
〒668-0221

住所 兵庫県豊岡市出石町町分21-3 ℡ （0796）20-1117

※送迎サービス（豊岡・日高・出石方面）を行っておりますのでご利用いただきやすくなっております。

5 件 0 件

2 件 0 件

ホームページ

社会福祉法人

多機能型事業所　ＲａｋｕＲａｋｕ
兵庫県社会福祉事業団

アクセス 全但バス出石営業所　徒歩10分

利用日時 平日　10：00～16：00

定　員 6名

対象者 知的の方が多く利用されていますが、障害種別は問いません

前年度 今年度

職員数（サビ管） 4名（サビ管1，就労支援員1，職業指導員１、生活支援員1）

活動内容

【内部での取り組み】　　委託作業　清掃・販売体験、社会体験学習、ビデオ学習

【外部での取り組み】　　職場開拓、実習、企業との連絡調整

求職活動⇒ハローワーク豊岡

職場定着⇒訪問を行い、必要に応じて相談等を行います。

　就労支援に関わる各関係機関（ハローワーク、就業・生活支援センター、特別支援学校等）と連携し
ながら求職活動等を行い、企業等との連絡調整、雇用後のスムーズな職場定着支援（ジョブコーチ支
援）【第１号職場適応援助者配置】を提供することができます。ジョブコーチ支援終了後も就業・生活
支援センターと連携して切れ目のない支援を行っています。

前年度 今年度
製造業、清掃火関係、リサイクル業

介護補助、農業、サービス業職場実習件数 主な職場実習先

就職件数 就職先 清掃、縫製、製造、サービス業

http://www.hwc.or.jp/seiwaen 掲載内容更新日 平成28年9月1日

活動内容

いちおし

公共交通機関を利用！

市役所や工場の見学を

行っています！ 就労に関する内容デス。



住所 兵庫県豊岡市大手町２－２５ ℡ （０７９６）２９－３０８７

【作業内容】

・喫茶店業務　就労に向けての実践の場として、法人直営の喫茶店「ラ・ティエラ」にて作業を

行います。接客を通して、基本的な挨拶の仕方やマナー等を学び、厨房での洗い

物や調理補助を通して、自立生活に必要なことを学びます。

・資源回収　　毎日資源回収にでます。回収する箇所も多く、すばやく、段取りよく、仲間と

協力しながら作業することが求められます。

喫茶店での様子

【就労活動】

・ハローワークでの求職活動や、現場実習も行います。

法人直営の喫茶店「ラ・ティエラ」が市内庄境にあります。地域の皆さんと直接の交流と、

接客業務が体験できます。仕事トレーニングの他に、座学や工場見学など就労に向けての

充実したプログラムが用意されています。

3 件 3 件

2 件 2 件

ホームページ www.izusi@w-daichi.or.jp 掲載内容更新日 平成28年8月12日

職場実習件数 主な職場実習先 公共施設清掃、旅館清掃、高齢者施設　他

前年度 今年度

就職件数 就職先 製造、医療機関、福祉機関,　旅館、清掃

前年度 今年度

定　員 10名

対象者 しょうがい者手帳をお持ちの方で就労を目指す方

職員数（サビ管） ４名（サビ管1名　就労支援員1名　職業指導員1名　生活支援員1名）

活動内容

・就労生活を支える日常生活・社会生活面の能力を身につけられるよう、

座学やソーシャルスキルトレーニング（SST）を行います。

特定非営利活動法人
らいふステーション（旧ワークホーム大地）セルフサポートいずし

アクセス 豊岡駅から徒歩3分

利用日時 月曜日～金曜日及び第1土曜日

喫茶店での様子

いちおし

資源回収の様子

現場実習の様子



〒668-0045

住所 兵庫県豊岡市城南町23-6　豊岡健康福祉センター内 ℡ （0796）24-6060

・かばんの縫製作業、付帯作業、仕上げ作業など

・オリジナル商品製作、販売

・豊岡健康福祉センター内清掃作業

・資源廃棄物の回収

・SST、生活指導など

4 件 1 件

3 件 0 件

ホームページ

特定非営利活動法人

しいの実作業所燦々

　　①全但バス「豊田町」バス停から徒歩3分
　　②コバス「じばさんセンター」すぐ前アクセス

利用日時 月～金　9：00～16：00

定　員 6名

対象者 就労を希望する障害を持っておられる方

前年度 今年度

職員数（サビ管） 4名（サビ管、就労支援員、職業指導員、生活支援員）

活動内容

就職件数 就職先 製造業など

職場実習件数 主な職場実習先 かばん製造会社（手作業等）

sunsun-shiinomi@moo.jp 掲載内容更新日 平成28年9月1日

前年度 今年度

活動内容

いちおし

オリジナル商品の「牛皮製名札ケー

ス」です。他にも牛皮製の名刺入れ

やキーホルダーなど製作しています。

1,100円

（紐代別）

・作業風景・

手仕事班とミシン作

業班に分かれて受託

作業を行っています。

豊岡市の地場産業であるかばんの縫製や付帯作業を中心に取り組むと同時に、自主製品の製作、

販売を行っています。作業などを通じて自立を促すための社会的マナーの基礎を学び、就労に

繋がるよう訓練を行っています。

※現在定員に空きはありませんが、利用を希望される方はご相談ください。



住所 兵庫県豊岡市若松町3-14 ℡ ０７９６－２４－1570

◇企業内授産活動

◇座学（職業訓練・生活訓練・ＳＳＴなど）

◇個別面談

3 件 2 件

4 件 1 件

ホームページ

社会福祉法人

とよおか作業所　郷・とーぷとよおか福祉会

アクセス ＪＲ豊岡駅より北へ徒歩５分

利用日時 月～金（第１、第３土曜開所）9：00～16：00

※その他、個別のニーズに応じた取り組みを
　行っています。

定　員 ６名

対象者 障害者手帳をお持ちの方（障害種別は問わず）

職員数（サビ管） ３名（就労支援員、職業指導員、生活支援員）

活動内容

◇作業支援

◇企業実習

就職件数 就職先 観光ホテル、食品スーパーなど

前年度 今年度

職場実習件数

◇職業評価で使用されるツールと同じ基
準を持つ『ワークサンプル幕張版』を用
いて一人ひとりの得手不得手を１３種類
の作業項目で検証し、得意分野を伸ばし
ていく取り組みを行っています。

◇障害手帳をお持ちでない方でも、ワー
クサンプルの体験利用ができます！
就職するためのアドバイスを行っていま
す。気軽にお問い合わせください。

http://toyo-wel.jp/ 掲載内容更新日 平成28年9月1日

主な職場実習先 小売店、カバン製造、クリーニング業など

前年度 今年度

活動内容

いちおし



〒669-5252

住所 兵庫県朝来市和田山町竹田102 ℡ （079）666-8886

・軽作業 ・清掃

・ベーカリー作業 ・パソコン

・面接練習 ・グループワーク

・座学（一般常識、ビジネスマナー、生活学習）

・余暇活動（調理、裁縫、スポーツ等）

・個別面談

・接客サービス（あったかプラザ）

・ＡＴＭ清掃

26年9月にオープンした就労移行支援事業所です。軽作業やグループワークを中心に、JR竹田駅前にある

「あったかプラザ」での接客業務もプログラムの一環として行っています。

2 件 3 件

3 件 0 件

ホームページ http://www.kobeseirei.or.jp// 掲載内容更新日 平成28年9月8日

前年度 今年度

就職件数 就職先 ジョイフル、竹森鐵工等

職場実習件数 主な職場実習先 ルーセント、真生園等

前年度 今年度

職員数（サビ管） 5名（サビ管1 就労支援員1 職業指導員2 生活支援員1）

活動内容

【施設内】

【施設外】

社会福祉法人

第2和生園神戸聖隷福祉事業団

アクセス JR播但線 竹田駅より徒歩10分

利用日時 月曜日～金曜日　9：00～16：30（土曜出勤あり 日・祝休み）

定　員 6名

対象者 主たる対象者（身体・知的）就労を目指す方

活動内容

いちおし

軽作業 グループワーク

就労移行訓練室



様式１

〒669-5253

住所 兵庫県朝来市和田山町久世田47-1 ℡ （079）670-6601

　　　　　　　　　　　　　　　　　　オークションサイト写真

　平成28年4月1日に開設いたしました。現在はヤフーオークション内で古着の販売を行っており、
　サイトの運営管理を訓練の一環として行います。
　また今後はインターネット上だけではなく、施設内に「古着屋ひまわり」をオープンし、実際に店舗ス
タッ
　フとしての訓練を積み接客のスキルを上げていくような取り組みを行っていきます。

・面接練習

・個別面談                                                                                 古着屋写真

株式会社ひまわり

アクセス JR播但線 竹田駅より徒歩12分

利用日時 月～金　9：00～16：00

定　員 6名

対象者 しょうがい者手帳をお持ちの就労を目指す方

就職件数 就職先

ホームページ

職員数（サビ管） ４名（サビ管、就労支援員、職業支援員、生活支援員）

活動内容

職場実習件数 主な職場実習先

・オークションサイトの管理業務（古着関係）

・座学（外部講師による職業訓練・生活訓練・ＳＳＴなど）

・清掃

・軽作業（古着仕分け、箱折り）

・企業実習

活動内容

いちおし



〒６６９－６５４５

住所 兵庫県美方郡香美町香住区森３７ ℡ （０７９６）３６－４９１５

村岡地域局内

森のぱん屋さんひまわり

○作業支援

企業よりの委託作業（トレーへのスポンジ入れ、シール貼り、箱折り）

委託清掃作業（公共機関の清掃）

ベーカリーショップでのパンの袋入れ、接客・販売

○就労に向けた支援 委託清掃作業 役場でのパン販売

書類作成、接遇マナー等の学習

ハローワークへの就職活動支援

企業実習支援

昨年度まで、事業を休止していました。

今年度、再開し、一般就労を目指す障害者の支援をいたします。

個別のニーズに応じた丁寧な支援を行います。

香美町唯一の事業所であり、地元で働けるよう支援いたします。

社会福祉法人

多機能型事業所　ひまわりの森
兵庫県社会福祉事業団

アクセス
香美町民バス（森郵便局前下車）　徒歩５分
JR香住駅から徒歩２０分

利用日時 月曜日～金曜日　９：００～１７：００（送迎時間含む）

定　員 ６名

対象者 障害者手帳をお持ちで就労を希望される方

職員数（サビ管） ４名（サビ管、就労支援員、職業支援員、生活支援員）

活動内容

職場実習件数 主な職場実習先 役場、サービス業、清掃関係０件

ホームページ info_himawari@hwc.or.jp

就職件数 就職先 但馬県民局（障害者優先雇用事業）1件

活動内容

いちおし



但馬圏域　移行事業所一覧
空き状況 更新日

Ｈ28

9/1

Ｈ28

8/12

Ｈ28

9/1

Ｈ28

8/31

Ｈ28

9/7

669-5215 Ｈ28

8/16

Ｈ28

9/1

○：可　　　△：応相談　　　×：空きなし

178 178

施   　　　設　　　   名 所　　　　在　　　　地 電話番号 F　A　X  

① 多機能型事業所　Raku Raku
668-0221

0796-20-1117 0796-52-4107

○
豊岡市城南町23-6　豊岡健康福祉センター内

○
豊岡市出石町町分21-3

②
らいふステーション
こうのとりハウス

668-0031
0796-29-3087 0796-24-1105 ○

豊岡市大手町2-25

③ しいの実作業所
668-0045

0796-24-6060 0796-24-6070

△
朝来市和田山町竹田102

④ とよおか作業所　郷・とーぷ
668-0027

0796-24-1570 0796-24-8643 〇
豊岡市若松町3-14

⑤ 第２和生園
669-5252

079-666-8886 079-666-8887

○
美方郡香美町香住区森37

⑥
(株)ひまわり

総合支援センターひまわり
079-670-6601 079-670-6602 ○

朝来市和田山町枚田岡330-6

⑦ ひまわりの森
669-6545

0796-36-4915 0796-20-3008

9

312

⑥ 9

④

③

【豊岡市】

178

312

②
①

JR豊岡駅

426

JR竹野駅

JR和田山駅

JR竹田駅

【朝来市】

⑤
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