
②手作りお菓子を喫茶にて販売したり、豊田合成の工場6か所等に出張販売を行ったりします。

③菌床しいたけの栽培を行います。心を込めてしいたけを育て、販売まで行います。

④大きな厨房で、利用者及び職員の昼食を作ります。後片付けも、授産の作業として行います。

⑤新鮮野菜の直売所「なごみの広場」を営業しています

⑥月１回は、グループで希望の取組のため外出をします。社会経験を広げると共にしっかり楽しみます。

事業内容 就労継続支援B型 MAP 就労支援機関マップ　⑥

事業所名
ふたばドリーム作業所

と　cafeKURODA

TEL/FAX 0586-64-7378　/　0586-64-7231

Email kurodadream@ark.ocn.ne.jp

URL www.kisogawa-fukushikai.or.jp/

運営法人 社会福祉法人きそがわ福祉会 問合担当 渡辺　敏雄

住所 〒493-0006　一宮市木曽川町内割田一の通り11-1　

交通機関 名鉄木曽川駅より徒歩7分

駐車場 あり 送迎 あり

開所時間
平日9：30～15：45　第１・３土曜9：30～
11：30　（営業時間　平日9～17）

定員 就労継続支援B型２８名/就労移行６名

対象 身体・知的・精神

利用体験 あり

その他

車いす対応トイレあり
「cafeKURODA」
住所：〒493-0001　一宮市木曽川町黒田字中野黒120
TEL/FAX　0586-87-1932　　　交通機関：JR木曽川駅東口より徒歩５分

外観 サービス提供中
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※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

上）本体施設　　下）cafeKURODA cafeKURODA営業風景

サービス内容

①喫茶「cafeKURODA」があります。モーニングサービスや週替わりランチの提供を行っています。

mailto:kurodadream@ark.ocn.ne.jp
http://www.kisogawa-fukushikai.or.jp/


事業内容 就労継続支援Ｂ型／生活介護 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑲

事業所名 きそがわ作業所

TEL/FAX 0586-86-3763 ／ 0586-87-7194

Email ki-sagyosho.4@nifty.com

URL http://www.kisogawa-fukushikai.or.jp/

運営法人 社会福祉法人　きそがわ福祉会 問合担当 早川

住所 〒493-0007　愛知県一宮市木曽川町外割田字西郷西151

交通機関 名鉄　新木曽川駅より　西へ徒歩15分

駐車場 あり 送迎 あり

開所時間
平日9：15～15：45
第1､3土曜日9：15～11：30

定員 就労Ｂ22名／生活介護18名

対象 知的、身体、精神

利用体験 応相談

その他 車いす対応トイレ、エレベーターあり

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

きれいな３階建ての建物です！ みんなで食品を作っています。

サービス内容

mailto:ki-sagyosho.4@nifty.com
http://www.kisogawa-fukushikai.or.jp/


仕事を中心とした日課で活動するグループで、利用者同士協力しながら働いています。

事業内容 就労継続支援Ｂ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑳

事業所名 第二きそがわ作業所

TEL/FAX 0586-84-1102 / 0586-84-1080

Email kisofdaini@cup.ocn.ne.jp

URL

運営法人 社会福祉法人きそがわ福祉会 問合担当 町田

住所 〒493-0004　愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場三ノ切65

交通機関 名鉄　玉ノ井駅　徒歩５分

駐車場 あり 送迎 あり

開所時間
平日9：30～15：45
第二・第四土曜日9：45～11：30

定員 10名

対象 知的・身体・精神

利用体験 あり

その他 生活介護（３０名）と併設

外観 サービス提供中

その他、月に１回程度の外出・レクレーション、年に２回の食事会や誕生会等で交流を深めてい
ます。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

明るい開放的な建物です。 下請の仕事をしています。

サービス内容

仕事の内容は、アルミ缶の回収・つぶし、パン作り・販売、下請内職等で小さいグループに分か
れながら仕事に携わっています。

mailto:kisofdaini@cup.ocn.ne.jp


＊就労継続支援B型は定員15名で『おやまのカフェ』とメンテナンス『きらり』の2グループあります。

おやまのカフェではカフェの営業を中心に活動しています。ホールの接客業だけでなく調理にも関わって

いただきます。

『きらり』は主に建物内部の清掃やおもちゃ等の備品の消毒を行ないます。また、ご依頼があれば洗車や

一般のご家庭の草むしりや芝刈りにも伺います。

事業内容 就労継続支援B型事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉑

事業所名 かしの木サポートプラザ

TEL/FAX 0586-28-8288 / 0586-28-8188

Email chive@kasinoki.jp

URL www.kasinoki.jp/

運営法人 社会福祉法人　樫の木福祉会 問合担当 管理者　　入山　達也　

住所 一宮市北丹町2番地

交通機関 iバス今伊勢小学校下車　東へ徒歩15分　　名鉄バス　138タワーパーク行き西島町下車　西へ徒歩10分

駐車場 30台程度 送迎 あり(一宮市内のみ）

開所時間
平日9：30～15：30　土曜日隔週
(事業所開業時間：8：30～17：30）
(カフェ営業時間8：00～17：00)

定員 15名

対象 身体・知的・精神・発達

利用体験 あり(要相談)

その他
車いす対応トイレあり
同一事業所内に生活介護、放課後等児童デイサービスあり

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け

事業所建物南側に芝生広場が広がります。 カフェとメンテナンスの作業風景です。

サービス内容

mailto:chive@kasinoki.jp
http://www.kasinoki.jp/


生活介護：日常生活上の支援、創作活動又は生産活動を提供し、社会生活への適応を目的として支援を
　　　　　　　行っています。
就労継続B型：事業所の中で仕事を通して一人一人が働く喜びを知り、一般就労に向けた支援を
　　　　　　　　　行っています。
行事、クラブ活動などの活動を通して豊かな心と社会生活を育てる支援を行っています。

作業種目：ガス器具の説明書折り、箸セット、カーケア商品の箱詰め
　　　　　　 家庭糸の包装、毛糸袋詰め、縫製品（ガーゼ・ハンカチ、クッションなど）、
　　　　　　 ベーカリー品（シフォンケーキ、ミニケーキ、クッキーなど）の製造販売

年間行事
社会見学・ボウリング体験・買い物実習 月1回：　茶道教室、避難訓練、ウォーキング、健康体操
ふれあい感謝祭・忘年会・クリスマス会 月2回：　クラブ活動（音楽、七宝焼、手芸、造形、民謡
新成人を祝う会・ふれあい交歓会・お楽しみ会 　　　　　ウォーキング、エアーボール、グランドゴルフ、
・いずみまつり 　　　　　ストレッチ、卓球）

その他：　お楽しみメニュー、カレーの日

事業内容 多機能型（就労継続支援B型/生活介護） ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉒

事業所名 一宮市立いずみ作業所

TEL/FAX 0586‐51‐3005 / 0586-51-3079

Email sagyo@138jigyodan.jp

URL http://138jigyodan.jp/sagyo/

運営法人 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 問合担当 岩田・田中・増田

住所 一宮市浅井町西浅井字弐軒家60番地

交通機関 名鉄バス・いずみ学園前にて下車・徒歩3分

駐車場 あり 送迎 あり

開所時間 平日9:00～16:00（営業時間8:30～17:15）
定員 就労継続B型20名/生活介護40名

対象 18歳以上の障害のある人（主に知的障害）

利用体験 あり

その他 特になし

外観 サービス提供中

　 ※画像データ貼り付け

尾張地区で初めてできた施設です。 子供から大人まで喜ばれる焼き菓子です。
サービス内容

mailto:sagyo@138jigyodan.jp
http://138jigyodan.jp/sagyo/


事業内容 多機能型事業所(生活介護/就労継続支援B型) ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉓

事業所名 いずみ第2作業所

TEL/FAX TEL 0586-78-3368/FAX　0586-78-3335

Email dai2@138jigyodan.jp

URL

運営法人 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 問合担当 田中/矢田

住所 〒491-0113　愛知県一宮市浅井町西浅井字川田６０－１

交通機関 名鉄バス　いずみ学園前下車　南東へ徒歩3分

駐車場 あり 送迎 あり

開所時間
平日9:00～16:00
(営業時間8:30～17:15)

定員 生活介護25名/就労継続支援B型15名

対象 主に知的障害者

利用体験 あり

その他
一宮地場産業ファッションデザインセンター１FにてCaféTAMATEBAKOを営業。
平日９：００～１６：００まで(就労継続支援B型)
お気軽にお立ち寄りください。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け

事業所はのどかな田園風景の中にあります。 それぞれの班で頑張っています。

サービス内容
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生活支援 ◎ 日常生活に必要な基本的生活習慣を身につけます。

◎ ご家族と連携を取りながら、生活自立への意欲増進を図ります。

◎ 健康・体力の維持増進を図り、情緒を豊かにするため、運動、文化教室、クラブ

活動の事業を行います。年間行事に社会見学、忘年会等、楽しい行事を工夫して

います。

生産活動 ◎ 利用者の能力適正及び身体の状況を配慮した作業を行います。

生活支援 ◎ 日常生活に必要な基本的生活習慣を身につけます。

◎ ご家族と連携を取りながら、生活自立への意欲増進を図ります。

◎ 健康・体力の維持増進を図り、情緒を豊かにするため、運動、文化教室、クラブ

活動の事業を行います。年間行事に社会見学、忘年会等、楽しい行事を工夫して

います。

生産活動 ◎ 利用者が自立して社会生活を営むことができるよう、集団の中で協調性を養い、

能力に応じた作業活動を行います。

mailto:dai2@138jigyodan.jp


☆作業内容

・美容ローラー用ケースの製作　・洗車　・草取り　

【今後】

　作業される人数が増え次第、農作業や施設外就労を始めていき、知識や経験を深め、就労継続支援Ａ型

　や一般就労への移行を目指します。

☆その他

　生産活動などの機会の提供以外に挨拶やありがとうなど相手とのコミュニケーションを大切にしています。

事業内容 就労継続支援Ｂ型事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉕

事業所名 モズ

TEL/FAX 0586-64-7431/0586-64-7432

Email mozu@eichi-team.jp

URL

運営法人 株式会社エイチ 問合担当 初崎

住所 〒491-0022　愛知県一宮市両郷町3-19-3

交通機関 名鉄一宮駅バスターミナル4番乗り場から名鉄バス乗車　「両郷町」バス停下車徒歩5分

駐車場 あり 送迎 あり（応相談）

開所時間
平日9:00～16:00（営業時間8:30～17:30）
祝日も営業しています。

定員 20名

対象 知的・精神・難病・身体（一部応相談）

利用体験 あり

その他 ☆新築で明るい環境の中、自分のペースで「楽しくやれる」をモットーにしています。

外観 サービス提供中

　主に内職を中心に作業しています。

　内職は数社取り扱っており、作業される方々に合わせて無理なくできるように心がけています。

　〈主な内職作業〉

・封筒の袋詰め　・ゴミ袋の袋詰め　・100円均一製品の仕上げ、検品

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

平成28年6月オープン 音楽を聴きながらの内職作業

サービス内容

【現在】

mailto:mozu@eichi-team.jp


☆軽作業班

　現在は、自転車ゴムロープの金具付けの仕事をしています。同じことを繰り返すことで、変化が少なく、

　見通しの立てやすい作業です。

☆自主製品班（創作工芸班）

　個別のニーズに対応しながら、支援内容を組み立てています。手作り品を販売して、収入を得ています。

☆リネン班・清掃班

　法人内の障害者支援施設あすかでの作業です。あすか利用者の衣類等を洗濯する仕事と、あすか内の

　清掃を行っています。職員がいなくても、利用者だけのチームとして成果を出せるよう取り組んでいます。

☆調理班

　昼食作り、片づけ、食堂の掃除等を行います。

☆こんにゃく班

　刺身こんにゃくを１つ１つ丁寧に手作りしています。味はもちろん、歯ごたえ、食べやすさにこだわっていま

　す。産直広場さんや各種バザー等で販売をしています。まずは、つぐみにお問い合わせください。

事業内容 就労継続支援Ｂ型/生活介護 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉖

事業所名 つぐみ

TEL/FAX 0586-25-1158

Email tugumi1503@road.ocn.ne.jp

URL http://cosmos-w.com

運営法人 社会福祉法人コスモス福祉会 問合担当 塚原みゆき

住所 〒491-0015　一宮市大赤見字大島１９番地

交通機関 千秋ふれあいバス　千秋町コース　「大赤見」バス停下車南へ徒歩約１０分

駐車場 あり 送迎 あり（応相談）

開所時間
平日　９時３０分から１５時４５分
土曜日　９時３０分から１１時３０分
（基本第２、３土曜日）

定員 就労継続支援Ｂ型１０名/生活介護１０名

対象 知的・発達・身体

利用体験 あり

その他
　一人ひとりの生活スタイルや可能性を考えながら「作業に関わる」意味を再確認していきま
す。それが、「規則正しい生活リズムの確立」「周囲との調和」「社会に必要とされる喜びの体感」
につながると考えています。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

mailto:tugumi1503@road.ocn.ne.jp
http://cosmos-w.com/


事業内容 就労継続支援Ｂ型/生活介護  ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉗

事業所名 あおぞら

TEL/FAX ０５８６－７７－７１３７

Email aozora2005@cup.ocn.ne.jp

URL http://cosmos-w.com/

運営法人 社会福祉法人コスモス福祉会 問合担当 堀江・秋岡・岩佐・木下

住所 一宮市千秋町塩尻字花ノ木６３番地

交通機関 名鉄バス岩倉行き　元小山下車徒歩１０分

駐車場 有り 送迎 有り

開所時間
平日　９時３０分～１５時４０分
土曜日（月２回）９時３０分～１１時３０分

定員 就労継続支援Ｂ型１５名　生活介護１５名

対象 知的・精神・身体

利用体験 設定なし

その他 仕事だけではなく行事や様々な取り組みにも力を入れています。日中一時支援もあります。

外観 サービス提供中

キャンドル班・・・手作りキャンドルのお店「aka❤aka」は平成２６年の４月から始まりました。地域の方々に
キャンドルのあたたかい光や癒しをお届け出来るように、日々オリジナルキャンドルの製作＆販売活動を行
なっています。３０種類近くの商品があり、粗品用のご注文等も承っております。また、体験教室開催のご依
頼も承っております。地域のイベント、学校・幼稚園・福祉施設等の行事などで、ご希望にあわせたキャンド
ル教室を企画させて頂く事ができます。

施設外就労班・・・施設外就労はあおぞらから外に出て、一般企業の「尾張紙業」（産業界器物の処理施設）
で働く場を提供していただいています。９時から１７時まで、利用者さん３名、職員１名で働きます。社内に作
業場所を確保していただき、廃棄物の選別を行います。紙、廃プラ、缶・ペット・ビン、木、金属等に細かく分
けます。根気と集中力の要る作業です。外作業の為ため、暑さ寒さ対策など利用者さんの体調管理や重機
に対する安全面への配慮も必要です。

タイヤ班・・・カットしたタイヤを粉砕機に投入しています。ゴムとワイヤーに分かれて出てくる凄い機械です。
重度の利用者さんたちが活躍、タイヤの資源化リサイクルに貢献しています。また食品ﾄﾚｰのシールはがし
も行い（コチラは手作業）、ﾄﾚｰの資源化リサイクルに貢献しています。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

自転車班・・・年間１万台の不要自転車を回収しリサイクルしています。集めた自転車は、利用者の手で解
体され、鉄やアルミなどに選別し、資源として再利用されます。１台につき２本のタイヤについても、破砕機を
導入して粉砕し、工場の燃料として再利用する事ができます。自転車に関して１００％資源化リサイクルを目
指した活動を行なっています。トラックであちこち飛び回るアクティブな作業班です。

mailto:aozora2005@cup.ocn.ne.jp
http://cosmos-w.com/


事業内容 就労継続支援B型事業所 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉘

事業所名 Q&S

TEL/FAX 0586-58-9050　/　0586-58-9051

Email qs138@na.commufa.jp

URL

運営法人 株式会社Q&S 問合担当 澤田・北澤・山中・酒井

住所 〒491-0835   一宮市あずら３丁目６番８号

交通機関 名鉄バス一宮せんい団地下車徒歩１０分

駐車場 数台あり 送迎 あり

開所時間
平日１０：００～１６：００　土日休み
祝祭日は営業してます。

定員 ２０名

対象 精神・知的・身体その他

就労継続支援B型事業所：　作業の為の通所を通じて規則正しい生活習慣や就労の喜び、

利用体験 随時受付してます。

その他

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

笑顔が絶えない職場です。

サービス内容

・作業のことばかりではなく、生活全般どんなご相談にも応じます。心理カウンセラーも常駐しており、職員も

　障害の勉強をしたプロが対応させて頂きます。

人間関係等を通じて社会とのかかわり合いを持ってゆきましょう。

・当事業所は個々の利用者様の適正や能力に合った作業をして頂きます。無理せず、ゆっくり・ゆったりと

　作業をしてゆきましよう。（一時間ごとに休憩時間があります。）

・本社工場直営の作業所ですので仕事が途絶える事もなく、工賃もご満足して頂ける額にしております。

・作業を真面目に取り組まれた方には工賃のプラスも検討してゆきます。さらには本人様との相談・ご希望

　によりA型事業所・一般就労に向けてのお手伝いもさせて頂きます。

お弁当は３４０円で用意できます。

相談室

きれいで明るい作業室

mailto:qs138@na.commufa.jp


★ タイムスケジュール

・バリアフリー　エレベータ有り。 軽作業班 調理班

・看護師在中 9:45 10:00 作業

・食事提供体制加算の範囲内で無料 10:00 作業 10:45 休憩

・昼食後にコーヒー・紅茶を無料提供 10:45 休憩 11:00 作業

11:00 作業 12:00 昼食

12:00 昼食 13:15 朝食作り

★ お仕事内容 13:15 作業 14:00 休憩

・軽作業 14:00 休憩 16:30 夕食作り

封筒の封入・ゴムの型はめ。 14:15 作業

・調理作業 14:45 そうじ

併設されているホームへの食事提供

事業内容 就労継続支援B型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉙

事業所名 ゆず

TEL/FAX 0586-23-8808 / 0586-23-8806

Email

URL

運営法人 株式会社　愛知福祉会 問合担当 大鋸

住所 〒491-0827　一宮市丹陽町森本字川向2147番地の3

交通機関

駐車場 あり 送迎 無し

開所時間
平日9:45～15:00　（営業時間9:00∼18:00）
土曜日（事業所指定）9:00∼12:00

定員 20名

対象 身体・知的・精神

利用体験 あり

その他

外観 サービス提供中

ラジオ体操

実働：３時間３０分

サービス内容

★ 施設の説明

調理班

軽作業班



事業内容 就労継続支援Ｂ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉚

事業所名 就労継続支援　太陽

TEL/FAX 0586-24-7533

Email children.garden.sun.com@gmail.com

URL http://www.job-support-sun.com

運営法人 株式会社　太陽 問合担当 山口

住所 愛知県一宮市下川田町1丁目21番１

交通機関 名鉄　妙興寺駅から徒歩15分

駐車場 有り 送迎 有り

開所時間
平日9：30～14：45
（営業時間8：30～17：30）

定員 20名

対象 精神・知的・発達

利用体験 有り（3回まで）

その他

*スタッフの思い*
私どもはご自宅に引きこもる方が、まず外に出られることの手助けができたらと思っています。
週１回でも作業していただき外に出れた喜び、仕事が出来た喜びを一緒に分かち合えるよう
スタッフも協力いたします。

外観 サービス提供中

③　1、2以外で50歳を超えている障害年金1級者、または就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）の利用や雇用

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

【内容】

作業を通じて社会性、協調性や技術を学ぶことを目的としています。Ｂ型からＡ型、Ａ型から一般就労への

ステップアップを目指せるように支援いたします。

【対象者】

①就職等の経験後、年齢や体力的な問題から就労等の継続が困難になった方

②就労移行支援を利用後、一般就労や就労継続支援（Ａ型）の利用に結びつかなかった方

　　が困難な方

【イベント】　月に１回、調理実習、外出レクを実施しております

　　↑外出レクで犬山城下町へ ↑調理実習でカレーを作りました

mailto:children.garden.sun.com@gmail.com
http://www.job-support-sun.com/


　　コスモスは、障害を持った人たちが、仕事を通して働くことの喜びや生きがい、やりがいを感じて社会参加や

経済的自立を目指して活動している施設です。

　　現在５つの班に分かれて作業しており、各班それぞれ皆で協力し合い意欲的に作業に取り組んでいます。

■リサイクル班   排出業者から回収してきた空缶・空きビン等の廃棄物を独自のリサイクルシステムで選別・

圧縮作業を行い、資源業者に納品しています。

■電線班          銅のリサイクル作業を行っています。主に電気工事店から廃電線を回収して、選別粉砕し業者

に納品します。また、給湯器の解体も行っており、部品の種類や材料ごとに選別し出荷します。

■軍手班          軍手製造作業を行っています。地元の繊維関係の工場から出たいらなくなった残糸を使用して

機械で編んでいます。また、名刺の印刷やホームページの管理を行っています。

■千秋センター班　　ＰＥＴボトルの処理業を行っています。ＰＥＴボトル以外の不純物を取り除き、

      圧縮・粉砕作業を行っており、その後国内・海外でリサイクルされます。

■ＰＳセンター班　   　発泡スチロールのリサイクル作業を行っています。発砲スチロールは種類や色別に選別　

    　 粉砕し、熱を通してペレット（米粒状の固形物）にして納品します。

事業内容 就労継続支援Ｂ型／生活介護 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉛

事業所名 コスモス

TEL/FAX 0586-73-0748　／　0586-73-0788

Email cosmos@selp.or.jp

URL http://www.cosmos-w.com

運営法人 社会福祉法人　コスモス福祉会 問合担当 森　由美子

住所 〒194-0847 一宮市大和町宮地花池字中道5-2

交通機関 名鉄妙興寺駅より徒歩１５分

駐車場 あり 送迎 あり（応相談）

開所時間
平日　　　9：30～16：30
土曜日（第1・3）

定員 就労継続支援Ｂ型１７名/生活介護２３名

対象 身体・知的（精神）

利用体験 あり

その他
千秋リサイクルセンター　一宮市千秋町一色字東出16番地
ＰＳリサイクルセンター　　一宮市大和町氏永仲林140-1

外観 サービス提供中

サービス内容

ＰＳセンター

千秋センター

軍手班

リサイクル班

電線班

mailto:cosmos@selp.or.jp
http://www.cosmos-w.com/


事業内容 就労継続支援Ｂ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉜

事業所名
就労継続支援Ｂ型
ＢOW一宮ワークセンター

TEL/FAX 0586-28-3288　/　0586-58-6397

Email bowichinomiya@yahoo.co.jp

URL

運営法人 特定非営利活動法人　のぞみ会 問合担当 稲熊・采女

住所 愛知県一宮市多加木一丁目14番地3

交通機関 名鉄本線妙興寺駅下車徒歩20分

駐車場 あり 送迎 なし

開所時間 9：30～16：30
定員 10名

対象 発達・知的・身体・精神

利用体験 あり

その他
一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に、就労機会を提供するとともに、生産活動を
通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練や支援など障がい福祉サービスを供与することを
目的としています。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

児童デイサービスＢＯＷ一宮と併設されています。 内職の作業風景

サービス内容

内職作業

活動内容

・納品確認

・部品シール貼り

・箱詰め

・在庫確認

お弁当の配送、食器などの洗浄作業

活動内容

・調理スタッフが作ったお弁当の配送業務

・調理器具や食器の洗浄

・調理助手

・作業場の掃除

野菜、お花の育成作業

活動内容

・野菜やお花の育成（植え替え、施肥、

水やりなど）

・野菜の収穫、袋詰め、

販売

・畑の除草など

入浴剤作り・販売作業

活動内容

・材料の計測、調合、袋詰め、ラッピング

・入浴剤の販売

・在庫確認

・作業場の掃除

mailto:bowichinomiya@yahoo.co.jp


◇作業

事業内容 就労継続支援B型事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉝

事業所名 ワークスはこぶね

TEL/FAX 0586-85-6475　/　0586-85-6476

Email workshakobune1225@gmail.com

URL

運営法人 K-rise株式会社 問合担当 後藤弥生・北島光子

住所 一宮市萩原町萩原字替土1311-3

交通機関 名鉄萩原駅から徒歩15分

駐車場 2台 送迎 応相談

開所時間
平日9：00～16：00
祝日振替あり

定員 20名

対象 身体・知的・精神・発達・難病・その他

隣のプラスチック工場で製造された部品を、検品、袋詰め、箱詰めしたりして、出荷できるようにします。

利用体験 応相談

その他
その方の状態に合わせた作業をしていただいています。
はじめはできなかった作業が、できるようになってきた方もたくさんいらっしゃいます。
まずはチャレンジしてみてください。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

◇おやつ

　　3:20からおやつタイムあります。

◇レクリエーション

万葉公園へ出かけたり、

アピタへ買い物へ出かけたり。

mailto:workshakobune1225@gmail.com


１．事業方針・コンセプト

２．事業目標・目的

日中活動の中において、有給の労働の実体験を伴う総合的支援を行っていく。

３．活動内容及び目的

「そよかぜ」の目的　・本人の働く大人としての自信やスキルの向上を目指すため、施設内外の作業活動を行います。

活動内容～　ウォーキング、花苗購入、移動販売、ゴムのバリ取り、糸管の糸取り（筒のリサイクル）　等

活動内容～　接客、フード及びドリンクの作成、食器洗い、店舗清掃　　等

「樫の木給食センター　ふらっと」の目的 ・給食事業で行う作業を通じ、働く大人としての自信を身に付けていただく。

活動内容～　食器洗い、配膳フォロー、片付け　　等

事業内容 就労継続Ｂ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉞

事業所名 樫の木園

TEL/FAX ０５８６－６２－８２０２／０５８６－６２－８２５３

Email en@kasinoki.jp

URL http://kasinoki.jp/kashinokien.html

運営法人 社会福祉法人　樫の木福祉会 問合担当 加藤　栄治

住所 愛知県一宮市冨田字若宮前17番地

交通機関
・一宮駅から名鉄バス「起」行きに乗車、バス停「起」下車、徒歩２０分
・名鉄電車「萩原」下車し一宮市循環バス（Ｉバス）の尾西南コースに乗り換え、「冨田団地」下車、徒歩3分

駐車場 有り 送迎 要相談

開所時間
平日９：００～１５：００
（作業時間９：３０～１４：４５）

定員 10名

対象 身体、知的、発達

利用体験 要相談

その他 車イス対応トイレ有り

外観 サービス提供中

樫の木園就労場面については、「そよかぜ」「Ｃａｆｅふらっと」「樫の木給食センター　ふらっと」の３つの場面を
設定しています。

「Ｃａｆｅふらっと」の目的
・障がいのある人も地域の中で当たり前に働く場とし、また「仕事」を通じ、お店に来るお客様
と交流を図り、利用者の社会人としての自信や障がい福祉啓蒙の発信　基地とする。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

樫の木園玄関 移動販売の様子

サービス内容

地域において就労経験があったり、それを目的にしながらも個々に特有の理由などにより、一般雇用に直接結び
つくことが困難な方に、作業のある1日のリズム（緊張とリラックス）を提供する。

mailto:en@kasinoki.jp
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事業の目標・目的

　学校を卒業した、１８歳以上の障害をもった方々に、働く場所と作業を提供して・・・

・本人に合った、仕事内容を行なうことで、作業に対しての集中力、持続力を高める。

社会的マナーを身につける。 ・・・等の取り組みを行う。

活動内容及び目的

また、身だしなみを整えて作業することで、働く姿勢、作業のルールも習得する。

ハンドプレス加工

商品をつくるという積極性を養う。

集中し、持続して、協力し合いながら作業を続けることにより、社会性を養う。

事業内容 就労継続支援Ｂ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㉟

事業所名 樫の木作業所

TEL/FAX ＴＥＬ0586－61－6055　ＦＡＸ0586－61－6514

Email sagyousyo@kasinoki.jp

URL http://kasinoki.jp/sagyoujyo.html

運営法人 社会福祉法人　樫の木福祉会 問合担当 伊藤　豪

住所 愛知県一宮市冨田字漆畑16番地

交通機関 名鉄一宮駅から起行きのバスに乗り、起バス停で下車。祖父江街道を南へ徒歩20分

駐車場 来客用４台 送迎 要相談

開所時間 9：00～15：30
定員 15名

対象 身体、知的、発達、精神

利用体験 要相談

その他 就労継続B型を含む、多機能の事業所であり、生活介護事業所を併設している

外観 サービス提供中

　　　活動内容

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

事業所からのどかな田園風景が見られます 作業風景の一部です

サービス内容

･日常生活の中で、作業を中心とした働く大人としてのリズムを身につける。

・働いて、お金を稼ぎ、生活や楽しみにつかうといった、「労働ー賃金ー生活」の関係を学ぶ。

･生産目標、工賃の目標を掲げ、それを達成することで、作業の意欲向上をめざす。　

･併設の店舗で、自主製品の販売を行なうことで、地域交流の場を増やし、コミュニケーション力、

プレス班の目的 委託された作業を計画通り完成、納品することにより、作業の正確さ、責任感などを養う。

　　　活動内容 製函作業　　Ｓ字フックのキャップさし、袋入れ

どんぐり班の目的自主製品の製造、店舗での販売を通じて、地域交流を図り、お客さんのニーズにあった

　　　活動内容 クッキー、ゼリーの製造販売　駄菓子、雑貨、ゴミ袋の販売

ホープ班の目的 請負の仕事を、部品別に分担してチームワークによる作業を行なう。それぞれが、作業に

mailto:sagyousyo@kasinoki.jp
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〇事業所の特徴

・昼食の無料提供

・歩合制の工賃

事業内容 就労継続支援Ｂ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㊱

事業所名 ＵＭＳ

TEL/FAX 0586-58-3278

Email yu.cl55amg620@gmail.com

URL

運営法人 株式会社ＵＭＳ 問合担当

住所 一宮市開明字畑添42番地4

交通機関 名鉄尾西線「奥町」駅　iバス「尾西北コース⑬小信児童公園北」バス停

駐車場 有り 送迎 有り　距離により駅集合

開所時間 月曜日～金曜日　11：00～16：00
定員 20名

対象 主として精神障害

利用体験 応相談

その他
見学を希望される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。必要により、利用するまでの
サポートも行います。

外観 サービス提供中

低所得の利用者様（食事提供加算該当者）を対象に昼食を無料で提供しておりますので、利用にあたり経済
的負担を抑えることができます。

作業に対する工賃について、利用者様全員が一律ではなく、作業相応分の工賃とすることにより、利用者様
のやる気を促すことや、自分のペースに合わせた作業が可能です。

・看護師による体調管理

看護師が利用者様の体調管理を行う「医療連携サービス」を実施しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用には条件がございます）

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

段差のない広々とした作業スペースです。 たこ焼きの販売も行っております。

サービス内容

就労継続支援Ｂ型では、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供により、知識や能力の向上を行うこと
を目的としています。また、日中活動を行うことにより、生活リズムの安定にもつながります。ご本人のできる
こと・本人の得意なことを発揮できるようなサポートを行っております。

mailto:yu.cl55amg620@gmail.com


 　 ＊ステージ仕事内容　企業からの請負作業（バリとり・シール貼り等）、施設外就労、お墓掃除代行サービス

    ＊お楽しみ行事　毎月2回程度、工賃からの積立金を活用し、カラオケ、調理、お出かけなど計画します。

　　……☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆……

  　＊生活介護

　　　　介護を必要とする方に、排泄、食事等の介護や、創作活動、生産活動等の機会を提供します。

　　　　障がいのある方が自立した日常生活や社会活動を営むことができるよう、生活能力の向上のために

　　　　必要な訓練を行います。

　　……☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆…＊…☆……

　　＊就労継続支援B型

　　　　通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）すると共に、一般就労に必要な知識、

　　　　能力が高まった方には、一般就労等への移行に向けて支援をします。

事業内容 生活介護／就労継続支援B型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㊲

事業所名
生活介護／就労継続支援B型

事業所 ステージ

TEL/FAX 0586-48-5705

Email

URL http://npomove.seesaa.net/

運営法人 特定非営利活動法人　MOVE 問合担当 佐伯　日出光

住所 〒494-0002　愛知県一宮市篭屋2丁目6番23号

交通機関 名鉄バス「篭屋」バス停より、北へ徒歩3分。ｱｿﾋﾞｯｸｽびさいの西側。

駐車場 あり 送迎 あり（応相談）

開所時間 月曜日から金曜日　9:00～16:00
ただし、祝日がある週は、土曜日に振替出勤

定員 生活介護：6名／就労継続支援B型：14名

対象 知的・精神・身体

利用体験 あり

その他

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

行事の様子作業の様子

http://npomove.seesaa.net/


【1日の流れ】 【サクラオアシスの作業】

9：00～9：30　　　通所 皆さんの特性・個性に合わせ、工程を分化

9：30～9：45　　　朝の会・ラジオ体操 して仕事をして戴きます。

9：45～10：45　　作業①（休憩10：45～11：00） 様々な作業があります。

11：00～12：00　作業②

12：00～13：00　昼食・休憩

13：00～14：00　作業③（休憩14：00～14：15）

14：15～15：15　作業④

15：15～15：30　清掃・整理整頓　帰りの会

15：30～　　　　　退所

☆週に1日からでも利用できます。　　☆社会と接点を持ちたい方。

☆いずれは就職したい方。　　☆コミュニケーションを楽しみたい方。

☆生活リズムを整えたい方。　　☆お小遣いが欲しい方。　　　　　　など。

仕事はたくさんありますが、ノルマや速度は必要ありません。今のご自分からのスタートです。

事業内容 就労継続支援B型事業所 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㊳

事業所名 サクラオアシス本部

TEL/FAX 0586-45-7135

Email sakuraoasis@silk.ocn.ne.jp

URL http://sakuraoasis.jp

運営法人 株式会社　桜舎 問合担当 浅見　有希

住所 〒491-0905　一宮市平和1-10-27

交通機関 名鉄一宮駅・JR尾張一宮駅　徒歩5分

駐車場 駐車場　無し　/　駐輪スペース　有り 送迎 有り（尾西庁舎→二子駅　経由）

開所時間
平日/9：00～18：00
第三土曜日/9：00～12：00
休日/土・日・祝・夏季・年末年始

定員 20名

対象 知的・身体・精神・難病・発達

利用体験 有り　3日間程度

その他

～ご利用を希望される方へ～
サクラオアシス本部ではご利用開始前に、見学や体験利用を実施しております。（体験利用に費
用はかかりません）
お気軽にお問い合わせください。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

〈1階〉倉庫・作業場　〈2階〉作業場・休憩室 ２階での作業風景です。

サービス内容

mailto:sakuraoasis@silk.ocn.ne.jp
http://sakuraoasis.jp/


サービス内容

事業内容 生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ

事業所名 北方あすなろ作業所

TEL/FAX 0586-85-7152/0586-85-7153

Email k-asunaro@blue.ocn.ne.jp

URL http://www.kisogawa-fukushikai.or.jp/

運営法人 社会福祉法人　きそがわ福祉会 問合担当 村井

住所 愛知県一宮市北方町中島字往還南２番地５

交通機関 iバス「中起」停留所より、徒歩５分 　または 　名鉄「黒田」駅より徒歩１５分

駐車場 あり 送迎 あり

開所時間
　平日(月～金) ９：３０～１５：４５
　第１・３土曜日９：３０～１１：３０

定員 生活介護１０名・就労継続支援Ｂ型１０名

対象 知的・精神・発達・身体

充実した仕事と遊び(取り組み)の両立を目指しています

　２０１７年６月より開所しました。高等部を卒業した
ばかりの方、他の事業所より異動してきた方、現在は
１４名（H30.1.31現在）の方が通所されています。平均
年齢が、２４歳というフレッシュなみなさんです！

　◇生活介護事業（通称：ヒマワリ）では、（有）オリジナルあい様からの「パッケージ作り（箱折）」と、ＮＰＯ法
人さぼてんの花様からの「ボール洗浄」のお仕事を頂いて行っています。一人ひとりの作業能力・スピードに
合わせた役割分担を行い、それぞれの役割に意識・責任を持って仕事をしてもらっています。
　◆１日仕事の日もあれば、お買い物や散歩や取り組みなどの療育活動にも力を入れています。個々の興
味や関心をみんなで共感し合えるような集団を目指して、日々楽しく生活しています！

　◇就労継続支援Ｂ型事業では、（株）八幡ねじ様からの「ねじの組立・検品」と（株）名岐合成様からの「カプ
ラの組立・検品」のお仕事を頂いて、毎日一生懸命行っています。一人ひとりの作業能力・スピードに合わせ
た役割分担を行い、それぞれの役割に意識・責任を持って仕事をしてもらっています。
　◆仕事が多い週は、納品・搬入を週２回行っています。時間のメリハリをきちんとつけてもらうため、「仕事」
と「休憩」の切り替えをしっかり行っています。

　◇生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業ともに月に１回、「半日の取り組み」「１日の取り組み」を行ってい
ます。利用者さんの「やりたい事」や「行きたい所」をみんで相談し合って決めています♪
　◆事業所全員で、年に１回一泊旅行に行きます！今年（2018）は、ＵＳＪを予定しています♪

利用体験 随時あり（事前に連絡お願いします。）

その他

仲間（利用者様）一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、皆が安心して生活を送れるように、仲
間・職員ともに一歩ずつ歩んでいけたらな、と思います。日々の生活や実践を支援・サポートし
ていきます。

外観 サービス提供中

mailto:k-asunaro@blue.ocn.ne.jp
http://www.kisogawa-fukushikai.or.jp/


≪就労継続支援B型≫

　おりすと作業所では主に下請け作業・自主制作品製造・販売を行っております。一人一人の個性を尊重し

個々が「やりがい」と「達成感」を持てるような支援を心掛けております。

　働くことが「生活の一部」になれるように働ける喜びを感じ、ステップUPできる環境づくりを「利用者」

「職員」共に追求し、明るく楽しみながら日々作業に取り組んでいます。

勿論、頑張った成果は「工賃」に反映されますので「稼ぐ」という事も楽しみの一つになっています。

≪行事など≫

　年に一回の日帰り旅行の他、春=お花見（薄墨桜）、夏=バーベキュー・ボーリング大会、秋=クリスマス会・

初詣など各月別に楽しめるような行事を組み込んでおります。働く喜びと楽しみは連動しておりますので、

各種イベントを重視したサービス提供をさせて頂いております。

事業内容 就労継続支援B型事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ

事業所名 おりすと作業所

TEL/FAX 0586-44-1288　/　0586-44-1327

Email
orisuto@f8.dion.ne.jp

URL http://www.orisuto-fukusikai.com/

運営法人 社会福祉法人　おりすと福祉会 問合担当 阿原・浅野

住所 〒491-0923　愛知県一宮市大和町氏永字三反割25番地

交通機関 名鉄島氏永駅下車徒歩10分

駐車場 無し 送迎 応相談

開所時間 平日　9：00～15：00
定員 20名

対象 知的・発達・精神

利用体験 設定なし

その他 介助なしシャワー浴あり。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

mailto:orisuto@f8.dion.ne.jp
mailto:orisuto@f8.dion.ne.jp
http://www.orisuto-fukusikai.com/


　当作業所は繊維仕事を中心としたお仕事です。

繊維業界で衰退してしまった「綛くり」という加工と、それに伴う軽作業を中心としたお仕事です。

繊維加工作業での一連で手に職を付けていただき、「繊維の町一宮」という立地での繊維会社の多さから、

利用者様が一般就労への移行がしやすい作業所を目指します。

そして、繊維の町一宮市を活気のある街へとなるように、

地域貢献できる作業所を目指しております。

事業内容 就労継続支援B型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ

事業所名 赤見作業所

TEL/FAX 0586-59-1660　/　0586-59-1770

Email akami.s1@blue.ocn.ne.jp

URL

運営法人 株式会社　オニブチワインダー 問合担当 伊藤　・　大橋

住所 〒491-0015　一宮市大赤見字柳原29-1

交通機関 名鉄バス「両郷町」バス停から徒歩5分

駐車場 有り　（約９台分） 送迎 有り　（応相談）

開所時間
平日9：45～15：10　（営業時間8:30～17:30）
土日祝祭日は休み

定員 20名

対象 身体・知的・精神・発達・難病・その他

利用体験 有り

その他
私たちは、利用者様一人一人の個性を活かしながら、ニーズに合った仕事を提供し、その中で
働く喜びや人とのふれあい、メリハリのある日々の生活を送れるようにサポートすることを目的と
しています。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け

国道新155号線沿いの田畑にポツリと建つよく目立つ建物です。 作業場の風景です。

サービス内容

Ⓑ 軽作業場

Ⓐ 加工作業場

赤見作業所のおすすめポイン

ト

☆ 昼食無料提供（半日出勤でも提供）

☆ コーヒー、お茶 無料提供

☆ レクリエーション

（映画鑑賞、カラオケ、クリスマスなど）

☆ 読書コーナー完備

（現在2000冊以上、随時増加中！）

Ⓐ 加工作業

加工機械へ繊維を

取り付けたり、出来

上がった製品を梱包

するお仕事です。

Ⓑ 軽作業

・加工用資材の仕分け

・シールはがし

・袋たたみ

などの軽作業です。

頑張ってお仕事すると、時給もUPす

mailto:akami.s1@blue.ocn.ne.jp


 起・三条・小信中島

 大徳・朝日・開明・萩原町

※月曜～金曜　午前９時から午後５時まで(時間外・休日等は各センターと要相談)

※障害のある方やその家族、支援者の方々などからの様々な相談について、電話・面接・訪問等の対応を行っ

　ています。日常生活でのいろいろなこまりごとについて、専門の相談員が一緒に考えます。相談は無料です。

　お気軽にご相談ください。

 あすか
 〒４９１－０８０５ 電話　　８１－７２６０

 西成・浅井町・千秋町
 千秋町一色字東出２６　あすか内 Ｆａｘ　７５－４６８２

 ゆんたく
 〒４９１－００３６ 電話　　６４－５８８２

 大和町馬引字郷裏４２ Ｆａｘ　６４－５８５２

 ピース
 〒４９４－０９０３ 電話　　４６－５００９

 丹陽町・大和町
 八幡２丁目９－１５ 小島ビル1F Ｆａｘ　８５－７７２５

 いまいせ
 〒４９１－００５７ 電話　　４５－１１２０

 宮西・今伊勢町・奥町
 今伊勢町宮後字郷中茶原３０ いまいせ心療センター内 Ｆａｘ　４５－１１２０

 いちのみや
 〒４９４－８６０１ 電話　　６２－８６７８  貴船・神山・大志

 東五城備前１２(尾西庁舎)社会福祉協議会尾西支部内 Ｆａｘ　６３－４８０２  向山・富士

 夢うさぎ
 〒４９３－０００７ 電話　　８６－４００３

 葉栗・北方町・木曽川町
 木曽川町外割田字西郷西１５１きそがわ作業所隣接 Ｆａｘ　８７－７１９５



事業内容 精神科ショートケア・デイケア MAP 就労支援機関MAP　㊺

事業所名 自立支援センター　ほっぷ

TEL/FAX 0586-61-0110(代)　/　0586-61-5639

Email

URL http://www.anzu.or.jp/kamibayashikinen/

運営法人 社会医療法人　杏嶺会　上林記念病院 問合担当 自立支援センターほっぷ　担当者まで

住所 〒491-0201　　愛知県一宮市奥町字下口西89番地1

交通機関
・名鉄尾西線（玉ノ井方面）にご乗車ください。奥町駅下車、徒歩約7分。
・ i バス　尾西北コース　「奥町」バス停下車。

駐車場 あり 送迎 なし

開所時間
＜月～金＞
8：50～12：00　または　8：50～15：00

定員 25名

対象 精神　（主にうつ病、気分障害と診断された方）

利用体験 お気軽にお問い合わせください。

その他
＊他院かかりつけの場合でもご利用できます。
＊利用機関の目安は約3ヵ月から半年です。
＊費用については各種保険、生活保護、自立支援医療制度等がご利用できます。

外観 サービス提供中

施設内の様子 講座中の一コマ

サービス内容

心の病気があるために、なかなか復職・就労できない方を中心に、プログラム活動を通して

リハビリテーションを行うところです。再発防止や生活リズムの維持、作業能力やコミュニケー

ション能力の向上などを目的とし,その人らしいよりよい生活をするためのお手伝いをします。

＊集団プログラム

（生活技能訓練・創作・手工芸など）

＊心理教育プログラム

（各職種別による講義セッション）

＊リワークプログラム

（復職・就労プログラム）

自立支援センター

ほっぷ

（精神科ショートケア）

精神保健福祉士

医師

薬剤師

栄養士

作業療法士

臨床心理士

看護

師

チームによるサポートが充実しています。

また、様々なプログラムを用意しています。

http://www.anzu.or.jp/kamibayashikinen/


こちらは中村メンタルクリニックの関連施設です。

様々なメンタルヘルス（病気・家庭・職場・学校・高齢期問題等）の問題を抱えた方から、

相談（予約制・予約優先）をお受けしています。

メンタルヘルスの問題にかかわるどんなことでも、一人で抱え込まずに気軽に安心してご利用ください。

ご相談内容等、秘密は厳守いたします。

相談対応スタッフ

ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）　　、心理カウンセラー

相談料（料金の詳細はお問い合わせください）

ソーシャルワーカーの相談　1時間3000円

カウンセリングは1時間　初回5000円　　2回目以降4000円

こもれび内に　カフェコーナーもあります。ご利用下さい。

事業内容 メンタルヘルス関連の相談・カウンセリング ＭＡＰ 就労支援機関マップ　㊻

事業所名
こころと生活の相談センター
こもれび

TEL/FAX ０５８６－２３－０６０１（FAX兼用）

Email メールでのご相談は承っておりません

URL www.nakamura-mental.com

運営法人 中村メンタルクリニック関連施設 問合担当

住所 一宮市栄４－１－７　森ビル　5階

交通機関 JR尾張一宮　名鉄一宮駅　下車　徒歩3分

駐車場 　－ 送迎 　－

開所時間
月・水・金　10：30～18：00
木　10：30～13：00　土　8：30～14：00
（火・木午後・土午後・日　祝日は休み）

定員 　－

対象 様々なメンタルヘルスの問題を抱えておられる方

利用体験 　－

その他
ご相談は、中村メンタルクリニック通院中に限らず承っています。
なお中村メンタルクリニック通院中の方に限定していますが、リワークのグループ活動もしてい
ます。 　第２、４、５日曜日については、予約のご相談はお受けしています。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

http://www.nakamura-mental.com/

