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○就労継続支援 B型 
体調等の理由で一般企業等に就労することが困難である方に対して、比

較的軽く短時間の作業を通し、働くために必要な技能や知識を身につけま

す。 
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

ホームページ　https://npoumigame.jimdofree.com/

月～金　10：00～15：00（作業時間）

≪活動内容など≫
当施設では利用者の状況を第一に考え、その人にあった支援を心がけています。丸一日の就労訓練を続けること
ができなくても、施設内の居場所で過ごしてもらうことができます。クローバーを卒業して、一般就労した利用者の方
も多数いらっしゃいます。
また、当事者活動として、利用者が主体となって結成した「ピアステップ栃木」のサポートも行っています。ピアステッ
プは北海道浦河の「べてるの家」の向谷地氏との交流も行い、利用者自らが病気に向き合い、対処する方法を考え
ています。

■営業日、時間

■送迎サービス

■医療的ケア

あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■平均工賃

食費 1食 628円（食事加算対象者 328円）

 12,565円/月額（令和2年度実績）

管理者　サービス管理責任者　職業指導員　生活支援員

精神障がい者　知的障がい者　発達障がい者

14名

昼食代 1食 100円

12,000円（R2年度）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

■送迎サービス

■平均工賃

■利用料

■職員配置

■営業日、時間

あり（指定待合場所までの送迎可）

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月～金曜日（年間カレンダーあり）　9：00～16：20

≪活動内容など≫
①生産活動　：　木工作業、菓子作業、受注作業にご本人の希望により従事して頂いています。
②余暇活動　：　月に１回程度行事（レクリエーション・クラブ活動・カラオケ・ボウリング・旅行・等）を実施してい
ます。
③その他の活動　：　県の保健衛生事業団による健康診断、インフルエンザの予防接種（希望者）、健康面に
配慮する利用者に対しては減塩・減量メニューの提供　等

特定非営利活動法人　クローバー

②海がめ物語

328-0032　栃木市神田町6-15

FAX　0282-51-2921

メール　umigame@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

■利用料

≪事業所概要≫

■利用定員

■対象者

■職員配置

■医療的ケア

TEL　0282-51-2291

■対象者

■利用定員

管理者 1名(兼務)　サービス管理責任者 1名(兼務)　生活支援員 5名　職業指導員 1名　目標工賃達成指導員 1名

25名

　ゆーあい工房では主に自主製品を製作しているのが特
徴です。
　木工作業では、県産材を使用して檜の木目を活かした温
かみのある商品を作っています。
　菓子作業では無添加にこだわり、安心で安全な食品作り
を実施しています。
　受注作業では、受託先のニーズに応え、精度の高い製
品を提供しています。
　また、土日祝日等を利用して月に1回程度行事を実施
し、余暇の充実を図っています。

社会福祉法人　うまぐりの里

①ゆーあい工房

328-0033　栃木市城内町2-62-14

FAX　0282-25-1575

メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.umagurinosato.com/

≪事業所概要≫

TEL　0282-25-4001
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

ボールペン、マジックのパッケージ作業
シール貼り、バリ取り作業、自動車部品枠外し作業、
リング付け作業、発送作業、公園清掃、資源回収、
農作業等（ブルーベリー、黒大豆）等

知的、身体障がい者　※但し、当事業所の設備等で安全に支援ができる範囲

職業指導員 1名以上　生活支援員 2名以上　工賃目標達成指導員 1名　

≪活動内容など≫

20名

昼食代 620円（食事提供加算対象者 320円）　その他 行事参加費等は実費

約10,000円

■送迎サービス

■医療的ケア

■営業日、時間

あり 旧栃木市内で指定停留所　＊場所やその他の地域は要相談

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月～金曜日　9：00～15：30　※法人の年間行事計画による営業日

■利用定員

■利用料

■平均工賃

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
利用される方お一人お一人を尊重する精神を貫き、利
用される方が心身ともに健やかに生活され、また、その
能力と特性に応じて自立した日常生活を営むことが出
来るよう支援します。
そのために支援の質を
向上させていきます。

社会福祉法人　あゆみ園

④めぐみ

栃木市平井町993-3

FAX　0282-23-6583

メールアドレス　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

TEL　0282-23-6559

≪活動内容など≫
生産活動・・建物内で行う水耕栽培により葉物野菜を中心に栽培から出荷・販売まで一貫して行っています。下請け
作業の受託等、作業の汎用性を持たせ、利用者様個々の適性等を考慮し作業内容を考えています。
余暇活動支援・・・事業所内レクを中心に提供しております。
お花見や初詣など季節毎の外出イベントも実施し、
社会参加や利用者・職員の交流の場を提供いたします。

令和４年６月１日現在

食事代　(500円/食）、体制加算該当者（200円/食）

■送迎サービス あり（自宅まで送迎可）　

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日（土曜日営業の月有）（12月30日から1月3日を除く）　8：30から17：30

■利用定員 20名

■利用料

■平均工賃 12,292円

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者１名、サービス管理責任者１名、職業指導員・生活支援員１名以上、目標工賃達成指導員 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

「室内型水耕栽培」で葉物野菜を中心に栽培・販売をし
ています。年間通して安定した作業ができる事が利用
者様からもご好評いただいております！
その他の生産活動も多数行っており、生産活動や施設
外就労等を通して就労に必要な知識や技術の向上を
目指すと共に、仕事を楽しむ環境作りを行っています。

清田建設工業株式会社

③K.connect　（ケイコネクト）

328-0042　栃木市沼和田町18-2

TEL　0282-22-7222 FAX　0282-22-7223

メール　k.connect.n@gmail.com

ホームページ　https://kconnectn.wixsite.com/connect

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

清田建設 福祉 検索
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

≪活動内容など≫
1　生産活動
　①ボールペンの組立等の軽作業　②さをり織り等の自主製品作業
　③パソコンを使った印刷物やホームページの作成等のPC作業　④不定期作業（農作業、自動販売機管理作業等）
2　レクリエーションや月1回～3回程度の社会参加活動
　①毎月の誕生会や季節の行事（ひな祭り、七夕、クリスマス会等）　②各種調理体験や体育館でのスポーツ、ショッピング
やランチ等の外出、等　【行事等はコロナウィルス感染予防をしつつ、少しずつ再開しています。（令和4年6月時点）】

■送迎サービス あり（乗降場所や乗降時間については個別相談となります。）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金 9：00～16：00　毎月土曜日1回～3回程度 9：00～13：00又は～16：00（事業所カレンダーによる）

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食/281円　旅行等行事参加費/実費

■平均工賃 7,047円/月平均（令和3年度実績）

≪事業所概要≫

■職員配置 職業指導員 3名　生活支援員 1名　目標工賃達成指導員 1名

■対象者 知的障がい者（身体障がい者　精神障がい者）

　わらしべの家では「夢・笑顔」をキーワードに生産
活動を中心とした様々な活動を行っています。平日
は作業に取り組み、週末はスポーツやショッピング、
調理体験などの社会参加活動を実施し、メリハリを
つけて日々の生活を楽しんでいます。
　見学等、大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください
♪

社会福祉法人　わらしべの里

⑥わらしべの家

328-0011　栃木市大宮町2708-3

TEL　0282-27-1627 FAX　0282-27-1675

メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

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

≪活動内容など≫
3つの部署が独立した建物ごとに配置されております。
珈琲部：自家焙煎珈琲豆製品作り：生豆のﾊﾝﾄﾞﾋﾟｯｸ作業、珈琲豆の計量、袋詰め、販売等　/請負内職（軽作
業）
弁当部：日替わり弁当の調理、盛付、弁当配達、弁当箱回収、洗浄等
ゆこい部：請負内職（自動車部品の組立など）、縫製作業（珈琲ギフト用バック）

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

■送迎サービス なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　土曜日は月1回程度開所　8時30分～17時30分

■利用定員 20名

■利用料 障害者総合支援法基準に基づいた基準　※生活保護　市町民税非課税　0円

■平均工賃 15,486円（令和3年度工賃実績より）

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 2名　職業指導員 2名　目標工賃達成指導員 2名

■対象者 主に精神障がい者

　仲間と共に働きたい希望を実現していく場です。
　自家焙煎珈琲の販売や、日替わり弁当の調理、配達等
を通じて地域の方々と関わり、自信ややりがいを持ち、住
み慣れた地域でその人らしく、その人のペースで生活でき
ることを目指します。

社会福祉法人　ブローニュの森

⑤ゆっ蔵

328-0051　栃木市柳橋町3-20

TEL　0282-25-3523 FAX　0282-25-6175

メール　yukkura@grace.ocn.jp

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

社会福祉法人わらしべの里
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

≪活動内容など≫
農作業及び室内作業。
また、年に数回、
レクリエーション活動が
あります。

■送迎サービス 栃木市内（自宅まで）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　10時30分～16時00分まで

■利用定員 20名

■利用料 昼食代〔食事提供加算がある場合 1食100円　非該当の場合 1食300円〕

■平均工賃 8,000円/月

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

　就労支援事業所道しるべでは、農業（土づくり～販
売まで）を利用者様と一緒に取り組み、年間を通して
活動しています。
　また、創作活動として個人の能力を生かした作品
作りなど、アットホームな雰囲気の中でやりがいのあ
る、暮らしに寄り添った支援を提供しています。

一般社団法人　リカバリー

⑧就労継続支援事業所　道しるべ

328-0012　栃木市平柳町1-16-4

TEL　0282-51-6190 FAX　0282-51-9474

メール　recovery@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.recovery-michishirube.com

管理者兼サービス管理責任者　1名　職業指導員　2名　生活指導員　2名

知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者　発達障がい者　難病

≪活動内容など≫
■作業内容…折り紙袋詰め・箱詰め等の軽作業、プラスチック製品のバリ取り作業、イチゴのヘタ取り作業
■その他の活動…年間行事として、お花見、映画鑑賞、クリスマス会等のイベントや2年に1度の1泊旅行などを実
施しています。
■就労支援にも取り組んでおります。就労の能力が高まった方は関係機関と連携を図り就労に結びついておりま
す。
■就労訓練としてパソコン教室も開催しております。パソコンのスキルを身に付けて職種の幅を広げます。

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援B型】

■送迎サービス あり　自宅まで送迎可

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日～金曜日　（土日・祝祭日・GW・年末年始休業）　午前9時～午後3時30分

■利用定員 20名

■利用料 お茶代　旅行積立金等

■平均工賃 5,277円（令和3年度）

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者兼サービス管理責任者 1名　職業指導員 1名（精神保健福祉士）　生活支援員 4名（看護師1名）

■対象者 精神障がい者

　蔵の街ウエイブでは主に精神に障がいをお持ちで、
病院を退院された方や家で過ごされていた方などを対
象にしています。利用にあたって、個別に支援計画を
立てご本人の希望に沿った支援を行います。
　就労継続支援事業は、作業訓練を通して自立への第
一歩を支えます。生活障がいの程度に関わらず、皆が
一緒に楽しく作業ができることをモットーとして、その方
の得意分野に合った作業ができるように、分業して工
程を完成させています。

特定非営利活動法人　蔵の街ウエイブ

⑦蔵の街ウエイブ第1事業所

328-0012　栃木市平柳町1-2-7

TEL　0282-23-4465 FAX　0282-23-4465

メール　kuranomachi_wave1@yahoo.co.jp

ホームページ　http://www.cc9.ne.jp/~kuranomachi_wave1

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

　当施設では利用者の状況を第一に考え、その人にあった支援を心がけています。主な作業は折り紙の梱包や電
子機器の組立て、封筒入れなどの軽作業が中心となります。

■平均工賃 新規のため、実績無し。

■送迎サービス あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金　10：00～15：00（作業時間）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者　サービス管理責任者　職業指導員　生活支援員

■対象者 精神障がい者　知的障がい者　発達障がい者

■利用定員 20名

■利用料 昼食代 1食 100円

①お弁当詰め・市内企業様へ配達
②内職（折り紙封入、ゴム通し、シール貼り）
③農作業（月１～２回、じゃがいもなど収穫）

蔵LOVEのご飯は美味しいと大好評です＾＾

令和４年６月１日現在

昼食代　100円（ご飯・お味噌汁お代わり無料）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

特定非営利法人　クローバー

⑩クローバー

328-0032　栃木市神田町6-18

TEL　0282-51-2291 FAX　0282-51-2921

メール　umigame@cc9.ne.jp

ホームページ　https://npoumigame.jimdofree.com/

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　「蔵LOVE」は2020年4月にオープンした優しい利用者さ
んの多いアットホームな施設です★
　利用者の方々の笑顔の為に、居心地の良い場所を提供
します。生産活動を通して、社会の中で働くことの楽しさを
経験し、やりがい・生きがいを見つけていくことを目標にし
ています。
それぞれ合ったペースで、一人ひとり向き合っていきます。
　最近ではピクニックやいちご狩りなどレクリエーションを
取り入れ、楽しみながら過ごしています。
　見学・体験のご連絡いつでもお待ちしています＾＾

蔵の街運送株式会社

⑨蔵ＬＯＶＥ（くらぶ）

328-0027　栃木市今泉町1-1-5

TEL　0282-25-7729 FAX　0282-25-7730

メール　kurabu291199@gmail.com

ホームページ　https://www.kura-unso.com/blank-4

≪事業所概要≫

■送迎サービス あり（無料）　蔵LOVEから20分以内目安、ご相談ください

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金・一部土曜日　9：30～15：30 （日・祝祭日・ＧＷ・年末年始等休業）

≪活動内容など≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　職業指導員 2名　生活支援員 1名　目標工賃達成指導員 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

■利用定員 20名（まだまだ募集中です★）

■利用料

■平均工賃 15,483 円/月　（令和2年度実績）

① ② ③
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

あり 栃木市　鹿沼市　宇都宮市　小山市　佐野市　他（要相談）

■作　業（内容）
①食品製造（ﾊﾟﾝ、うどん、菓子作り、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ作業）②食堂（接客、調理補助、食器洗浄等）　③軽作業（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝｷｬｯﾌﾟ組
立、縫製品作り、缶つぶし）④ｲﾁｺﾞ作業（ｲﾁｺﾞ栽培に関わる仕事）⑤施設外就労（洗浄業務）
■実習及び求職活動等の支援
ハローワーク、障害者就労・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら、職場実習実施やトライアル雇用など、求
職活動の支援を行います。
■その他の活動　利用者自治会を中心とした成人を祝う会、旅行、その他施設祭りやｸﾘｽﾏｽ会などの施設行事の実施。

■平均工賃 平均12,443円（令和３年度実績）

■送迎サービス あり　1回 100円 　※送迎場所（ご自宅、バス停等）については、送迎ルート等を勘案して決定します。

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30　（土日祝日は休業。また、施設年間カレンダーに沿って夏季、冬季休業があります）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　サービス管理責任者 1名　生活支援員 3名　職業指導員 3名 目標工賃達成指導員１名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者

■利用定員 34名

■利用料 食費 1食 310円（希望者に提供）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　なすびの里の法人名は【茄子の花と親の意見は千に一
つも徒はない】ということわざから名づけられました。茄子
に花が咲くと、全て実が成るように、この世の中に無駄な
ものは一つもない、という思いが込められています。
　就労支援事業では、食品製造から農業、接客業など多
種に渡る作業を提供しています。一人ひとりに合った作業
に参加していく事で、やりがいや達成感、満足感を得て、
日々、自信や潤いを持ちながら生活できるよう支援してい
きます。

社会福祉法人　なすびの里

⑫ゆうの家事業所（多機能型事業所）

328-0003　栃木市大光寺町347-2

TEL　0282-29-6111 FAX　0282-29-6113

メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

ホームページ　www.nasubi.or.jp

■平均工賃 31,337円／月額（令和３年度実績）

■送迎サービス

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　8時50分～17時50分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫
作業時間は、10時～16時です。事業所では昼食の提供はしませんが、弁当の注文を代行します。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て等です。
事業所内での作業のほか、施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等での作業もあります。
また、日帰りバス旅行等のイベントも充実しています。

≪事業所概要≫

■職員配置 目標工賃達成指導員 1名　職業指導員 6名　生活支援員 2名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 20名

■利用料

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営する
就労継続支援B型事業所です。
　「利用者様中心の支援」をモットーに、各々の能力・特
性に応じた作業を提供し、心身ともに豊かに暮らすこと
が出来るように支援しています。
　利用者様の工賃アップや一般就労に向けた取り組み
として、一般企業などで作業していただく施設外就労を
積極的に行っています。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑪ハートフルふきあげ 吹上事業所

328-0133　栃木市大森町465

TEL　0282-31-3911 FAX　0282-31-3912

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

月～金曜日　8：30～17：30

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

■利用定員 28名

■利用料 給食費 350円（食事提供加算該当者 230円）

作業内容
　①　リネン班 ： タオルたたみ・エプロン洗濯等の作業
　②　ちょっ蔵班 ： 栃木焼きそば・いもフライ等の生産販売
　③　清掃班 ： 栃木市より受託の清掃作業

生活支援員 5名　職業指導員 2名　目標工賃指導員 1名

■平均工賃 17,614円（令和3年度月額平均。　月最高額者 55,991円）

■送迎サービス 有(藤岡地区、岩舟地区、大平地区、旧栃木市内、相談の上自宅送迎可能）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間

①家電用品部品組立　②医療用器具組立　③農作業（農家依頼農産物栽培）
④農業生産法人受託作業　⑤地域コミュニティー広報誌ポスティング
⑥一般企業での就労体験　等
　★年間イベント　・・・　お花見、一般企業視察研修、1日旅行、
　　　　　　　　　　　　　　ボーリング大会、クリスマス会　等
　★地域ボランティア・・・地域空き地及び道路の清掃（ごみ拾い）月2回

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
〇特色
 作業・就労支援に加え、ライフスタイルに合わせた
トータルな支援を行います。

①就労に最も必要な「生活基盤の確立・強化」を支
援いたします。
②法人内資源を最大に活かし、グループホーム・短
期入所・入所施設との連携を図ります。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑭みずほの家

329-4411　栃木市大平町横堀672

TEL　0282-20-1112 FAX　0282-22-1116

メール　k.ochiai@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jo/

■平均工賃 13,830円/月（令和2年度実績）

■送迎サービス あり（自宅まで）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日～金曜日（事業所カレンダーにより土曜日営業有）　お盆、年末年始休暇有

≪活動内容など≫

■利用定員 20名

■利用料 昼食提供希望者 300円/1食

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
“ともにこの街で豊かに暮らそう”を合言葉に!
　一人一人の特性に応じた支援プログラムを提供し、
自分の特性を把握する自己理解を勧め、働く上で必要
になるビジネススキルを向上するための訓練を行って
います。また、知識の向上のための講座や一般企業で
の現場実習等を実施し、視覚的に就労意欲向上を図る
とともに、地域で豊かな生活を送れるよう、地域の資源
を利用しながら、一人一人のニーズに添った支援に心
がけています。

株式会社　サポートプラザフロンティア

⑬就労支援事業所フロンティア

329-4404　栃木市大平町富田1630-2

TEL　0282-25-6808 FAX 0282-25-6818

メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　職業指導員 3名　生活支援員 2名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

① ②
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

苺（とちおとめ）・ブルーベリー・トマト（カゴメ加工用）・椎茸などの生産販売、企業の受託作業（主に日立やい
すゞ自動車）、宇都宮中央卸売市場（仲卸業者）からの青果パッケージ、その他様々な活動を行っています。

■平均工賃 20,356円/月額換算

■送迎サービス あり

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者1名、サービス管理責任者1名、目標工賃達成指導員1名、生活支援員4名、職業指導員6名

■対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

■利用定員 40名

■利用料 昼食代（350円/1食）

≪事業所紹介≫就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人天成会

⑮すまいるわーく桜

栃木市大平町川連277-1

TEL　0282-20-0611 FAX　0282-25-2161

sakura@tensei-kai.or.jp

http://www.tensei-kai.or.jp

作業時間は、10時～16時です。事業所では昼食の提供はしませんが、弁当の注文ができます。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て等です。
施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等で行う作業もあります。
日帰りバス旅行、夏まつり、スポーツ交流会等のイベントも充実しています。

■平均工賃 20,543円（令和２年度実績）

■送迎サービス あり　栃木市　小山市　佐野市　他（要相談）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 目標工賃達成指導員 1名　職業指導員 2名　生活支援員 2名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

■利用定員 10名

■利用料

特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る就労継続支援B型事業所です。
利用者様中心の支援をモットーに、利用者様個々人
の能力・特性に応じた訓練・作業の機会を提供し、心
身共に豊かに暮らすことができるよう支援していま
す。また、利用者様の一般就労に向けて、企業に出
向いて作業訓練を行う施設外就労にも力を入れてい
ます。

特定非営利法人　ハートフルふきあげ

⑯ハートフルふきあげ マトマ事業所

329-4424　栃木市大平町伯仲2656-1-1

TEL　0282-21-7435 FAX　0282-21-7436

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

令和４年６月１日現在
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＜就労継続支援B型事業所＞【都賀・西方地域】

■作業内容
①受注作業…民間企業等から下請け、折り紙の加工・梱包、プラスチック製品の組立
②自主作業…自主製品の製作や販売、イベント出店参加、リサイクル品、アクリルたわし、小物品、アルミ缶・ダンボール
回収
■その他の活動
自立訓練（年1回）、野外訓練（年1回）、宿泊訓練（年1回）、農業体験など、年間計画に基づき、各種事業や季節ごとのお
楽しみ会等を実施

TEL　0282-28-0252 FAX　0282-28-0323

■平均工賃 10,732円（令和3年度実績）

■送迎サービス あり（送迎費無料・自力での通所困難な方）※希望については要相談

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日（祝日、12月29日～1月3日除く）　午前8時30分～午後5時15分

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者１名・サービス管理責任者 1名　職業指導員 1名　生活支援員 1名　目標工賃達成指導員 1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 20名

■利用料 訓練参加費等の実費を徴収

　自分のペースで働きながら高工賃・高収入を目指せる付加価値の高い作業も行っています。
　藍染めの原料となる藍を種から育て、古来からの本建て正藍染めという自然手法を用いて藍染めを行っています。
　また、虫よけや抗菌作用のある藍液を漢方と混合させての農薬不使用マンゴーやメロンなども栽培しています。
　更に、スーパーシードの健康食品である藍の種を使用したパンやプリンを製造し、店舗販売・移動販売車にて販売を行っ
ています。屋外業務が苦手な方には、商品梱包やPC業務としてネット販売管理や在庫管理等を行っています。

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　社会福祉法人栃木市社会福祉協議会が運営してい
る事業所です。
　当事業所では、通所による就労や生産活動の機会を
提供しています。個々の能力・状況に応じた作業をとお
して、一般就労等への移行に向けて支援をします。
　また、利用される方一人ひとりの意見を尊重し、個人
のニーズに合わせたサービス、安全で質の高いサービ
ス、居宅環境に近い家庭的でアットホームな雰囲気で
支援をしています。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑱就労継続支援センター いちごの郷

328-0111　栃木市都賀町家中2357

メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-shakyo.or.jp

ホームページ　http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/

■工賃 約15,000円

■送迎サービス 有り　※要相談

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月曜日〜金曜日 9 : 00 〜 16 : 00

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1 名　職業指導員 2名　生活支援員 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

■利用定員 20名

■利用料 食事 400円(食事提供加算対象者 100円)

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
令和３年4月に新築開所した事業所です。
自分の得意とすることで勝負できる環境がHonuには
あります。
一般就労を見越した就労訓練を通して、心身共に基
礎力を身につけ、社会人としてのマナーを習得しな
がら、働く喜びを感じて頂きたいです。

社会福祉法人　共育会

⑰障がい福祉サービス事業所Honu

〒328-0111　栃木県栃木市都賀町家中2293-3

TEL　0282-51-3557 FAX　0282-51-3021

メール　merry.honu@gmail.com
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＜就労継続支援B型事業所＞【都賀・西方地域】

あり 栃木市　鹿沼市　宇都宮市　小山市　佐野市　他（要相談）

■平均工賃 13,778円／月（令和３年度実績）

■送迎サービス

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月～金曜日　8時50分～17時50分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫
作業時間は、10時～16時です。事業所内の食堂で昼食を提供します。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て、製品の箱詰め・袋詰め等の軽作業、
独自製品である揚げ餅の製造・販売等です。
施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等での作業もあります。
また、日帰りバス旅行、バーベキュー等のイベントも充実しています。

≪事業所概要≫

■職員配置 目標工賃達成指導員 2名　職業指導員 5名　生活支援員 2名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 14名

■利用料 食費 1食310円（昼食）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る就労継続支援B型事業所です。
利用者様中心の支援をモットーに、個々の能力・特
性に応じた作業を提供し、心身ともに豊かに暮らすこ
とが出来るように支援しています。
事業所の独自製品である揚げ餅は、県内約70カ所
で販売しております。

特定非営利法人　ハートフルふきあげ

⑲ハートフルふきあげ とみはりの杜事業所

328-0102　栃木市都賀町富張255-1

TEL　0282-91-1511 FAX　0282-21-7225

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在
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＜就労継続支援B型事業所＞【藤岡・岩舟地域】

①猫砂製造作業　②セロテープ剥がし
③コーヒー豆の選別　④袋詰め作業
④ボールペンの組み立て
※時期により入ってくる作業も変わります
ので、多種多様な作業をご用意しております。

■平均工賃 12,178円/（令和４年５月分）

■送迎サービス あり（自宅または自宅近くの拠点まで送迎可能）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間 月〜金、１０：００〜１５：００、土日休み

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者　１名、生活支援員３名、職業指導員３名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 ２０名

■利用料

月曜日～金曜日（及び第2、第4土曜日）　8：30～17：30

◎利用者のニーズや個性に合わせて様々な作業を
提供し、地域において、安心できる安定した活動場
所の提供を目指しています。室内作業、農産物生
産、樹木の剪定・殺虫剤散布、除草作業、EMぼか
し作りのほか、昨年度からさをり織りを始めました。

生活支援員2名　職業指導員 1名　目標工賃達成指導員 1名

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　就労継続支援B事業所 晴ればれは令和２年１１月に
できたまだ新しい事業所ですが、事業所内作業だけで
なく国産杉１００％の完全無添加オーガニック猫砂との
猫福連携を含め作業内容はとても豊富にあり、利用者
さんも作業に飽きることなく職員共々毎日を楽しく過ご
しております。

合同会社　にじいろ

㉑就労継続支援B型事業所　晴ればれ

〒329-4307　栃木市岩舟町静１５２９−１

TEL 0282−21−8395 FAX 0282−21−8396

メール　goudounijiiro@gmail.com

ホームページ　https://harebare01.com/

■営業日、時間

≪活動内容など≫

メール　suginoko-washi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

14名

食事（食事提供加算対象者)  230円　入浴 200円　その他 行事等参加費用は実費負担

8,056円（令和3年度平均月額）

あり

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所紹介≫【就労継続支援B型事業所】
 社会福祉法人すぎのこ会が運営する就労継続支援B
型事業所です。
◎地域社会と連携し、地域密着型の事業展開をめざし
ます。
◎生産の喜び、食卓の笑い、集いの楽しみ、生きがい
のある暮らしのために、心を込めて支援いたします。
◎『いつかはすぎのこで、最後はすぎのこで』。断らな
いサービスを基本として、ご利用者・保護者・職員がそ
れぞれに共に生きる一日を大切にしています。

社会福祉法人すぎのこ会

⑳すぎのこ

■平均工賃

■送迎サービス

■医療的ケア

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

■利用定員

■利用料

令和４年６月１日現在

TEL　0282-55-3500

329-4301　栃木市岩舟町鷲巣279-1

FAX　0282-55-4282

農耕作業 ミサンガに願いを込めて
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