなによりも楽しく過ごせる」このよ
うな施設である様にと名付けた名称で、そ
の名の通り笑顔がたえない施設です。
　
　作業内容もパン製造、百均作業、印刷作
業と複数あることでご利用者様のニーズに
沿った作業を行って頂いています。地域の
イベント行事へのパン販売参加により、地
域社会とのつながりにも取り組んでいま
す。
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運営 社会福祉法人　伊賀昴会

事業所名 プレイヤード作業所

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：33名

営業日 平日　09：00 ～ 15：30

休業日 土、日、祝日、年末年始

作業工賃
・平均工賃（令和2年3月末時点） 10,983円
・時給　300～873円
・内職は出来高制

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　　　　/食）
　　　　外注弁当 （　　350円/食）

入浴 シャワー室有

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

0人

住所
〒518-0843
三重県伊賀市久米町166-1

電話番号 0595-22-0177

ホームページ http://www.igasubarukai.or.jp/index.cgi

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

・野菜の仕分けから工業系の下請け作業全般の
実施や、施設外就労で企業先での作業の実施、
草刈り等の外での作業など多種多様な作業を通
して就労に向けた訓練を行っております。

〈周辺地図〉

　簡単で低単価な作業から難しく高単価な
作業まで幅広く提供させて頂いておりま
す。

　内職作業や外部の請負作業、そして外勤
作業と色んな作業をご用意させて頂きまし
た。

　「出来た！」を体験できる事業所として
活動していきます。また、コミュニケー
ションが苦手な方へ就労に必要なコミュニ
ケーションを学んで頂けるようにご支援さ
せて頂いております。
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運営 社会福祉法人　伊賀昴会

事業所名 太陽作業所

事業種別 就労継続支援Ｂ型・生活介護

利用定員
就労Ｂ型：26名
生活介護：14名

営業日
月～金　09：00 ～ 15：30
（年6回土曜日）

休業日 土日祝、ＧＷ・お盆・年末年始

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）6,500円
時給　200円～950円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有 （350円/食　月・火・木・金）
　　　　外注弁当（350円/食　水）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518-0823
伊賀市四十九町2107

電話番号 0595-24-7897

ホームページ http://www.igasubarukai.or.jp/

・まず内職ですが、主たる作業は100均商品
の簡単な組立てです。
・その他の作業としまして、フィルム剥がし
や外部作業（伊賀市から委託）なども実施し
ております。
・次に、厨房ですが、お弁当作りに特化して
います。利用者さん、職員だけでなく、伊賀
市役所様や伊賀市社会福祉協議会様からも注
文をいただいています。1日あたり約100個
のお弁当を作っています。
・生活介護では、利用者が色々な経験をする
ことで、夢や目標が持てるように支援してい
ます。
・一番の特色は、プログラムが選択制である
点です。
・課外活動では、グラウンドゴルフやさるび
の温泉入浴、本屋散策、外食など、利用者さ
んの希望を取り入れた楽しいプログラムに
なっています。
・創作活動では、編み物や絵画、料理教室な
どをおこなっています。また、簡単な内職も
ご用意しておりますので、ご希望に応じて作
業をしていただくことも可能です。

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

①Ｂ型（軽作業）
百円均一の梱包作業、フィルム剥がし作業
外部作業（清掃）、社会参加プログラム（調理
教室、音楽療法など）
②Ｂ型（厨房）
お弁当づくり、片付け、下ごしらえ、買物
③生活介護
色々な経験を積み、意欲の向上、楽しみを見つ
けるプログラムをご用意しています。

〈周辺地図〉

太陽作業所（就労継続支援B型 軽作業）

太陽作業所（生活介護 ひらそる）

太陽作業所（就労継続支援B型 厨房）

‐5‐



運営 社会福祉法人　維雅幸育会

事業所名 上野ひまわり作業所

事業種別 就労継続支援Ｂ型・生活介護

利用定員
就労Ｂ型：10人
生活介護：10人

営業日 事業所カレンダーによる

休業日 土曜・日曜・年末年始

作業工賃
月額平均工賃（R２年度３月末）21,000円 （就労B）
時給　200円～400円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　337円/食）
　　　　外注弁当 （　　　 　　/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし
（但し、行事・余暇活動等は実費負担有）

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518-1152
伊賀市予野9554

電話番号 0595-39-1133

ホームページ http://www.uenohimawari.com

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

（生活介護）
創作、園芸、運動、特別活動（外部講師を招いての
音楽療法、アロマテラピー等）、生産活動（くみひ
も・企業委託作業等）を行っています。
（就労B）
個々のニーズやペースに合わせた作業活動（くみひ
も・企業委託作業等）を行っています。
（行事や余暇支援等）
旅行・余暇活動（音楽・ボウリング・ウォーキン
グ・卓球など）、コンサート、バザー、新年会、成
人祝賀会等

〈周辺地図〉

＜生活介護＞
・創作活動・・・個々の表現方法を尊重し、
作品/商品を介して地域社会との繋がり、自
己肯定感を育んでいます。
・園芸活動・・・育てる、観賞する、収穫す
る等役割を持つ喜びや楽しみにつながるよう
に取り組んでいます。
・運動・・・健康増進、機能回復、介護予防
等
・特別活動・・・外部講師を招いての音楽療
法・アロマテラピー等
・生産活動・・・利用者の皆様ひとりひとり
に応じた「働く」を支援しています。（就労
Bと連携）

＜就労B＞
・企業委託作業。（光洋鋳造㈱・㈱エクセ
ディ）・アルミ缶リサイクル・くみひも製作
と販売
・・・どの作業活動も、作業工程を分解し、
利用者の方それぞれのニーズや特性に合わせ
た作業活動を行っています。
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運営 社会福祉法人　維雅幸育会

事業所名 びいはいぶ

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：20人

営業日 事業所カレンダーによる

休業日 土曜・日曜・年末年始

作業工賃
《B型》
月額平均工賃（R2年3月末時点）53,706円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　 給 食 有  （337円/食）
　　　　 外注弁当 （390円～410円/食）
            ※施設外就労先にて値段に違い有

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし
ただし、行事・余暇活動等は実費負担あり

前年度一般企業
へ就職した人数

0人

住所
〒518-1141
伊賀市菖蒲池１８４８-１

電話番号 0595-39-0797

ホームページ http://www.uenohimawari.com

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

主に施設外就労活動に取り組んでいます。
（施設外就労先）
　㈱ミルボン・サラヤ㈱・チョーヤ梅酒㈱・中外
医薬生産㈱
工場内でライン作業（包装・梱包・充填）・化粧
箱や瓶へのラベル貼り・ポンプへのカバー掛けな
どをしています。また、施設内でもラベル貼りな
どのオフライン作業に取り組んでいます。
 (行事や余暇支援等)　旅行、クラブ活動（音楽・
ボウリング・ウｫｰキング・卓球など）、コンサー
ト、バザー、新年会・成人祝賀会等

〈周辺地図〉

　障がいのある方の「働く」「暮らす」を
支える為の高い工賃の支給を目指し、施設
外就労を中心とした就労活動に取り組んで
います。
  現在では、三重県で一番の高い工賃を支
給をしています。
　
　メンバーと職員がユニットを組み、職場
実習や一般雇用に近い環境での作業の機会
を提供しながら、作業能力の向上と社会的
マナーの習得ができるように支援をしてい
ます。

　また、一般就職へ向けての支援も同時に
行っています。
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運営 社会福祉法人　維雅幸育会

事業所名 ふっくりあハウン

事業種別 就労移行支援事業・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援

利用定員
就労移行：6名
就労Ｂ型：14名

営業日 月～金（土・日・祝レク等の場合あり）

休業日 土日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始

作業工賃

《就労移行》月額平均工賃（R2年3月末時点）19,613円
　　　　　　時給　200円～250円
　《B型》    月額平均工賃（R2年3月末時点）21,926円
　　　　　　時給　200円～700円

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　337円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　　 /食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし
ただし、行事・余暇活動等は実費負担有り

前年度一般企業
へ就職した人数

0人

住所
〒518-0835
三重県伊賀市緑ヶ丘南町3948-16

電話番号 0595-22-8600

ホームページ http://www.uenohimawari.com/

 

★工業用ウエス
　工業用ウエスの販売を始めました。
　受注先：㈱安永・小川整備㈱など
　種類やサイズなど相談に応じます。
　
★施設外就労活動
　工場内でのライン作業や海外向け商品のラベ
ル貼り、分別作業、組み立て作業などを行って
います。
　工場で働いている従業員の方と同じ環境で仕
事をすることで、責任感を感じながら仕事に取
り組むことが出来ています。
　更に伊賀市より文化財の清掃を請け負ってい
ます。
　活動先：ロート製薬(株)・中外医薬生産(株)
　　　　　チョーヤ梅酒(株)・サラヤ(株)
　　　　　俳聖殿清掃
★内勤作業
　自分のペースで作業活動に参加ができます。
　受注先：(株)エクセディ・ロート製薬(株)
　　　　　(株)安永
　　　　　安永総合サービス・ビーグラット
(株)
★訓練プログラム
　一般就労に向けて、働く力を育むトレーニン
グを行います。

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

・自主製品製造・販売…工業用ウエス

・下請け作業…自動車部品整列、説明書の袋詰め、自動
車部品解体、美容品箱詰め、分別、仕分け作業、広報仕
分け、配布

・施設外就労活動…ライン作業、分別作業、ラベル貼
り、組み立て作業、清掃

・余暇活動…クラブ活動（音楽、ボウリング、卓球な
ど）、２年に１回日帰り旅行、コンサート、バザー、新
年会・成人祝賀会等

〈周辺地図〉
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運営 社会福祉法人　維雅幸育会

事業所名 ふっくりあモォンマール

事業種別 就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型

利用定員
就労Ａ型：１０人
就労Ｂ型：１０人

営業日 事業所カレンダーによる

休業日 土曜・日曜・年末年始

作業工賃

《A型》月額平均工賃（R２年３月末時点）90,850円
　　　　時給　最低賃金
《B型》月額平均工賃（R２年３月末時点）37,147円
　　　　時給　200円～700円

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　337円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　　 /食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし
ただし、行事・余暇活動等は実費負担あり

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518-0833
伊賀市緑ヶ丘東町980-3

電話番号 0595-26-7113

ホームページ http://www.uenohimawari.com

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

施設外就労活動および製菓製パンの生産・販売事業を行っ
ています。
（施設外就労）　株式会社ミルボン・サラヤ株式会社
中外医薬生産株式会社・チョーヤ梅酒株式会社伊賀上野工
場
(製パン部門) 　天然酵母の食パン、ロールパン・菓子パン
を企業様や市役所に出向いて販売しています。受注販売も
あり。
 (製菓部門) サブレ「伊賀流麦卵焼　伊賀の飛猿」や、クッ
キー・ラスク等の焼菓子を製造し
 (行事や余暇支援等)　旅行、クラブ活動（音楽・ものづく
り・ボウリング・ウｫｰキング・卓球など）、コンサート、
バザー、新年会・成人祝賀会等

〈周辺地図〉

  製パン部門では、天然酵母の食パンや、多
種のメロンパンが、地域の方々からリーズナ
ブルで美味しいと好評を得ています。
  製菓部門では、地元伊賀の名物菓子となる
よう考案したサブレ「伊賀流麦卵焼伊賀の飛
猿」の製造を中心に、ドライブインや観光施
設にて販売活動をしています。
  サブレは、2016年1月に伊賀ブランド
「IGAMONO」に認定され、2016年5月に
は伊勢志摩サミットにおいて配偶者プログラ
ムのティータイムに茶菓子としても採用、
2019年5月には安倍総理と障がい者との集
いに出展させていただきました。

製菓製パン作業は、障がいのある人が自分の
仕事に誇りを持って従事できる「ものづく
り」として大切な取り組みと位置づけてお
り、今後も、地域に長く愛される「ものづく
り」をめざして活動していきたいと考えてい
ます。

   施設外就労活動部門では、一般就労への移
行を目指し企業内での就労活動の中で、作業
能力の向上と社会的なマナー習得をめざして
います。
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運営 NPO法人　アイ・コラボレーション伊賀

事業所名 アイ・コラボレーション伊賀

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：20人

営業日 平日　10：00 ～ 16：00

休業日 土曜日・日曜日・祝日

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点） 22874円
時給　50円～580円

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　　　円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518－0816
伊賀市中友生1240番地

電話番号
TEL：0595－48－6061
FAX：0595－48－6062

ホームページ http://i-collabo.biz

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

・ホームページ制作・管理
・印刷物全般制作
・パソコン教室
・福祉有償運送
・インターネット販売（伊賀特産品）

〈周辺地図〉

身体や精神に障がいを持つ方々が伊賀市や
名張市などから通所されています。
社会参加の場、能力や知識を高める場にさ
れるなど利用目的も様々です。
現時点で就労が困難な方でも無理なくご自
分のペースで作業していただけます。
お気軽にご相談ください。
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運営 NPO法人めぐみの会

事業所名 障害者福祉サービス事業所ぱとな

事業種別 就労継続支援Ａ型

利用定員 就労Ａ型：40人

営業日 平日　09：00 ～ 17：00

休業日 土日、祝日、年末年始(会社カレンダーによる）

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）　75,180円
時給　873円

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　　　 円/食）
　　　　外注弁当 （　　350円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

３人

住所
〒518-0034
三重県伊賀市大内662-1

電話番号 0595ー21-8107

ホームページ

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

家庭用プラスチック製品の組立て、仕上げ等
　・100均一商品の目視によるキズのチェック
及び組立て袋詰め。
　・製造ライン関連作業を行います。
　・商品出荷工程（ピッキング)関連作業を行い
ます。

〈周辺地図〉

・主に工場内でのお仕事になります。

・作業の場所や作業内容は様々です。

・働く事に高い意識を持って、自分の出来
る範囲で、一生懸命作業に取り組むことを
大切にしています。

・周囲の人と協力しながら力を合わせて仕
事に取り組むことを大切にしています。
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運営 ＮＰＯ法人　えん

事業所名 ・えん伊賀農場　　・えん伊賀移行農場

事業種別 就労継続支援Ｂ型、就労移行支援、就労定着支援

利用定員
就労移行：6名
就労Ｂ型：14名

営業日 平日・祝日　09：00 ～ 16：00

休業日 土曜日・日曜日

作業工賃
月額平均工賃（R2年3月末時点） 31,294円
時給　200円～790円

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　 　  円/食）
　　　　外注弁当 （実費200円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

２人

住所
〒518-0031
伊賀市長田2063－1

電話番号 0595-41-2787

ホームページ http://www.npoen.com

〈周辺地図〉

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

野菜を生産しながら、参加者一人ひとりの強み
を伸ばす活動をしています。作業内容は多種多
様で、野菜の種をまくところから始まり、育て
た野菜の梱包作業までを行います。時には、大
手ショッピングモールで直接お客さんと対面販
売をすることも！地元農家さんのお手伝いや、
日頃の作業の経験を生かせる就労体験の場もあ
ります。１～２か月に1回程度、みんなでカラ
オケやＢＢＱ、京都の美味しいパン屋さんを巡
りながら食べ歩きをしたりもしています。

　目指すのは、「携わる一人ひとりが成長し、それぞ
れの強みを伸ばしてステップアップできる場」。そし
て、「だれもがチャレンジしやすく、失敗を受け入れ
られ、それをフォローし合える訓練としての働く場」
の提供です。対象者は、知的障がい、精神障がい、発
達障がい、ニート・引きこもり、生活困窮者、就労に
困難さを有する方等となっています。

　活動内容は、野菜の種付け、定植作業、収穫、出
荷、生産に関わる施工作業などを行います。農業とい
えば、土で手や服が汚れると思われがちですが、当農
園のメインは水で野菜をつくる水耕栽培です。土を使
わずに野菜を生産していますので、一般的な農業より
手が汚れることは少ないです。また、地域の農家さん
たちの元で作業のお手伝いや就労体験なども行ってお
り、ここならではの人との関りを持てたりもします。
いがぐりプロジェクトや伊賀の芭蕉ネギといった、地
元ならではの取り組みにも参加しており、多種多様な
作業を体験できます。さまざまな作業を体験する中
で、自分自身の強みを知ることができ、その後の仕事
などに役立ててもらっています。

　月１回程度開催するレクリエーションは、S.S.T
（社会性の訓練　等）の一環として実施し、そして、
リフレッシュできるよう心掛けています。ここで知り
合った仲間と、一人ひとりが共に成長し、共に楽し
み、共に稼ぎ、共に考える。そんな方針で、日々活動
しています。
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運営 ＮＰＯ法人　えん

事業所名 いがぐり工房

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：10名

営業日 平日・祝日　09：30 ～ 15：30

休業日 土曜日・日曜日

作業工賃
月額平均工賃（R2年3月末時点）5,747円
時給　250円～

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　 　  円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

１人

住所
〒518-0856
伊賀市上野徳居町３２４３１

電話番号 070-1760-4707

ホームページ http://www.npoen.com

〈周辺地図〉

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

伊賀市の老舗和菓子屋さんからの注文を受け、
それに応じて和菓子を製造しています。調理未
経験者でも行えるような作業もあります。季節
によって取り扱う商品も変わるため年間を通じ
て様々な商品に触れる事が出来ます。

和菓子作りを通して、若者の自立を支援、
障がい者の就労支援を目指した中間的就労
の場です。製造ノウハウは衛生面も含め、
老舗和菓子屋さんの指導の下に、訓練を
行っています。作業内容としては主に大
福・かた焼き・どら焼きなどがあり、そこ
に季節物の製品の注文が入ります。調理未
経験の方でも始めやすいようにある程度マ
ニュアル化されており、そこから技術を学
んで将来に活かしてもらえればと思ってお
ります。和菓子の製造以外にも「いがぐり
プロジェクト」の一環として栗の選別・加
工などもあり和菓子製造だけにとどまらな
い活動内容となっております。
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運営 株式会社　やさいの戸島屋

事業所名 としまやおおのき

事業種別 就労継続支援Ａ型

利用定員 就労Ａ型：10人

営業日 平日・祝日　09：00 ～ 16：00

休業日 土日、年末年始

作業工賃 　時給　８７４円（R２年３月末時点）

送迎
有　　　コース　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　 　  円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

２人

住所
〒５１８－００３３
伊賀市大野木１７１３－１

電話番号 ０５９５－２０－９９９１

インスタグラム yasaino_toshimaya

 事業所写真等

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容 水耕栽培での生産活動や収穫した野菜の出荷作業

〈周辺地図〉

自然と触れ合いながらの農作業。心もから
だもすがすがしい気持ちで、皆さんお仕事
に励んでおられます。一緒に働いてくれる
仲間はいつでも募集しております。
いつでも気軽に見学にお越しください。

記入例
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運営 特定非営利活動法人　　伊賀の友

事業所名 伊賀の友

事業種別 就労移行支援

利用定員 就労移行：20人

営業日 月～金　08：30 ～ 16：30

休業日 土日・祝日・お盆・年末年始

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）約25,000円
時給　１００円～３００円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　 　  円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

基本的にはかかりません。

前年度一般企業
へ就職した人数

１人

住所
〒518-0817
伊賀市下友生2367番地

電話番号 0595-21-1833

ホームページ https://www.iganotomo.com/

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービス
です。
就労を希望している障害・難病がある方に対し
て働く為に必要な知識・能力を身につけるト
レーニングや利用者に合った職場探しのサポー
トを行います。利用者が労働や集団生活を通じ
人として豊かな成長ができるように援助を行う
ことを目的とします。また地域社会のなかで
人々と触れ合い、ともに生きることを体験し、
積極的に社会参加できるような活動をしていま
す。

〈周辺地図〉

　伊賀の友は、平成18年8月に民家を改修
し誰もが集える心地よい場所としてNPO法
人に認証されました。平成29年2月には障
がい者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第29条第1項に基づき
指定障害福祉サービス就労移行支援事業所
の指定を三重県知事よりいただきました。
小規模でアットホームな事業所です。
　障がいがあっても働きたい、働くことに
よって社会とつながり人とつながる。働き
人がつながることでいきいきとした喜びの
ある生活になる。
　私たちも共に生きていく仲間としてそし
て、共に人として心穏やかに日々成長して
いくことをめざしています。

友生ICから車で南へ約３分
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運営 特定非営利活動法人 ハッピーファームＭＫＴ

事業所名 特定非営利活動法人 ハッピーファームＭＫＴ

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：20人

営業日 平日　09：30 ～ 16：00

休業日 土日、お盆、年末年始

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）27,000円
時給　　323円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　　 　  円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

クラブ会費（余暇活動費）　300円/月

前年度一般企業
へ就職した人数

１人

住所
〒518-0101
伊賀市 依那具2618 番地

電話番号
TEL　 0595-23-6772
FAX　0595-23-6772

ホームページ http://www.ict.ne.jp/∼n-f-mkt/

 

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

＜野菜栽培＞　　露地やハウスで、１年を通じ
て四季折々の野菜を、種まきから収穫まで育て
ています。

＜室内作業＞　　育てた野菜を、計量・袋詰
め、出荷までの作業を行っています。

＜施設外就労＞ 　色々な農家さんのお手伝いを
しながら、人と人との触れ合いを大切にしてい
ます。

〈周辺地図〉

　ハッピーファームに集う人たちは、共に
助け合い、励まし合いながら成長し、働く
喜びや生きがいを求めていきます。

　自然の中で野菜を育てる体験を通じて、
愛しみ育てる喜びを感じ、収穫する喜びを
味わい、大地のエネルギーを、いっぱい受
けた新鮮な野菜を食べ、ますます元気にな
りましょう。

　そして、育てる喜び・健康で働けること
に感謝しましょう！！
　
　年間の余暇活動として、調理実習・趣味
活動、また、イベントへの参加を行い、仲
間づくりや心身の充実、地域と関わった社
会参加を行っています。

ハッピーファー

ム
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運営 特定非営利活動法人 和音の会　

事業所名 ゆらゆら工房

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：20人

営業日
月～金　10：00 ～ 15：30
（月8日、カレンダーによる）

休業日
土日、祝日、年末年始
（月8日、カレンダーによる）

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）　３３,３６３円
時給　２００円～８５０円
皆勤、精勤手当別途あり

送迎
有　　　コース　　個別 （1回50円）
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　  100円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

0人

住所
〒518ー0869
伊賀市上野中町2993番地

電話番号 0595-22-0710

ホームページ なし

 

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

『株式会社 賀門』 からの受託作業
・花咲かりんの製造販売、袋入れ、シーラー、
バーコード貼り、箱折り、包装関連
・黒にんにくの販売、パック詰め、袋詰め、発
送、シール貼り
・隣接カフェ「花咲かふぇ」での調理・接客
・忍者フェスタ、上野天神祭等の店頭販売
・施設外就労先『げんきカンパニー』『花咲か
りん服部店』

〈周辺地図〉

　　
　静かで落ち着いた環境の中で、個々の得
意なことを活かして、それぞれに目標を持
てるよう作業を取り組んでいます。

　上野市駅より、徒歩5分の立地の良さ、
昼休みに銀行や郵便局に行くこともできま
す。

　レクレーションでは、お誕生日会、日帰
り旅行、ボウリング、カラオケ、忍者フェ
スタ、上野天神祭など様々な体験を通じ、
社会性を育み楽しむことを大切にしていま
す。（みんなが楽しむことができるよう
に、参加費等の自己負担はありません�）　

　いつでも、見学・体験、OK�です！
　『花咲かふぇ』も併設していますので、
お気軽にお越しください。

ゆらゆら工房
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運営 ラピーヌ夢ファーム株式会社

事業所名 ラピーヌ夢ファーム株式会社 伊賀農場

事業種別 就労継続支援Ａ型

利用定員 就労Ａ型：20人

営業日 平日　10：00 ～ 16：00

休業日 土日、祝日、年末年始

作業工賃
月額平均工賃（R2年3月末時点）　９５，５３５円
令和3年度　時給８７４円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　  　　 円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

1人

住所
〒518-0036
三重県伊賀市法花4312番地

電話番号 0595-20-1183

ホームページ https://www.lapineyumefarm.com/

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

就労継続支援Ａ型事業所
水耕栽培、土耕栽培による野菜の生産、栽培、
出荷。
水耕栽培  清掃、育苗、根付、収穫、根切り、
袋詰め、箱詰め、
土耕栽培  畝づくり、種まき、収穫

〈周辺地図〉

通所による雇用契約等に基づく就労の機会
を提供するとともに、一般就労に向けた知
識、能力が高まった方について、一般就労
への移行に向けて支援します。

出来る限り地域や家庭との結びつきを重視
した運営を行い、関係市町村、その他知的
障害者援護施設、地域の保健医療サービス
又は福祉サービスを提供するものとの連携
に努めます。

水耕栽培による葉物野菜の栽培をメインし
ています。土耕栽培による野菜の栽培を
2019年春からスタート。

農業と福祉の連携を行っています。
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運営 農業生産法人株式会社　夢活菜

事業所名 夢活菜　本部農場

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：20人

営業日 月～金　09：00 ～ 15：30

休業日 （土）（日）

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）　　32,340円
時給　250円～

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　  　　 円/食）
　　　　外注弁当 （　　400円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518-0036
伊賀市法花3618

電話番号 0595-20-1836

ホームページ https://yumekassai.wixite.com

 事業所写真を添付してください

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容
・野菜の出荷作業
・野菜の生産に伴う作業
・草刈等

〈周辺地図〉

・場所は大内ドライブインの近くに位置し
ています。
・皆で栽培した野菜の根を切り、きれいに
仕上げて出荷をします。
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運営 社会福祉法人喜楽里

事業所名 あらくさ

事業種別 就労継続支援Ｂ型

利用定員 就労Ｂ型：10人

営業日 平日　08：30 ～ 15：00

休業日 法人カレンダーによる

作業工賃
月額平均工賃（R２年３月末時点）　16,053円(主
たる事業所の笠取の里も含めて)
日給　500円～1000円

送迎
有　　　コース　　個別
無

食事提供
有・無　給 食 有  （　  　　 円/食）
　　　　外注弁当 （　　　　円/食）

入浴 なし

その他料金の
かかるもの

なし

前年度一般企業
へ就職した人数

０人

住所
〒518-0004
三重県伊賀市寺田字中ノ瀬1431-1

電話番号 0595-21-2119

ホームページ https://kirarinonakama.wixsite.com/kirari

 

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容
サンチュ袋入れ、物品仕分け作業、パン・豆腐
等配達、販売

〈周辺地図〉

利用者の現状にあった、作業を提供してい
ます。

‐20‐


