
高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

ワークスいちのせ                      平成 18 年 10 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 939-1118 

高岡市戸出栄町 55-8 
電話 0766-63-0100 
FAX 0766-73-2862 
E-mail w-ichinose@hand-takaoka.jp 
HP http://hand-takaoka.jp/ 
交通 バス停市野瀬より徒歩 15 分 

自家用車・高岡駅より 20 分 
運営主体 社会福祉法人手をつなぐ高岡 
 
2,施設全景 

 

 
3,サービスの種類・定員 

 
4,対象者 
知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者 

 
5,作業内容 
 段ボール組み立て、仏具みがき・袋詰め・組み立て、 
 リサイクル品回収 
 
6,就業の条件、設備等 

営業日:月曜日～金曜日 9:00～16:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆) 

車通勤 可 
送迎 有 
食事 有、おかず 290 円ごはん 100 円 
バリアフリー 
対応の状況 

無 

 
7,加入保険等 

傷害保険加入 
 

就労継続支援 B 型(定員 20 人) 
 
 
 
事業所紹介  いちのせ事業所の活動です。 
 
 

 

段ボールの仕事が中心です！！ 

   
仏具の組み立て作業です 仏具のみがき作業です 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

ワークスたかおか                      平成 18 年 10 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0325 

高岡市立野 2412 番地 
電話 0766-31-4270 
FAX 0766-31-4070 
E-mail w-takaoka@hando-takaoka.jp 
HP http://hand-takaoka.jp/ 
交通 西高岡駅から徒歩 15 分 

天目町バス停から徒歩 1 分 
運営主体 社会福祉法人手をつなぐ高岡 
 
２,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(定員 20 人) 
・日中一時支援事業 
 
３,対象者 
知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者 
 

４,作業内容 
・ビス数え、ビス袋詰め、ホッチキス止め 
・部品の袋詰め、説明書折り 
・部品のシール貼り 
・ダンボール関係（組み立てなど） 
・回収、缶つぶし など 
・施設外就労（清掃） 
 
５,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～16:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 可 
送迎 有 
食事 有、おかず 290 円 ごはん 100 円 
バリアフリー 
対応の状況 

なし 

 
６,加入保険等 
傷害保険加入 

事業所紹介 
＜年間行事＞ 
・4 月  花見      ・11 月  社会見学  
・5 月  遠足      ・12 月  クリスマス会 
・8 月  納涼祭      ・ 2 月   ボウリング大会 
・9 月  スポーツ大会     ・ 3 月   反省会  
※他に、ふれあいは～もに～（音楽療法）：年 4 回 
  健康体操を年１１回毎月実施しています。 
 

 作業の様子 空き缶つぶし 余暇活動 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

ワークスたから                      平成 18 年 10 月 1 日 指定  

２ １ 

３ 

 
1,基本情報 
所在地 933-0106 

高岡市伏木本町 12-25 
電話 0766-44-4100 
FAX 0766-44-4100 
E-mail takara@p2.tcnet.ne.jp 
HP http://hand-takaoka.jp/ 
交通 伏木駅から徒歩 20 分 

高岡駅より車で 20 分 
運営主体 社会福祉法人手をつなぐ高岡 
 
2,施設全景 

 
 
3,サービスの種類・定員 

 
4,対象者 
知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者 
 
5,作業内容 
 アルミサッシ部品組み立て、塗装会社補助 
プラスチック部品の袋詰め  
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～16:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 可 
送迎 有 
食事 有、おかず 290 円ごはん 100 円 
バリアフリー 
対応の状況 

対応 

 
7,加入保険等 

傷害保険加入 

・就労継続支援 B 型(定員 20 人) 

◎主な作業内容及び事業所紹介 

 

○下請け作業として 

アルミサッシ部品を 

組み立てています 

○緩衝材のテープ貼りや部品の組み立て、

他にもプラスチック部品の袋詰めもして

います。 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

かごめ苑                         平成 18 年 10 月 1 日 指定  

 
 

 

 
1,基本情報 
所在地 939-0118 

高岡市福岡町大野 98 
電話 0766-64-2996 
FAX 0766-64-2996 
E-mail kagomeen@p2.tcnet.ne.jp 
HP http://hand-takaoka.jp/ 
交通 福岡駅から徒歩 20 分 

市営バス「ふるさと会館前」徒歩 1 分 

運営主体 社会福祉法人手をつなぐ高岡 
 
2,施設全景 

 
 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(13 人) 

 
 
4,対象者 
知的障がい者,身体障がい者、精神障がい者 
 
5,作業内容 
部品仕分け作業、熱止め作業、ルアーケース作業 
発泡スチロール、ダンボール作業、施設外就労 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～16:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 無 
送迎 無 
食事 有、おかず 290 円ごはん 100 円 
バリアフリー
対応の状況 

対応 

 
7,加入保険等 
傷害保険加入 
 

 
 
◎主な作業内容及び事業所紹 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
ダンボール作業 

部品仕分け作業 熱止め作業 施設外就労 

発泡スチロール 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

ワークスてんもく                      平成 23 年 4 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 939-0118 

高岡市福岡町大野 97-1 
電話 0766-64-8055 
FAX 0766-64-8056 
E-mail tenmoku@p2.tcnet.ne.jp 
HP http://hand-takaoka.jp/ 
交通 福岡駅から徒歩 20 分 

市営「ふるさと会館前」バス停徒歩
1 分 

運営主体 社会福祉法人手をつなぐ高岡 
 
2,施設全景 

  

3,サービスの種類・定員 
・就労支援 B 型(20 人) 
 

4,対象者 
知的障がい者,身体障がい者、精神障がい者 
 
5,作業内容 
・プラスチィック部品の袋詰め 
・箱作り 
・高岡市社協会館清掃 
・高岡商工会議所会報袋詰め 
・緩衝材貼り付け など 
 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～16:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 可能 
送迎 有 
食事 有、おかず 290 円ごはん 100 円 
バリアフリー
対応の状況 

なし 

 
7,加入保険等 
傷害保険加入 

事業所紹介 
 

  

 

社会福祉協議会清掃業務（トイレ掃除、掃除機がけ） 

面戸の両面テープ作  箱 作 り作 作 し 

商工会議所（会報入れ） 

シール袋詰め 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
事業所名 

特定非営利活動法人 憩いの家             平成 18 年 10 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0018 

高岡市高陵町 8 番 49 号 
電話 0766-23-5409 
FAX 0766-73-7523 
E-mail info@ikoi-house.jp 
HP http://www.ikoi-house.jp 
交通 あいの風鉄道高岡駅から徒歩 10 分 

加越能バス舘川停留所から徒歩 3 分 
運営主体 特定非営利活動法人 憩いの家 
 
2,施設全景 

 

事業所本体        ｺﾛｯｹｶﾌｪ アルペーゼ 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(定員 30 人) 

 
4,対象者 
・おもに、精神障がいをお持ちの方 
5,作業内容 
・施設内受託作業…小箱、緩衝材等の紙類加工・梱

包、テープ留め、手袋包装など 
・施設外での作業…食品包装など 
・飲食店運営…「コロッケカフェ アルペーゼ」運営 

…弁当、惣菜、菓子の製造販売、移動販売出店 
・自主製品…手芸小物、名刺の制作、販売 
6,就業の条件、設備等 
・営業日:月曜日～金曜日  第 1・3・5 土曜日 

 9:00～17:30 (作業～15:00) 
・休業日:(第 2・4 土日祝、年末年始、お盆など) 

車通勤 
車通勤可能です。 
駐車場も無料で提供しています。 

送迎 送迎サービスはしていません。 
食事 無料で提供しています。 
バリアフリー
対応の状況 

特に整備していません。 

 
7,加入保険等 
・傷害保険やレク保険等は、事業所で加入しています。

事業所紹介 
〇一般雇用の困難な方、離職された方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

〇利用される方の個々の活動内容を検討し支援を行います。 

〇生活リズムを整えながら、仲間同士で支えあい・励ましあうことは、社会的自立につながっていくことでしょう。 

〇お楽しみとして、 

・月１回のレクリエーション （お出掛け・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ・講習会等） 

・月 1 回の体育部 （ソフトバレー・卓球・テニス等） 

・月 1 回水曜日午後～アルペーゼに行こう！ （運営しているカフェで、穏やかなひとときを過ごします。） 

・第２木曜日午後～社会参加活動日 （手芸・ｹﾞｰﾑ・カラオケ・まったりおしゃべり等） 

・第１・３・５土曜日午後～リラックスタイム （手芸・ゲーム・カラオケ・おやつ作り・まったりおしゃべり・ちょこっとお出掛け等）  

・第１・２・４・５・火曜日 15 時～16 時 30 分までの放課後タイム （カラオケ・ティータイム・まったりおしゃべり等） 

・月 1 回午後～地域清掃 （地域のごみ拾い等） 

・月 1 回金曜日スペシャルランチ   月 1 回土曜日ふんぱつランチ   

…その他、思いつきで催し物があります。どれも自由参加です。 

 〇一歩、踏み出したいなと考えているかた、ご相談ください。 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

特定非営利活動法人工房ジョ・イン       平成１８年１０月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0826 

高岡市佐野新町 1666 
電話 0766-21-1315 
FAX 0766-21-1357 
E-mail info@k-join.org 
HP http://www.k-join.org/ 
交通 ・加越能バス「佐野新町」バス停より 

徒歩５分 
・新高岡駅より徒歩 20 分 
・高岡駅まで無料送迎あり(要相談) 

運営主体 特定非営利活動法人工房ジョ・イン 

 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(定員 20 人) 

 
4,対象者 
・主に精神障がいをお持ちの方で、定期的な診察や服
薬管理ができ、就労継続支援 B 型の対象になる方。 
・65 歳未満の方 
 
5,作業内容 
・吊木作り ・紙製品成型 ・壁紙養生袋たたみ加工 
・野菜袋詰加工 ・手袋等袋詰め ・障子、網戸張替 
・清掃、除草作業 ・ラベル貼り    その他軽作業 
・手作り小物（和小物、ウッドピンチ等） 
 
6,利用の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 ８:３０～１７:００ 

（作業時間９：００～１６：００） 
休業日:土日、祝祭日、年末年始、夏季休暇 
車通所 可（駐車無料） 
送迎 有（高岡駅前⇔ジョ・イン） 
食事 有（１食１００円） 
バリアフリー 
対応の状況 

作業室段差有り 
車椅子対応トイレなし 

 
7,加入保険等 
傷害保険

 

事業所紹介

安全に利用していただけるように感染症対策を行っています。 
主に企業さんからの下請け作業を中心に、毎日作業訓練をしています。 
利用者の大半は精神障がいの方ですが、知的障がいや その他の障害をお持ちの方も一緒に頑張っておられます。 
作業の種類が豊富なので、自分の力を発揮できる場がきっと見つかるはずです。 
ジョ・インでの作業訓練を通して、人生の主人公をめざしてみませんか？
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

あしつきふれあいの郷就労支援事業所        平成 19 年 4 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0935 

高岡市博労本町 4 番 1 号 
電話 0766-29-3335 
FAX 0766-29-3336 
E-mail asituki@skyblue.ne.jp 
HP http://ashitsuki.sakura.ne.jp/ 
交通 高岡駅古城公園口(北口)から 

徒歩１５分 

運営主体 社会福祉法人あしつき 
 
2,施設全景 
 

 

 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援Ｂ型（定員 25 人） 
・就労移行支援（定員 10 人） 
・就労定着支援 
 

 
 
4,対象者 
 主に精神障がい者 
 
5,作業内容 
下請け作業：ダンボール組立、箱折り、アルミ部品のシー

ル貼り、木材の研磨、プラスチック製品の組
立・検品、ケーブル巻き、製品袋詰め など 

 
自 主 製 品：クッキー、シフォンケーキ、カップケーキなどの 

焼き菓子や、手作りパンの製造販売 
小物(ヘアゴム・ハーバリウムボールペンなど)  
の製作販売  

 
 
施設外作業：ところてんの袋詰めなど 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～15:00 
休業日:土日祝、年末年始、お盆 
車通勤 可 
送迎 なし 
食事 お弁当の注文可（一部施設負担） 
バリアフリー 
対応の状況 

玄関前にスロープ 
身体障害者用トイレ 

 
7,加入保険等 

傷害保険、レクリエーション保険加入 
 

事業所紹介 

利用者主体の作業をモットーにし、かつ一人一人の体調、能力に合った訓練内容を提供しています。また、工賃アッ
プも地道に実現しています。作業訓練と並行して生活全般の相談も受けながら、一人一人の生活が充実したものとな
ることを目指しています。また、憩いの場として様々なレクリエーション（健康教室、日帰り旅行など）も行っています。 

←【Instagram QR ｺｰﾄﾞ】 
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高岡市 就労継続支援 B 型 
 
事業所名 

大町就労支援センター                  平成 19 年 7 月 1 日 指定  

1,基本情報 
所在地 933-0916 

高岡市大町 8-20 
電話 0766-73-6008 
FAX 0766-30-2616 
E-mail oomati@azusakai.com 
HP https://www.kawada-byouin.com 

/rehabilitation/oomachi-syuurou 
交通 電車（万葉線） 

急患医療センター前 にて下車 
運営主体 医療法人社団あずさ会 
 
2,施設全景 

 
 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型（定員 24 人） 
・生活訓練（定員 9 人） 
 

4,対象者 
精神障がい者 

 
5,作業内容 
・関連病院の清掃・駐車場の誘導等委託業務 
・内職作業(紙製品組立、部品袋詰め、シール貼り等) 
・手工芸品製作 
・カフェ運営(準備、接客、調理、片づけ等) 
・施設外就労支援(軽作業等)  等 
 
6,就職実績 
令和 2 年度 １名 
 
7,就業の条件、設備等 
営業日:月曜～金曜(土曜は不定期) 9:00～17:00 
休業日:(日祝、年末年始、お盆など) 
 
車通勤 可 
送迎 無 
食事 カフェ大町の利用可 
バリアフリー 
対応の状況 

対応していない 

 
8,加入保険等 
 利用者は傷害保険の加入が必要

 

事業所紹介 

大町就労支援センターは、平成 19 年 7 月に就労継続支援 B 型、自立訓練(生活訓練)の多機能型事業所とし
て開所しました。就労訓練は当初清掃業務を主としておりましたが、内職作業やカフェといった業務拡大を図り、今日で
は多岐にわたる就労訓練が可能です。また、生活訓練を併せて利用することもでき、生活面の充実を含め、総合的な
支援にあたっております。
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

自立サポートＪａｍ                    平成 22 年 9 月 1 日 指定  

 
1,基本情報 
所在地 933-0956 

高岡市宮田町 47-1 
電話 0766-75-4316 
FAX 0766-50-8704 
E-mail npo-jam@samba.ocn.ne.jp 
HP http://www.npojam.org 
交通 加越能バス横田本町より徒歩１分 

高岡駅より車で約 10 分 
運営主体 特定非営利活動法人Ｊａｍ 
 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(10 人) 

 
4,対象者 
(知的,精神) 
 
5,作業内容 
・焼き菓子製造(クッキー) 
・段ボールの芯の貼り付け作業 
・織物 
・他、地域の委託作業 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日、第１土曜日  

9:00～16:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 可 
送迎 無 
食事 有 1 食 300 円 
バリアフリー対
応の状況 

車椅子の方が使用できるトイレの
設備有、他特になし 

 
7,加入保険等 
AIG 損害保険株式会社

 
事業所紹介 
クッキー班・軽作業班に分かれ、自主製品の製造・販売をしています。クッキー班では季節や用途に合わせてのプレゼン
ト用クッキーが人気。軽作業班では、依頼に合わせてのさをり織りや英字新聞作りをおこなっています。日々、就労のため
の力をつけたり、月 1 回のミーティングで社会のマナーについて勉強をしながら自分自身を向上させています。 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

作業工房 えいぶる                     平成 22 年 4 月 1 日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0041 

高岡市城東 1-9-29 
電話 0766-54-0724 
FAX 0766-54-0724 
E-mail npo_able@yahoo.co.jp 
HP http://nanos.jp/npoable/ 
交通 越中中川駅より徒歩１０分 
運営主体 特定非営利活動法人 えいぶる 

 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(定員 10 人) 

 
4,対象者 
身体障害者、知的障害者、精神障害者 
 
5,作業内容 
段ボールの型抜き・貼付作業、トイレットペーパーの紙巻 
小物作り 等 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9：00～16：00 
     隔週土曜日 9：30～13：30 
休業日:隔週土曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆 
車通勤 可 
送迎 有 高岡駅前 
食事 有 ２００円/１食 
バリアフリー 
対応の状況 

作業所は 2 階 
階段に昇降機有 

 
7,加入保険等 
賠償責任保険に加入しております。 
 
 

 

事業所紹介 

小物作りでは、主にハワイアンの生地を使って巾着やコースターなどを制作し、末広坂にあるハワイアンショップ MAKANA
に置いてもらっています。課外活動としてフラダンスを教えてもらっていて、イベントや納涼祭などに呼んで頂き、披露してい
ます。                                                     トイレットペーパー                                                   

作業の様子 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

特定非営利活動法人すこやか２６         平成２２年 4 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 ＊１号店：933-0112 

高岡市伏木古国府 7-6 
＊２号店：933-0105 

高岡市伏木錦町 9-31 
＊3 号店：933-0112 
  高岡市伏木古国府 251 

電話 ＊１号店：0766-44-3829 
＊２号店：0766-44-2356 
＊3 号店：0766-95-5666 

FAX ＊１号店：0766-44-3829 
＊２号店：0766-73-2416 

E-mail sukoyaka26@festa.ocn.ne.jp 
HP なし 
交通 伏木駅から徒歩５分 
運営主体 特定非営利活動法人すこやか２６ 
 
2,施設全景 
＊１号店     ＊２号店       ＊3 号店 

              
 
 
 
 

 
3,サービスの種類・定員 

・就労継続支援 B 型 
 

 
・定員：１号店 20 人 

２号店 10 人     合計 40 人 
       3 号店 10 人 
4,対象者 

知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者の方々
を対象としています。 
 

5,作業内容 
  アルミ部品（ビス等）の袋詰め（全店舗） 
  軍手、マスク等の仕分け・袋詰め（全店舗） 
  ニット商品の糸抜き（２号店） 
  箱作り・袋入れ（２号店） 
  北陸銀行・富山銀行 
   ・・・・カレンダー巻・封筒詰め（全店舗） 
  清掃・環境整備（施設外就労） 
  神社・町内近隣、地域八幡神社 
   ・・・・除草、年中行事の飾り付け（奉仕活動） 
 
6,就業の条件、設備等 

営 業 日:月曜日～金曜日、第 1・第 3 土曜日 
作業時間：9：00～15：00 
休 業 日:土日祝、年末年始、お盆など 

車通勤 可（駐車場について相談必要） 
送迎 有 
食事 有（ごはん 100 円・おかず 230 円） 
バリアフリー 
対応の状況 

玄関スロープ有 
事業所内は車いす可 

 

事業所紹介 

 すこやか２６では、社会復帰事業として障害者の方々が社会の一員として、「働く喜び」「楽しさ」を感じること・ 
地域社会に貢献することができるよう、スタッフが全力でお手伝いをさせて頂きます。 
 年間行事として、春には花見・冬にはクリスマス会、各店舗にてお誕生日会等も行っています。 
コロナ対策もしっかり行い、皆さんには毎日楽しく過ごして頂けるよう考えております。 
利用者様同士も仲が良く、チームワーク抜群で協力し合いながら、明るく元気に頑張っています！！！ 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

ファクトリーかたかご                       平成２２年４月１日 指定  

作業以外の活動 

日帰り外出（年 1～2 回） 

まごころまつり（9 月） 

忘年会（12 月） 

1,基本情報 
所在地 933-0816 

高岡市二塚 657 番地１ 
電話 0766-30-2025 
FAX 0766-30-2026 
E-mail cororo-no-magokoro@way.ocn.ne.jp 

HP http://www.takaoka-manyo.jp/ 

交通 ・高岡駅瑞龍寺口(南口)から南へ
３キロ、高岡市立二塚小学校前 
・二塚駅から徒歩１０分 

運営主体 社会福祉法人たかおか万葉福祉会 

 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型（定員 20 人） 
・日中一時支援事業（定員２人） 
 

4,対象者 
主に知的障がい者 
 

5,作業内容 
 ・製菓作業(クッキー製造) 

・納品・販売活動（各種行事での販売） 
・売店業務（クッキー販売） 
・受託作業(化粧棚のテープ貼りなど) 
 

6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 8:30～15:30 
休業日:土・日・祝日、年末年始、お盆など 

（販売活動の場合出勤もあり） 
車通勤 不可 
送迎 片道 1,000 円/月 

         往復 2,000 円/月 

食事 有  
バリアフリー 
対応の状況 

玄関、トイレ、多目的ホール 
※作業室内は車椅子不可 

7,加入保険等 
事故・災害に備えて損害賠償保険に加入 
 
８,職員体制 
サービス管理責任者 1 名、生活支援員 1 名、 
職業指導員 4 名 
 

事業所紹介 

 
 
 
 
   

有（応相談） 

化粧棚のテープ貼り 

スタッフが『まごころ』を込め、クッキーの製造・販売を行っています。 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

ジョブライフ万葉                       平成２３年４月１日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0959 

高岡市長江 660 番地 
電話 0766-23-0664 
FAX 0766-23-0644 
E-mail takaman@vanilla.ocn.ne.jp 
HP http://takaoka-manyo.jp/ 
交通 長慶寺バス停から徒歩約 3 分 
運営主体 社会福祉法人たかおか万葉福祉会 

 
2,施設全景 

 

3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型 定員３０名 
・日中一時 定員 3 名 
 

4,対象者 
主に知的障がい者 
5,作業内容 
◆事業所内での作業 
焼き菓子（ラスク、シフォンケーキ、マドレーヌ）の製造・
販売 
アルミ部品塗装前処理、部品入れ、テープ止め、説明
書折り、新聞折り、両面テープ貼り、保冷剤製造等 
◆施設外就労 
除草、清掃業務（トイレ、休憩室、階段、窓拭き）等 
6,就業の条件、設備等 
営業日: 月曜日～金曜日  
第１、第３土曜日（原則）9:00～15:30 
休業日:土・日・祝日、年末年始、お盆など 
（販売活動の場合出勤もあり） 
車通勤 可 応相談 
送迎 有 応相談 
食事 有  

バリアフリー
対応の状況 

食堂、トイレ（身障トイレ有）は車
椅子でも移動可能。 
作業室内は介助による車椅子の移
動は可。 

7,加入保険等 
事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入 
 

事業所紹介
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高岡市 就労継続支援 B 型 
 

事業所名 

志貴野苑就労継続支援事業所         平成 23 年 10 月 1 日 指定  

1, 基本情報 
所在地 939-1273 

高岡市葦附 1239-27 
電話 0766-36-1200 
FAX 0766-36-1203 
E-mail shikino1@p1.tcnet.ne.jp 
HP https://www.shikino.or.jp/business/ 

shikinoen-syurou.php 
交通 バス：高岡駅瑞龍寺口(南口)→ 

中田中学校前(約 30 分) 
運 営 主
体 

社会福祉法人  
高岡市身体障害者福祉会 

 
2,施設全景 
 
 
 
 
 
 
 
3,サービスの種類・定員 

就労継続支援 B 型(定員 20 人) 
 

4,対象者 
主に身体障がい者の方 

5,作業内容 
作業意欲の向上に努めると共に就労活動や社会参
加意欲を高め、地域生活を送れるよう支援を行います。
工賃は基本工賃・出来高及び通勤手当により算出さ
れます。 
・印刷科:パソコン編集ソフトによるデータ作成(名刺・ 

伝票・チラシ・パンフレット・広報紙・冊子) ・
印刷・製本 

 ・加工検査科:プラスチック類の加工・組付け・検査・ 
リストバンド加工制作・箱折加工等 

 ・年間行事:納涼祭・志貴野苑祭・忘年会等 
6,就業の条件、設備等 

営業日: 月・火・水・木・金・行事日 
休業日: 休日/土・日・祝日・お盆・年末年始 
車通勤 可(駐車場有) 
送迎 有 

食事 
昼食 576 円/1 回（食事提供体
制加算ありの場合 276 円/1 回） 

バリアフリー 
対応の状況 

施設内車椅子可  エレベーター 
多目的トイレ(男 2・女 3) 

7,加入保険等 
社会福祉施設総合損害補償（全社協） 

 

事業所紹介 

 行事風景 

作業風景 
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高岡市 就労継続支援Ｂ型 
 
事業所名 

Ｂ－ｓｔｅｐ                           平成 29 年 4 月 1 日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0912 

高岡市北島 375-2 
豊和第 2 ビル１F 

電話 0766-24-6360 
FAX 0766-24-6360 
E-mail shiencenter@thankall.jp 
HP  
交通 厚生連高岡病院より徒歩 8 分 
運営主体 サンクオール株式会社 
 
2,施設全景 

 

 

 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(20 人) 
 
4,対象者 
(身体,知的,精神,難病) 
 
5,作業内容 
樹脂製品の検品・樹脂製品・ビスセットの溶着・説明書
の袋詰め、メダカの育成販売、野菜の栽培、パソコン作
業、簡単なクリーニング作業、荷物の配達等。 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～土曜日 10:00～15:00 
休業日:(日祝、年末年始、お盆、GW) 
車通勤 (可 駐車料金 2,000 円) 
送迎 (有、利用料は無料) 

食事 
(有、ご飯セット 350 円おかずのみ
250 円) 

バリアフリー対
応の状況 

(入口及び施設内バリアフリー・障が
い者用トイレ有) 

 
7,加入保険等 
(福祉事業者総合賠償責任保険加入済) 

 

事業所紹介 

B-step では自立と社会的経済活動への参加を促進する観点から、「会話から学習へ、そして習慣化を図る」をモットー
に地域社会との共生をテーマとして、サポート、訓練を適切に行います。 
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高岡市 就労継続支援 B 型 
 
事業所名 

ガッツプラス                          平成 30 年 8 月 1 日 指定  

1,基本情報 
所在地 933-0912 

高岡市丸の内 2-5 
アールワン丸の内ビル 3 階 

電話 0766-92-1010 
FAX  
E-mail info@gutsplus.co.jp 
HP http://gutsplus.co.jp/index.html 
交通 広小路/富山地鉄バスから徒歩 1 分 

広小路駅/万葉線から徒歩 3 分 
運営主体 株式会社ガッツプラス 
 
2,施設全景 

 

 
 
3,サービスの種類・定員 
就労継続支援 B 型(定員 10 人)※就労 A 型との多機能 

 

4,対象者 
身体障がい者・ 知的障がい者 ・ 精神障がい者 ・ 
難病 
 
5,作業内容 
・パンフレットやはがき、プレゼン資料など、 
・企業で使用される印刷物・データの作成及びデザイン
制作 
・写真のデジタル加工 
・イラスト・3D モデリングデータ、Web 素材の製作 
・データ集計・入力作業 
 
6,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日  
営業時間：9:45～15:15 
休業日:(土曜日、日曜日、その他会社カレンダーによ
る) 
車通勤 可 
送迎 無し 
食事 無し 

バリアフリー
対応の状況 

ビル出入口階段あり、手すり無し（3
段程度） 
館内エレベーターあり 
各階にトイレあり（洋式） 
作業所内、段差無し 
 

 
7,加入保険等 
施設賠償責任保険 

事業所紹介 

ガッツプラス B 型は、身体に障がいをお持ちの方が、長期的な計画に基づき、主に芸術やデザインなどの創作活動を

通じて PC 操作を学び、現代社会で働く技術を学ぶことができる就労支援施設です。デザイン・PC 未経験者の方で

も安心してご利用いただくために人材育成カリキュラムをご用意しております。また、ご自身の障がいの程度や体調に

合わせて、利用日数・利用時間を設定できますので安心してご応募ください。 
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高岡市 就労継続支援 B 型 
 
事業所名 

高岡就労支援センター                   令和元年１月１１日 指定  

 
1,基本情報 
所在地 933-0031 

高岡市中川町１－１４ 
電話 0766-54-0824 
FAX 0766-54-0834 
E-mail info@q-nes.co.jp 
HP http://www.q-nes.co.jp/ 
交通 高岡駅徒歩１０分 
運営主体 クーネス株式会社 
 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
就労継続支援Ｂ型（１０人） 
4,対象者 
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 
5,作業内容 
・アルミ建材部品の組立、シール貼り等の軽作業他 
 

6,支援内容 
・作業を通した OJT 訓練 
・各種ビジネスマナー訓練 
・パソコン基礎訓練（Word,Ecxel,Powerpoint） 
・コミュニケーション訓練 
・自己理解と自己管理訓練 
・セルフケアプランの作成 
・体力作り 
・履歴書、職務経歴書、自己紹介書の書き方 
・面接訓練  
・就職後の定着支援  
・職場見学、職場実習 
・個別の集中訓練 
・余暇活動 他 
7,就業の条件、設備等 
営業日:月曜日～金曜日 9:00～17:00 
休業日:(土日祝、年末年始、お盆など) 
車通勤 可 

送迎 
有 
※送迎場所は応相談 

食事 有（１食 100 円） 
バリアフリー
対応の状況 

対応無し 

 
8,加入保険等 
・傷害保険・レクリエーション保険

事業所紹介 

 
 
 
 
 
 
作業訓練はもちろんのこと、その方の状況に応じた段階を踏んだ支援を行っています。 
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高岡市 就労継続支援 B 型 
 
事業所名 

宙                                            令和３年４月１日 指定  
 
1,基本情報 
所在地 933-0941 

高岡市内免 2 丁目８－４６ 
電話 0766-28-7272 
FAX 0766-28-7273 
E-mail  
HP asico-sora.com 
交通  加越能バス 内免 徒歩 3 分 
運営主体  アスイコ合同会社 
 
2,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(10 人) 
 
3,対象者 
身体、知的、精神障がい者、難病等対象者 
 
4,活動内容等 
1. アルミ製品の仕分け、加工、ゴミの回収、缶つぶし

等袋詰め、シール貼り等 
2. 実習先企業等の紹介 
3. 施設外支援、就労の実施 
4. 一般就労への移行に向かけた求職等の支援 
5. 生活相談 
6. 食事の提供 

 
5,営業日、時間等 
月曜日～土曜日 9：00～17：00 
休業日: 土日祝日、お盆、年末年始等法人が定めた
日※土曜日は開所日以外が休業日です 
 
6,従事者（資格） 
資格：サービス管理責任者、職業指導員、生活支援
員等 
 
7,利用の条件等 
送迎 有 原則、高岡市内。市外要相談 
食事 有 350 円～（税込み）選択可 
キャンセル料 有 加算（サービス利用料金）にて対応 

 
8,利用料金 
サービス費用は 0 円＋実費（昼食代、飲み物代） 
イベント費 前月に内容をお知らせいたしますのでその都
度、ご確認ください。 
※弊社のサービスを利用するために上記以外その他の月
額料金(会費等)や契約金、年会費はありません。 
 
 
 

  
事業所紹介 
宙は、様々な活動を通じて、楽しくわくわくした充実した生活を支援します。Action(行動する)、Sociality(社会性)、
Imagination(想像、創造)、Communication(伝える)の 4 つの力、視点から支援を行います。 
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高岡市 就労継続支援 B 型 
 
事業所名 

Aim（エイム）                       令和 4 年 4 月１日 指定  
1,基本情報 
所在地 933-0804 高岡市問屋町 34 
電話 0766-50-8106 
FAX 0766-50-8161 
E-mail aim@cap.ocn.ne.jp 
HP https://workingwithone.com/ 

交通 高岡駅より徒歩 25 分 
事前に連絡いただければ、高岡駅
まで送迎します。 

運営主体 （株）with One 
 
2,施設全景 

 
3,サービスの種類・定員 
・就労継続支援 B 型(10 人) 
 
4,対象者 
当施設で対応可能と思われるすべての障害者 
 
 

 
5,作業内容 
(本体) 
   小物のアイロンかけ・ダンボール加工      など     
 
6,就業の条件、設備等 
(本体) 
営業日:月曜日～金曜日 
作業時間:9:00～16:00 の内、本人の希望する時間 
休業日:土日祝、年末年始、お盆など 
車通勤:可(駐車代金 1,000 円/月) 
送迎:高岡駅南口より送迎(無料) 

その他の地域は応相談 
バリアフリー対応状況: 

トイレは洋式ですが、狭いため車いすは対応困難 
 
7,加入保険等（勤務時間により） 
傷害保険(会社負担) 
 
8,経営理念 
・私たちは、出逢いを重ね、都度新しい働き方を創ってい
きます。 ・働きたいと願う全ての人が笑顔で働くことので
きる社会を実現します。・私たちは力を合わせてしあわせ
になります。 

 事業所紹介 

いくつかの作業を行っていますので、見学に来た上でご検討下さい。 
さまざまな長所・短所を補い合いながら、就労を希望する人がそれぞれの力を発揮して働くことのできる環境を一緒に作
っていきましょう。 
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