
□就労相談

　就職相談、職場での悩みや困っている事の相談。

□就職準備支援

　就職の経験のない方や不安を抱く方に対し、職場実習や関係機関での訓練を紹介します。

□求職活動支援

　ハローワークに同行する等、１人では上手くいかない方の就職活動をサポートします。

□職場定着支援

　就職した後も職場内のトラブルや悩み事の相談に応じ、長く継続して働けるようにサポートします。

□会社を辞める時の支援

　会社との手続き、会社を辞めた後の生活の相談。

□生活相談

　働きながらの生活上の悩みの相談に応じます。

□はたらきもののおしゃべり会・・・就職している方たちの交流会

　月に１回、第２日曜、働いている方同士、困りごとを相談したり、楽しく過ごすことで働く応援をします。

　※スポーツ文化センターで開催しています。時間は午後２時～４時までです。参加希望の方はお問い合わせください。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

相談支援事業所ゆんたくと併設されています。 職員がゆっくり丁寧に話を聞いています。

サービス内容

利用体験 設定なし

その他
障害のある方の身近な地域において雇用、保健福祉、教育等の関連機関の連携拠点として、
就業面及び生活面における一体的な相談支援を行う『相談窓口』です。
まずはお電話ください。ご相談は予約制になります。

外観 サービス提供中

開所時間
平日8:30～17:30
毎月第2日曜日は開所

定員 なし

対象 身体・知的・精神・発達・難病・その他

交通機関 名鉄一宮駅バスターミナル２番のりばから乗車。　馬引下車バス停下車すぐ。

駐車場 数台あり 送迎 応相談

運営法人 社会福祉法人　樫の木福祉会 問合担当 古川・佐藤・秋江・名和・足立・江崎

住所 〒491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字郷裏42番地

事業内容 障害者就業・生活支援センター事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　②

事業所名
尾張西部　障害者就業・生活

支援センターすろーぷ

TEL/FAX 0586-85-8619  /  0586-64-5852 

Email slope@kasinoki.jp

URL http://www.kasinoki.jp/slope.html

mailto:slope@kasinoki.jp
http://www.kasinoki.jp/slope.html


                   ※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

　　　　　　　　建物２階にあります。

サービス内容

利用体験 あり（希望日に合せて３日間程度）

その他 利用条件として、事業所が２階にある為、歩行で昇ることが可能な方。

外観 サービス提供中

開所時間
平日9：00～16：00
（土日祝日。8/13～15及び年末年始を除
く）

定員 ２０名　　

対象 身体(聴覚、内部)・知的・精神障がい

交通機関 一宮駅より徒歩５分。iバス稲荷公園からすぐ。

駐車場 あり 送迎 なし

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 愛知県一宮市八幡2-9-15小島ビル２階

事業内容 就労移行支援 MAP 就労支援機関マップ　③

事業所名
就労移行支援事業所
ジョブステーション

TEL/FAX TEL0586-64-5904 / FAX64-5914

Email move_job@kss.biglobe.ne.jp

URL http://npomove.seesaa.net/

『支援対象者』

●就労継続支援施設等に入っているが、事業所で働きたいと希望している人

●自宅で生活しているが、事業所で働きたいと希望している人

●一旦就職したが辞めてしまい、再就職に不安がある人

このような方々に、職業自立をめざして継続的な支援を行ないます。

＊利用にあたっては、一宮市から福祉サービス受給者証

（サービス支給決定）を受けることが必要です。相談してください。

『支援内容』

①援助（職業準備訓練） ②職場実習

●職場での基本的なルールを身につける 職業準備訓練の結果、基本的な

●職場での適切な対人態度を身につける 労働習慣を習得しつつある方に

●適切な作業態度を身につける 対し、実際の事業所で職場実習

●基本的な作業遂行能力を身につける を実施して、職場適応性を高め

●通勤ルール、マナー等を身につける ていきます。

③職場定着支援←就職後も安心！！

●就職後の初期において、通勤困難な方のための通勤援助

●定期的な職場定着指導援助・・・その他、職業生活を円滑に送るための援助

mailto:move_job@kss.biglobe.ne.jp
http://npomove.seesaa.net/


　　　　【1日の流れ】

　　　9：00～9：30　通所 就労移行実績　　　　　　　2016.12　現在

　　　9：30～10：00　朝の会・ラジオ体操 福祉枠　5　名

　　　10：00～12：00　作業 A型　6　名

　　　12：00～13：00　昼食・休憩

　　　13：00～15：00　作業

　　　15：00～15：15　清掃・整理整頓・帰りの会 サクラオアシス平和では、おひとりおひとりの

　　　15：15～　退所 ペースにあった内容で、就労へ向けた訓練の

ご提供を心掛けています。

　　【就労支援内容】

　　☆就労相談（個人面談など）

　　☆就労準備支援（就労先への見学・面接同行、履歴書作成支援、面接ロールプレイングなど）

　　☆求職活動支援(ハローワーク同行、就労先開拓など)

　　☆職場定着支援(就労先訪問、個人面談など)

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サクラオアシス平和は１階です。 訓練風景（作業）

サービス内容

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～
サクラオアシス平和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

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

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 なし

運営法人 株式会社　桜舎 問合担当 秋山　美佳

住所 〒491-0905　一宮市平和1-9-1　サンローズ平和１階

事業内容 就労移行支援事業所 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　④

事業所名 サクラオアシス平和

TEL/FAX 0586-43-5788

Email sakuraoasis@silk.ocn.ne.jp

URL http://sakuraoasis.jp

あさぎょ

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


訓練内容
・ワークショップ（ビジネスマナーやコミュニケーショントレーニング）
・PC訓練（基本操作・データ入力・伝票修正、POP作成）
・履歴書作成、面接シュミレーション
・電話応対訓練、来客応対訓練
・グループ活動・SST
・体験実習
・企業見学　など

就労移行支援事業所LITALICOワークスには、40以上のプログラムやオリジナルテキストがあり、作業訓練
やパソコン講座、ビジネススキル、コミュニケーション能力を身につけるワークショップ等を実施します。職場
体験実習もありますので、どのような仕事が自身に合っているのかなどもご確認いただけます。また企業で
の仕事経験豊富なスタッフも多いため、企業目線の応募書類の作成や面接練習を行うことが可能です。面
接にはスタッフが同行することもあり、訓練状況や業務依頼時の工夫、また発作時の対処方法などを企業
の方にお伝えすることができます。 3,000人以上の就職を実現してきたLITALICOワークスには多くのノウハ
ウが蓄積されており、あなたの「働きたい」を応援します。

利用体験 設定あり。（基本3日間）

その他
体験前に一度ご相談の上、見学に来ていただくことができます。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

サービス内容

開所時間
月火木　 9：00～15：00
水金土祝 9：00～12：00

定員 20名

対象 身体・知的・精神・発達・難病

交通機関 JR・名鉄尾張一宮駅下車、iビル東口を出て1分

駐車場 なし 送迎 なし

運営法人 株式会社LITALICO 問合担当 川井

住所 愛知県一宮市栄3-6-7　栄ビルディング8F

事業内容 就労移行支援 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑤

事業所名 LITALICOワークス尾張一宮

TEL/FAX TEL：0586-28-7601　FAX：0586-28-7602

Email info_owariichinomiya_wk@litalico.co.jp

URL
https://works.litalico.jp/center/nagoya/
owari/

mailto:info_owariichinomiya_wk@litalico.co.jp
https://works.litalico.jp/center/nagoya/owari/
https://works.litalico.jp/center/nagoya/owari/


※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

とてもお洒落なベーカリーのエントランスです。 焼き立てのパンを製造販売しています。

サービス内容

利用体験 あり

その他

外観 サービス提供中

開所時間
定員 10名

対象 身体・知的・精神・発達

交通機関 ＪＲ木曽川駅前

駐車場 あり 送迎 あり

運営法人 特定非営利活動法人　ふれあいサロン　さん・さんガーデン 問合担当 理事長　井浪典子

住所 〒493-0001　愛知県一宮市木曽川町黒田字往還西南ノ切144番地

事業内容 就労移行支援 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑦

事業所名

TEL/FAX 0586-87-3300　/　0586-84-3336

Email sansangarden@gmail.com

URL http：//www11.ocn.ne．jp/~sansan/

特定非営利活動法人

ふれあいサロン さん・さんガーデン

さん・さん木曽川

営業時間 月曜日～金曜日

6：00～18：00

特定非営利活動法人

ふれあいサロン

さん・さんガーデン

さん・さん木曽川
ベーカリー

さん・さん木曽川

就労移行支援 パン製造・販売

パンの製造から

販売をおこなってます。

●個々に合った社会生活に向けての

支援を行っています。

mailto:sansangarden@gmail.com


4つの事業所があります それぞれの作業風景

サービス内容

利用体験 あり

その他
フード＆ベーカリー「わがんせ」・・・　　住所：一宮市祐久字九百坪204番地　TEL：0586-68-3210
園芸センター「さいた」　　　　     　 ・・・　 　住所：一宮市西五城字山方21－1　   TEL：0586-62-0039
西島工場                                        ・・・ 　　住所：稲沢市西島三丁目143　              TEL：0587-36-5050

外観 サービス提供中

開所時間
平日9:00～16:00　（営業時間8:30～17:30）
土曜日（隔週）9：00～13：00

定員 就労移行10名／就労継続B型30名

対象 知的・精神・発達・身体

交通機関 名鉄バス「朝日東小学校前」バス停すぐ　（西中野行き）

駐車場 あり 送迎 あり（応相談）

運営法人 社会福祉法人　樫の木福祉会 問合担当 川口　千鶴子

住所 〒494-0012　一宮市明地字上平35-1

事業内容 就労移行支援／就労継続支援B型 MAP 就労支援機関マップ　⑧

事業所名 ステップ

TEL/FAX 0586-68-1207 / 0586-68-1241

Email step@kasinoki.jp

URL http://www.kasinoki.jp/

活動内容
・花苗の育成・販売 （ポット土入れ、植え替え、

施肥、水やり、ポット洗いなど）

・内職（ダイレクトメール、箱折、糸管など）
・施設外就労（園芸作業、軽作業など）

明地・西島工場（就労継続B型）
福祉的な就労の場において、職業的習慣の確立及び
向上に力を入れています。より多くの工賃取得とより
高いレベルでの就労（一般就労含む）を目指します。

軽作業

施設外就労など

職業技能の向上
・作業種の幅を

広げる

・得意な作業を

伸ばす

基本習慣の確立
・体力、集中力

・挨拶、報告

などの基本動作

・身だしなみ、

言葉遣い

職業準備訓練
・作業訓練

・施設外就労

・面接練習

・ＳＳＴ

・グループワーク

求職活動
・ハローワーク同行

・職場見学

・職場実習

・面接同行

・応募書類作成

職場定着
・会社訪問

・企業の方への助言

・ご本人への援助

・関係機関との連携

「一般企業で働きたいが一人で就職活動するのは不
安」「訓練で自信を付けて就職を目指したい」などの思
いがある方に対し、職業準備訓練から就職活動、就
労後の職場定着に至るまで、就労に必要なサポート
を行います。

明地工場（就労移行）

フード＆ベーカリー「わがんせ」（就労継続B型）

明地工場 西島工場

わがんせ さいた

明地工場 西島工場

わがんせ さいた

所得保障

” わがんせ”とは笑顔で人と接するという意味・・・そし
てお店のキーワードは「笑顔」。” わがんせ” はお弁
当と焼きたてパンとの甘い香りと幸せいっぱいの笑顔
で溢れています。障がいを持つ人達もスタッフの一員
として大活躍！！

活動内容
●フード部門

給食、弁当の製造・販売、配達業務、メンテナンス

●ベーカリー部門

パンの製造・販売に関わる業務、移動販売など

さいたでは、愛情いっぱいで花苗の生産・
販売に取り組んでいます。仕事を通じて、
一人ひとりが出来るだけ多くの工賃を受け
取り、自らの力で地域生活を営むことがで
きるよう応援します。

就労継続A型、就労移行、一般就労を目指して！

園芸センター「さいた」（就労継続B型）

http://www.kasinoki.jp/


２月 健康診断 施設利用者・パート

３月 お誕生日会 施設利用者

１月 お誕生日会 施設利用者

９-１０月 個人面談 施設利用者

10月 レクリエーション 施設利用者・パート

１1月
お誕生日会 施設利用者

忘年会 施設利用者・パート

６月 防災・避難訓練 施設利用者・パート

９月 お誕生日会 施設利用者

年間行事 行事名 対象

５月 お誕生日会 施設利用者

リユースおしぼりの生産業務を通して就労に関する知識、能力を身につけると共に、
コミニュケーションの能力向上の為下記の行事を行っています。

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他
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
が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援します。

外観 サービス提供中

※画像データ貼り付け

リユースおしぼりの加工事業所です。 包装業務室

サービス内容

開所時間 8:00～17：10　日曜日/定休日
定員 20名

対象 知的・身体・精神

交通機関 名鉄バス・大野バス停徒歩3分

駐車場 有 送迎 無

運営法人 株式会社　　浅井商会 問合担当 吉田日人

住所 愛知県一宮市浅井町大野字杁先32番地の3

事業内容 就労継続支援A型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑨

事業所名 株式会社　　浅井商会

TEL/FAX 0586-78-4343  /  0586-51-2393

Email info@azai.co.jp

URL http://azai.co.jp/

mailto:info@azai.co.jp
http://azai.co.jp/


・トラックのルームクリーニングがメインです。

内張り（天井）、シートなど外し綺麗にして元に戻します。

・トラック部品の洗浄、清掃

・トラック内外の洗浄、清掃

・その他トラックに関する軽作業があります。

・ビニールテープのリサイクル用仕分け作業

・その他内職作業もあります。

※トラックの作業は難しく感じると思いますが、細かく作業分担して行いますので

　初めての方や女性でも十分作業出来ます。

※気になる方は一度見学に来てください。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他

外観 サービス提供中

開所時間
平日10：00～17：00（営業時間9：30～17：
30）

定員 30名

対象 知的・精神・身体

交通機関 名鉄新木曽川駅　徒歩23分

駐車場 あり　（駐車料必要） 送迎 ご相談ください。

運営法人 株式会社　ハピネス 問合担当 河合　美帆

住所 〒493-0001　愛知県一宮市木曽川町黒田十一ノ通り11

事業内容 就労継続支援Ａ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑩

事業所名 ハピネス

TEL/FAX 0586-80-0560　　/　　0586-80-0187

Email ｈａｐｐｉｎｅｓｓ2012＠ｚｍ.cｏｍｍｕｆａ.Jp

URL

mailto:info@azai.co.jp
http://azai.co.jp/


□施設内作業

　　◆アパレル製品の加工作業

　　　 ・靴下、ポーチ、ハンカチ等の値札付け

・店舗配分作業、発送作業

　　◆袋製品の加工

　　◆紙製品の組み立て

□施設外就労

　　◆一般就労に向けてのステップアップ。多種多様な施設外就労先があります。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

施設外就労

サービス内容

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他

　施設内ではアパレル、雑貨等の加工、出荷業務を行っています。施設外では携帯電話の仕分けや選別、ギフトの加
工や仕分けを行っています。就労時間も９：００から１６：００の６時間がベースで、中には７時間、８時間という方もおら
れます。作業内容も細かい単位で変わるため、最初は戸惑うこともありますが、直ぐにそれが当たり前となります。
よって、より一般企業に近い形の実践的な就労訓練が出来ることが私たち事業所の大きな特色となっています。

外観 サービス提供中

開所時間
9：00～16：00
　＊施設外就労の場合は、変動あり。
　＊土曜日は、9：00～12：00

定員 15

対象 精神・知的・身体

交通機関 名鉄尾西線奥町駅から徒歩25分

駐車場 あり 送迎 応相談

運営法人 ＥＮＳＥＭＢＬＥ株式会社 問合担当 富

住所 〒494-0007　愛知県一宮市小信中島字宮前785-7

事業内容 就労継続支援Ａ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑪

事業所名 アンサンブル２

TEL/FAX 0586-52-7291　/　0586-52-7292

Email

URL http://ensemble.co.jp/

http://ensemble.co.jp/


※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

もも組本工場です それぞれがレベルに合った仕事を任せられています

サービス内容

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他 施設見学も可能です。お気軽にご連絡下さい。

外観 サービス提供中

開所時間
平日９：００～１８：００
（ご利用者様の状態に合わせシフト制）

定員 40人

対象 身体・知的・発達

交通機関 名鉄バス「浅野公園前」バス停徒歩5分

駐車場 有り 送迎 無し

運営法人 株式会社丹陽商会 問合担当 サービス管理責任者　植田

住所 〒491-0871　一宮市浅野字寺西80-3

事業内容 就労継続支援Ａ型事業 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑫

事業所名 もも組

TEL/FAX 0586-77-1591 / 0586-76-4699

Email tanyo138@mist.ocn.ne.jp

URL http://www.tanyo.co.jp/

□活動内容

・おしぼり（洗い・包装・検品）

・タオル（畳み・検品袋入・洗い）

・施設ネットクリーニング（畳み・検品袋入・洗い）

・検診スリッパ（検品・包装）

・検診着・病院パジャマ（畳み・包装）

□作業内容

もも組では豊富な作

業種類があるため、

自分に合った作業が

必ず見つけられます。

□活動内容

・もも組食堂（毎月）…普段のお弁当ではなく特製ランチを召し上がります。

・もも組感謝祭（5月）…保護者の皆様、地域の皆様に参加していただき、作業見学や懇親会

を行います。

・ごみゼロ運動（10月）…地域のゴミ拾いをします。

・忘年会（12月）…特製ランチを食べた後に1年間の反省と来年に向けての目標を立てます。

□その他の活動

もも組では日々の作

業だけではなく、定期

的に余暇活動も行っ

ています。

□もも組って？

もも組は家族のような温かさを大切にする

アットホームな福祉施設です。

ご利用者様の就労意欲・やりたい事を最大

限尊重し、就労へのサポートを行います。

作
業
の
様
子

も
も
組
感
謝
祭

も
も
組
食
堂

mailto:tanyo138@mist.ocn.ne.jp


～のあのはこぶねの合言葉は『明るく・仲良く・元気よく』～

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

事業所は閑静な住宅街にあります 明るく、仲良く、元気よく作業に取り組んでいます。

サービス内容

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他 特になし

外観 サービス提供中

開所時間 10：00～16：00　休日・・・日曜、祝日
定員 40名

対象 精神・知的・身体(内部障害)

交通機関 名鉄バス　せんい一丁目下車　徒歩5分

駐車場 あり 送迎 なし

運営法人 合同会社　のあのはこぶね 問合担当 サービス管理責任者

住所 〒491-0838　一宮市猿海道1-7-3

事業内容 就労継続支援A型 データ作成 就労支援機関マップ　⑭

事業所名
就労継続支援A型事業所

のあのはこぶね

TEL/FAX 0586-85-5103　/　0586-85-5102

Email hsy2n1024@yahoo.co.jp

URL www.noanohakobune.jp

当事業所には

国内・国外から

たくさんの荷物

が毎日入荷して

箱から種類ごとに

出し、仕分けして

のあのはこ

ぶね 仕事

内容

不良品がないかを二重、三

重でチェックします。

注文に応じて縫製作業も丁

寧に行います。

仕上げは、業務用のアイロ

ンで細かいシワを伸ばして

注文票をもとに

正確に箱詰めし

ていきます。

出荷完了。お客様

のもとへ。

mailto:hsy2n1024@yahoo.co.jp
http://www.noanohakobune.jp/


将来的に一般企業で働きたい方、前向きでヤル気のある方　大歓迎！！！

・自動車部品組み立て作業

・食品（お菓子等）加工作業

・靴、アパレル、雑貨の検品、梱包、商品のデータ入力、在庫管理等

清潔で働きやすい職場です。社会人としての基本を学び、一般就労へのスキルアップ

が見込めます。　トライトで行う業務の中で「こんなことがしてみたい！」の希望に沿って

チャレンジできる環境を提供します。

・健康茶等の加工作業

利用体験 　なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他
　一宮駅と当社間の送迎を行います。
　施設外就労先　 松本商会様：西春日井郡豊山町豊場志水90-1
　　　　　　　　　　   イーロジス様：小牧市大字三ツ渕950

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

開所時間
　平日　9：00～14：00
　 土 　 9：00～12：00

定員 　20名

対象 　知的・精神・身体・発達

交通機関 　尾張一宮駅前５番のりば　九日市場行き→「森本」バス停下車　徒歩１０分

駐車場 　あり 送迎 　あり

運営法人 問合担当 　宮本・漆畑

住所 　一宮市猿海道1-15-4

事業内容 就労継続支援Ａ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑮

事業所名 株式会社　トライト

TEL/FAX 　☎0586-64-9250　/　0586-64-9251

Email

URL

本社2Ｆ本社1Ｆ

㈱イーロジス(有)松本商会様(有)松本商会様 ㈱イーロジス

本社本社



・おしぼりの洗浄を主に行っています。

①使用済みおしぼりの選別

②おしぼりの洗浄

③おしぼりの検品・包装

④計数機検査・検品

⑤製品の箱詰め

⑥箱の洗浄

・施設外就労にも取り組んでいます。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他 就労時間は4時間～6時間の間で利用者の希望、状況に合わせて決めています。

外観 サービス提供中

開所時間
平日8：30～15：30
（営業時間8：00～17：00）

定員 20名

対象 知的・精神・聴覚

交通機関 一宮駅名鉄バス5番乗り場より九日市場行に乗車。三ツ井バス停下車すぐ。

駐車場 応相談 送迎 なし

運営法人 特定非営利活動法人愛知自立支援センター 問合担当

住所 〒491-0827　一宮市三ツ井二丁目4-18

事業内容 就労継続支援Ａ型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑯

事業所名 ともにー

TEL/FAX 0586-77-6577

Email m-takeda@tomoni-aichi.com

URL tomoni-aichi.com

mailto:m-takeda@tomoni-aichi.com


○雇用契約に基づき就労機会の提供

○就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練

○軽作業（DVDの掃除・毛染め商品の袋入れ・ギフト箱の作成・布たたみ等）

○施設外就労（I-PADにての入力・出品作業）

※画像データ貼り付け

サービス内容

利用体験 なし（見学は随時可能。事前にご連絡ください。）

その他
企業よりお仕事をいただき、利用者様に対して最適なお仕事を提供します。また快適な環
境で、自立及び一般就労に向けた知識・能力が高まるよう支援しています。一人でも多く
の方々に「生きがいの発見」をしてほしいと、取り組んでいます。まずはお電話ください。

外観 サービス提供中

開所時間
９：３０～１５：００　休憩９0分（平日通院の
ある方、応相談）（日、祝日　休み）

定員 ３４名（内施設外14名）

対象 身体　知的　精神　視覚　聴覚　肢体　内部

交通機関 尾張一宮駅より徒歩４分

駐車場 なし 送迎 なし

運営法人 問合担当 サービス管理者　志波範子

住所 〒491-0859　愛知県一宮市本町3丁目1-10

事業内容 就労継続支援A型事業所 ＭＡＰ 就労支援機関マップ　⑰

事業所名 株式会社クリアサポート

TEL/FAX 0586-85-8061 / 0586-85-8062

Email crian8061@yahoo.co.jp

URL

mailto:crian8061@yahoo.co.jp


・施設外就労‥
弁当で身につけたスキル、体力、接客マナーを
活かすとともに、就労先で必要なスキルを身に
つけていきます。

※一般就労を目指す方は、弁当や施設外就労で身につけた
スキルを発揮できる企業へ繋げていきます。

※画像データ貼り付け ※画像データ貼り付け

サービス内容

・弁当の製造‥
弁当の盛りつけ、おかずのカップ詰め、
食器類の洗浄、調理など。

利用体験

その他

外観 サービス提供中

開所時間
平日8：00～16：00
（営業時間7：30～16：30）

定員 ２０名

対象 知的・精神・発達・身体

交通機関 名鉄バス丹陽線「せんい一丁目」バス停徒歩３分（九日市場行き）

駐車場 あり 送迎 あり（応相談）

運営法人 Ａ－ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ株式会社 問合担当 田代

住所 〒491-0873　一宮市せんい一丁目５－１８

事業内容 就労継続支援A型 ＭＡＰ 就労支援機関マップ

事業所名 ほまれの家　一宮店

TEL/FAX ０５８６－８３－１１８８

Email info_ichi@homare2014.or.jp

URL

弁当の製造と販売を通して必要なスキル（技術）や体力、

接客マナーを身につけていきます。

mailto:info_ichi@homare2014.or.jp

