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てぃーだジョブとは
就労支援事業所で働く障がいを持つ方々は、特性による凸凹が あっても得意を活かして、素晴らしい

作品・商品を生産しています。

きらり輝く仕事っぷりがある「はたらく力」があります。
「てぃーだジョブ」はうらそえの就労支援事業所で取り組んでいる 生産活動情報を発信し、企業・官

公庁に私たちの「はたらく力」 を知ってもらい、仕事の受注・発注につなげ、働く障がいのある 方々を
応援するサイトです。

てぃーだジョブのご利用方法
http://tidajob.net

てぃーだジョブは就労支援事業所にお仕事を発注したい方、就労支
援事業所を探したい方のための情報検索サイトです。当サイトではお
仕事、商品等の受発注の機能は有しておりません。詳細はてぃーだジョ
ブで検索した情報をもとに各事業所へのお問い合わせお願いします。

事業所にお仕事を発注したい方
「サービス検索」で発注した仕事を入力して検索してください。言葉

で検索がヒットしない場合は、右の「業種・作業」の欄から発注した
い仕事に合うと思われる業種を選択すると希望する作業をしている事
業所の一覧が表示されます。

障がい者就労支援施設をお探しの方
「事業所検索」検索窓に事業所名を入力して検索するか、探している

事業所の地域をクリックすると該当する事業所を絞り込みできます。「詳
細」をクリックすると各事業所の詳細情報を閲覧できます。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する

者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であって

その年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就
労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用される
ことが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上
のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

就労移行支援
就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生

産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必
要な相談その他の必要な支援を行います。

くわしくは各市町村の障害福祉課へお問い合わせください。
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タイトルのアイコンについて
各事業所ページのタイトル部分のアイコンについてご説明します。アイコンは各事業所が行って
いる作業のカテゴリーを表しています。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 印刷

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ポスティング

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 弁当製造・販売

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報・IT

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 手工芸

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施設等管理受託

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 清掃

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 縫製

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 草刈

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 農作業

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品製造・加工

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その他

問い合わせ・窓口
冊子に関する問い合わせは
▶障がい者ＩＴサポートおきなわ
〒901-2121沖縄県浦添市内間5-4-3ハウジングシーサー101
☎098-961-6715　FAX098-96196716　✉ info＠Ict.okinawa
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復職サポート
　うつ病等のメンタル不調で休職された方が職場復帰を目指すための
サポートを行います。県内の民間事業者では唯一のリワーク支援を展
開しています。本人の個別支援に留まらず、定着に向けた職場へのサ
ポートも行なっています。

再就職支援
　再就職者を目指す求職者を対象に、就職活動の段階的なサポートを
提供します。特に就業感覚を身につけるための職業トレーニングに力
を入れており、ジョブトレーニングとトライアル雇用を併せた独自サ
ポートを実施しています。

◎企業官公庁向けメンタルヘルス支援
　職場におけるメンタルヘルスの総合的なサポートを、福祉サービス
外で提供しています。
・ストレスチェック後のサポート
・高ストレス者へのカウンセリング
・従業員向けのセルフケア研修
・管理職向けラインケア研修
・人事担当者へのコンサルテーション

　BowLでは、働く上で生きづらさ、働きづらさを感じている方
に向けた職場復帰支援を提供しています。対象は「対人関係でよ
く悩むことがある」「空気が読めないと言われる」「相手の感情を
理解できない」「自分をうまく表現できない」といった困り感を
抱える精神疾患※を抱える方です。主に①心と身体を整えるプロ
グラム（ヨガ、音楽療法、農業）、②認知行動療法やストレスマ
ネジメントを中心とした心理プログラム、③復職後の働き方の再
考や仕事への動機づけを目的としたキャリアプログラムを段階的
に提供しています。支援にあたっては職場・医療・家族との連携
を図り環境調整のサポートも大切にしています。なお職場復帰後
のアフターフォローとして、定期カウンセリング、セルフケアプ
ログラムを提供し再発防止のサポートを行なっています。
※対象とする精神疾患:うつ病、不安障害、気分障害、双極性障害Ⅱ型、適応障害

代表者：荷川取　佳樹　窓口担当者名：玉那覇　優介
〒901-2132　沖縄県浦添市伊祖1-5-2	 地図のQRコード▶

098-879-0167　 098-879-0167　
support@bowl.co.jp　 https://www.bowl.co.jp/

就労移行B型A型BowL JoB 
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内職

人参・紅芋の皮むき、じゃがいもの皮むき及び真空パック、パイン洗
い、野菜の袋詰め、封筒入れ、フォルダーづくり、ポスティング、う
さぎのエサの袋詰め及びシーラー他

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

縫製業務

小物及びアクセサリーづくり他

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

パソコン業務

経理及び入力作業、パンフレット作業他

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

就労移行A型

代表者：大城	あや子
〒901-2133　沖縄県浦添市城間3-14-3	 地図のQRコード▶

098-874-0188　 098-874-0188
ilsole0188@yahoo.co.jp　 https://ange-okinawa.com/alba/	
アンジュグループでは、沖縄の企業から軽作業を中心に受

注させていただいております。野菜のパック詰め、簡単な加工、
書類の封筒封入れ作業、かりゆし制作や小物縫製などの作業
を提供致しております。企業から選ばれている理由は、1.責
任を持って納品してくれる。2.納期を守ってくれる。3.作業
の質が高い。と高く評価いただいております。
・アットホームな雰囲気を心がけています。
・色々な仕事があるので、自分にあった仕事が見つけやすい。
・若い訓練生が多い事業所です。
・一人一人にあった支援をしています。
・半年に一度三者面談を行い、家族の意向も組み込んでいき
　ます。

アルバ B型
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就労移行A型

縫製請負作業
　　　　　　　　　　　　　　　縫製作業なら何でもおまかせ！工業

縫製作業なら何でもおまかせ！
工業用ミシンを使用し小物から幅広くお請け致します！

内職
袋詰め作業や野菜の皮むき・加工
など機械が備わっているので色々
な作業に取り組むことができます。
また、ぶどうのパック詰めなど１
日にたくさんの量をこなすことが
できます。
封入作業・ポスティング・袋詰め・
シール貼り・野菜の皮むき加工・
ぶどうのパック詰め等

ご注文方法
まずはお電話、メール、ホームページよりお問い合わせください。そ
の後こちらより詳細（見積額・納期・仕様　等）についてご連絡さし
あげます。

備考
メニュー、価格帯等：案件により異なります。

農業
島らっきょうを中心に旬
の野菜の生産及び販売を
行っています。
オーガニック認定を取り
自分達の野菜には自信を
持って提供できます。
農産物の生産（島らっ
きょう・人参・じゃがい
も・玉ねぎ・レタス・ほ
うれん草・からし菜・島
にんにく　他）

製菓
沖縄市にある具志堅商店
が販売しているアガラ
サーの粉を使用し、製造
販売をしています。
自分達で作るのでやりが
いのある作業です。
あがらさーの粉を水で混
ぜ合わせカップに入れ蒸
す。

ご注文方法
まずはお電話、メール、ホームページよりお問い合わせください。そ
の後こちらより詳細（見積額・納期・仕様　等）についてご連絡さし
あげます

備考
アガラサー　１個（120 円～）

代表者：大城　あや子　窓口担当者名：友利　優子
〒901-2104　沖縄県浦添市当山2丁目36-3	 地図のQRコード▶

098-878-2639　 098-878-2639　
isole0188@yahoo.co.jp　 https://ange-okinawa.com/

〈アンジュグループの想い〉利用者の方々の働きたい・やりたいを大切
にする私たちは「働いて収入を得て自立したい」「いろんなことにチャレ
ンジしたい」という利用者方々の働きたい・やりたい・したいという気持
ちを大切にしています。

様々な理由で障がいを持たれた方一般就労において必要とされる能力と
は何か？をスタッフ一同で考え取り組んでおります。
■【内職班】 人参・じゃがいも・紅芋の皮むき・パイナップル洗浄（カッ

トフルーツ）ぶどうパック詰め・ポスティング・袋詰め・シール貼り　等々
■【農業班】農産物の生産・加工及び販売
■【パソコン班】経理及び入力作業・パンフレット及びチラシの製作
■【キッチン班】スタッフ及び利用者の食事造り（昼食等々）

アンジュ B型
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家電販売、日常生活品
家電商品全般の販売、配達いたしております。価格も
大手量販の販売価格並み！また、電球や蛍光灯の配達・
交換も格安価格でお引き受けいたします。
日常生活用品は、お水やお米等販売しております。
お気軽にご相談ください。

配達時間は、就労時間内に限らせていただいておりますので、
10:00 ～ 15:00 となっております。
ご了承お願いいたします

印刷・ポスティング・チラシ・名刺印刷 
浦添福祉の印刷業だからこそコストを抑えてて格安
チラシ・名刺等、原稿データ持ち込みいただければ、
格安料金で印刷致します。浦添市内、那覇市安謝、那
覇市安岡地区は、ご希望あれば格安にてポスティング
いたします。

清掃
ホテル清掃、老人福祉 施設清掃、農園業務

食品製造
弁当

飲食事業

ダイニング居酒屋 結バル障害者の働く場と、時間を広げることを目
的として開店いたしました。
皿洗いや簡単なホールの手伝い等ですが、日々成長し自信をつけてい
ます。
就労支援事業として居酒屋に取り組む事で、障害者の一般就職や貧困
問題等、また、飲食業界の深刻な人手不足解消にも役立つと考えてお
ります。

農業
くわしくはお問い合わせください。

養蚕事業

就労支援活動の一環として養蚕事業に取り組んでいます。
桑畑の管理、養蚕、石鹸等シルク製品の加工を行っています。
年間５～６回程度養蚕行っています。
見学もできますので興味がある方はご連絡お願いいたします。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

代表者：内山　勇
〒901-2125　沖縄県浦添市仲西1-2-2　ウイングビル　３・６F	 地図のQRコード▶

098-876-5707　 098-943-4094　
kariyushiyui@gmail.com　 http://www.kariyushiyui.com/
浦添市仲西にある指定障害者福祉サービス事業所 かりゆし結は就労継続支援A・

B型、自立支援(生活訓練)、就労移行支援を行っております。訓練内容は『福祉
の電気屋さん』家電製品販売、印刷業(名刺・チラシ作成）、まゆ玉の製造・販売、
ポスティング作業、洋裁・和裁(洋服のお直し 500円～)など、利用者さんと一
緒に取り組んでおります。
・ 家庭的な雰囲気で職員と利用者との距離感が近いが、きちんとメリハリはつけ

ています。
・ 年齢的に幅広い。

障がい福祉サービス事業所　かりゆし結 就労移行B型A型
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食品製造
パン、菓子

手芸製作

エコバック、ストラップ等

販売活動

くわしくはお問い合わせください。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

代表者：國吉シズ子　窓口担当者名：中村
〒901-2127　沖縄県浦添市屋富祖1-4-10　三栄アパート1階	 地図のQRコード▶

098-876-6039　 098-876-6039　
kizuna@salsa.ocn.ne.jp　 http://www.oki-iku.com/pages/detail.php?PageID=19

　"浦添市屋富祖地域で活動しています「きずなの会」と申します。事業所
名は「きずなのえん」です。人と人との出会いにえんがある、そして輪になる。
作業の一つである農園の「えん」も入れました。以上の件で、“きずなのえん”
と名付けました。
　利用者、職員が輪になって「工賃アップと技術の習得」に励んでいます。
朝は、「いらっしゃいませ」の言葉を始めとして「有難う御座いました」等、
挨拶の練習をした後作業に取り掛かります。

【作業支援】
・焼きたてパンやクッキー等を製造・販売しています。
・ パンやクッキー等ご注文頂けましたらお届け致します。よろしくお願いし

ます。
・ エコバッグの製作に励んでいます。1枚200円のお求めやすい価格になっていて、1日に20枚以上販売する時

があります。
・ かわいいゴーヤーストラップの製作・販売をしています。少し難しい作業ですが、職員の支援を受けて取り組ん

でいます。
・部屋（作業場）の清掃、車の清掃に力を入れて取り組んでいます。
・不定期に委託作業にも取り組んでいます。

【生活支援】
・余暇時間を利用して、月に1回程度、カラオケやボウリング等を楽しんでいます。
・体力増進のため希望者に朝のウォーキングを取り入れています。
・野菜を主に使用した給食を提供しています（当事業所の厨房で作っています。）
・日中活動の支援において、常に利用者の立場になり一日の生活を大切に支援を行っています。
・不定期に地域清掃をしています。
・地域の方々とクリスマスパーティ等、交流をはかっています。

就労移行A型きずなのえん B型
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就労移行B型

マーケティング業務

バナーやブログ作成、ウェブサイト改善、データ分析等により、イン
ターネット上での広告

メンテナンス業務

インターネットサービスで定期的に行う点検業務やアップデートにお
いて、動作テストや不具合チェック

サポート業務

ゲーム内のお客様を「おもてなし」します。会話をしたり案内を行う
等、インターネット上での接客

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

代表者：村上　タクオ
〒901-2121　沖縄県浦添市内間3-3-20　JG津覇ビル3階	 地図のQRコード▶

098-877-4000　 098-877-4000　
info@thankslab.biz　 http://thankslab.biz/
従来の通所型就労移行支援を利用することが難しい障がい

や難病をお持ちの方を対象に、 在宅による就労移行支援を行っ
ています。ご自宅での就労移行支援を受けるなかで、実際に
在宅で働くことをイメージしながら、在宅雇用・在宅就労に
向けて必要なスキル、技能や知識を身に着けることが可能に
なります。 サンクスラボならではのインターネットを活用
した訓練カリキュラムを経て、場所・距離に関係なく、さら
には障がいを乗り越えて働くことができ、自宅にいながら県
内外へ就職することも可能になります。 あなたの「働きたい」
という想いをサンクスラボは全力でサポートします！

サンクスラボ　浦添オフィス A型
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清掃作業

調理作業

たどり舎のお米は、３分づき米・白米・もちきび・麦・黒米等をバラ
ンス良く配合しています。
３分づき米に含まれる胚芽やヌカには食物繊維やカルシウム、鉄など
のミネラル、ビタミン B1 やビタミン E などの栄養素が豊富に含まれ
ております。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

縫製作業

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

代表者：山城　庸徳　窓口担当者名：武富・嘉数
〒901-2122　沖縄県浦添市勢理客3-11-9-１Ｆ	 地図のQRコード▶

098-943-7907　 098-963-7292　
tadorisha@minos.ocn.ne.jp　 http://www.tadorisha.okinawa/
利用者さんひとりひとりの、やりたいこと・で

きること・苦手なことを尊重し、共に笑い、共に
考え、共に成長していくことを目指します。
■手芸作業（小物類）
■調理作業
■清掃作業（委託物件）
余暇活動

就労移行A型就労継続支援B型　たどり舎 B型
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就労移行A型

ストラップ制作・販売

おきなわ工房のストラップは種類が豊富で、一番人気はガラスの玉の
中に星砂が入ったタイプのストラップ。 観光客にも人気があります。 
価格等 : ・星砂と小さな海 ・沖縄キジムナ―伝説 ・沖縄・星砂の海 ・
琉球の絵文―ハジチ― ・沖縄の星砂伝説 ・福絵馬（本革） 各 500 円 

（他にも多数種類あり）

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

製菓

アップルパイ、マフィン、クッキーやスコーン等真心を込めて作った
美味しいパイです！保存料は一切使用しておりません。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

ＥＭ洗剤製造

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

代表者：
〒901-2133　沖縄県浦添市城間2-24-2	 地図のQRコード▶

098-874-7570　 098-894-2622　
tedako_koubo@yahoo.co.jp　 http://www.zirituokinawa.com/pages/detail.php?PageID=9
てだこ工房は、多機能型事業所（就労移行支援、

就労継続支援Ｂ型）です。毎日、ＥＭ洗剤作りやアッ
プルパイ、マフィン、クッキーやスコーン等のお
菓子作りを生地作りから販売まで楽しく作業を行っ
ています。最近からお茶作業、販売も始めました！
一つ一つ愛情を込めて作っています。どうぞよろ
しくお願いします。

てだこ工房 B型
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菓子箱折り
有名な製菓会社の委託を請け負っています。
利用人数が多い日には一日に１，２００個、
月に１４，０００個も作ることがあります。
一人ひとりの体調や能力をスタッフが見極
め作業工程を分けているので、無理なく作
業を行う事が出来ます。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

ポスティング作業
現在、浦添市内を中心にポスティングを行っ
ています。
一日の作業時間は午前 20 分程度、午後 20
分程度です※天候や配布部数によって異な
ります。
歩く事が好きな方や運動不足の方、一緒に
ポスティングしませんか？

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

苗作り・出荷作業
薬草や野菜、花の苗などを事業所で作り、
南城市にある市場へ出荷を行っています。
スタッフと一緒に土のや育成について勉強
しながら楽しく作業を行っています。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

雑貨作り
ホームセンターなどで使用済みの PP バンド
を回収し、ごみ箱やハンドバック、花の苗
木などを入れるポットなどを作成し販売を
行っています。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

その他軽作業
ラッキョの皮むきや結び昆布づくり、カレ
ンダー作成などの依頼があった場合のみ作
業を行っています。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

就労移行A型

代表者：波照間　律子　窓口担当者名：波照間　律子
〒901-2104　沖縄県浦添市当山2-9-1　アーバンハウス浦西１階	 地図のQRコード▶

098-875-3403　 098-875-3403　
terusu3403@outlook.jp　

一般就労が難しい方や離職された方、仕事を行って
社会的自立を目指したい方々が、知識や能力向上の
為に、必要な訓練を行う就労の場です。
　個性を尊重して、個々の将来の夢や目標に寄り添っ
た支援を行います。
　利用する対象となる方は、障がい者手帳、あるい
は自立支援医療受給者証をお持ちの方、勤労意欲の
ある方、仲間との情報交換や交流したい方です。
　通所への様々な不安や不便は、お気軽にご相談く
ださい。

Ｂ型Ｂ型

A型A型 就労移行就労移行画像未登録

テルスのもり B型
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穀物下処理作業

ポスティング

備考
多機能で生活訓練（訪問訓練を含む）も行っております。

利用定員
6 名

勤務時間
10:00 ～ 15:00

代表者：平良　和之　窓口担当者名：平良　和之
〒901-2126　沖縄県浦添市宮城4-22-6　101号　マンションMK	 地図のQRコード▶

098-870-1456　 098-962-1998　
d.walk@at.au-hikari.ne.jp　 http://yumewalk.link/?page_id=17

B型A型

naturaの考える就労とは、社会を動かす一員となる
こと　それは誰しも自然なこと［natura］

障がいがあっても安心して雇用できる障がい者雇用
が企業利益につながる

その実現のために私たちはあらゆる可能性にチャレ
ンジします。
・ 発達障害者支援に特化し、個々の特性を理解しながら、

ソーシャルを身に付ける取り組みを行っています。
・ 自己肯定感を育くめるような作業に取り入れています。
・若い訓練生が多い、・家族支援にも力を入れています。

なちゅら 就労移行
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久樹 
代表者：饒平名　久枝
〒901-2131　沖縄県浦添市牧港2-1-3　コーポレ・セーナ101	 地図のQRコード▶

098-878-2702　 098-878-2702　
info@hisaki-oki.com　 https://www.hisaki-oki.com/

A型 B型 就労移行

オリジナルレザークラフト（革製品作製・販売）
・様々な革製品の作製作業。
・バザーにて販売訓練を行いま
す。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせくださ
い。

厨房作業（洗い場作業）
・ニコニコキッチン厨房の洗い場にて、食
器具・食洗機内部洗浄などを行います。
・エプロン・マスク・モブキャップ・専用
シューズ着用し作業を行います。

食品製造
在宅配食弁当

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください

。

ラベル貼り作業
食品包装資材へのラベル貼り作業。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

施設外清掃作業
アパート外周清掃。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

縫製
ウエス縫製・枕カバー縫製

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

株式会社久樹では、根本的な問題を解決する障がい
者の方々の就労支援施設として、自立への第一歩を
サポートし、障がい者の方々が地域で安心して働け
る社会の実現を目指します。
・オリジナルレザークラフト（革製品）の商品開発・
製作・販売を行っております。オリジナル商品のう
ち、『さんぐわーストラップ』がH29年10月19日～
H32年10月20日の期間、優良県産品の推奨を頂き、
県内のみならず、本土の広告媒体を活用し、販路拡
大を推進し、全国的にも好評をいただいております。
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お菓子製造

ちんすこうは・小麦粉・砂糖・ラードの原材料をベースに添加物は使
わず、生地作りから計量カット、成形、袋詰めまで行っています。食
べやすい一口サイズで昔ながらの製法で行っています。
パンは成形・焼き上げを行い、毎週火曜日に浦添市役所ロビーで販売
を行っています。

ご注文方法
まずは電話で問い合わせください。

備考
ちんすこう　1 袋　150 円
パン　種類によって異なります
※ 4 月より消費税率引き上げのため為価格が値上がりします。

食堂

だより作成

小物作り
小物を色々作っています。
箸置き・髪飾り・お守り・エコたわし・ティッシュ
ケース・エコバッグなど、毎週水曜日に浦添市役
所ロビーでお求めやすい価格で販売しています。

ご注文方法
まずはお電話で問い合わせください。

備考
在庫があればすぐに対応できます。
種類により価格は異なります。

名刺作成
名刺の作成を行っております。
既存の名刺の印刷や、新規作成が可能です。オリ
ジナルの名刺入れにてお渡しさせていただきま
す。

ご注文方法
電話、メール、ホームページよりお問い合わせください。

備考
枚数、モノクロ印刷、カラー印刷によって価格が異なります。お気軽
にお問い合わせください。

施設外就労
スーパー、沖縄教販、雑誌袋詰め・返品作業

20代～60代までの幅広い年齢層の利用者がいます。施設外
就労や、事業所内で製造したお菓子（ちんすこう・パン）の販
売・納品も行っています。また、小物作りやPC訓練、調理補
助なども行っており、色々な作業を経験することが出来ます。
休日の不定期に余暇支援も行っており、食事を楽しんだり、行
事に参加したりもしています。

代表者：髙嶺　豊　窓口担当者：牧野　奈里子
〒901-2134　沖縄県浦添市港川270	 地図のQRコード▶

098-870-0633　 098-870-0634　
hopeland@watch.ocn.ne.jp　 https://hopeland6.wixsite.com/kibounodaiti

A型自立・就労センター　希望の大地 就労移行B型
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代表者：村田　凉子
〒901-2102　沖縄県浦添市前田998-3	 地図のQRコード▶

098-877-0664　 098-877-0725　
taku_kina@yahoo.co.jp　 http://wakatakehp.or.jp/

ちんすこう製造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかたけオリジナルの「平

輪ちんすこう」
ラードを使わず、オーガ
ニックショートニングを
使用した、サクッとほろ
り食感のちんすこう。
沖縄県産の純黒糖を使用
して、「輪」を描いた黒糖
味のアイシングがアクセ
ントに！
創始者の平和への願いが
詰まった一品となってお
ります。

ご注文方法　
電話にてご注文ください

備考
法人内の飲食店（café めしギャラリーさまさま）にて直接販売も行っ
ております。お気軽にお問い合わせください。

缶バッチ制作

お好きな画像データを缶バッ
チにしませんか？
★イベントでの販売や記念
品、卒園・卒業記念
★ご家族・お友達のお祝いや
プレゼント
★各種団体の宣伝　など
★ 一般的な安全ピンタイプだ

けではなく、マグネットタ
イプやキーホルダータイプ
もございます

ご注文方法　お電話またはメール FAX でお問い合わせください。

備考
デザインの他に、注文数も少数から応じますので、お気軽にご連絡下
さい。

陶芸
　　　　　　　　　　一枚一枚、丁寧に形成し、焼き上げています。

お皿やマグカップをはじめ、わかたけならで
はの多くの職人で作り上げております。お気
に入りの作品を見つけてみませんか。
また、ご要望に応じた作品も制作可能です。
独特の味を持った陶器を記念品等にご利用く
ださい。

ご注文方法　電話にてご注文ください

備考
同施設にて定期で陶芸教室開催。ご要望に応じて、出張陶芸教室も可
能。陶芸教室希望の方はお気軽にお問い合わせください。

弁当・オードブル製造
平日に日替わり弁当とオードブルを製造し
ております。
日替わり弁当「小 350 円、大 450 円」
※白米もしくは玄米からお選びいただけま
す。
玄米は３年かけてあみ出した独自の製造
で、とても評判です。
オードブルも注文承っております。

ご注文方法
電話でのご注文になります。
※弁当ご注文は前日または、当日 9：40 までとなっております。

園芸
育苗・草花販売を行っております。
季節の花を育苗し、ポット苗販売からプ
ランター販売まで行っております。

【夏】トレニア、松葉牡丹、千日紅、ジニア、
メランポジウム等

【秋】サルビア、ベゴニア、ペチュニア、
ナデシコ、マリーゴールド、キバナ、
コスモス等

備考
寄せ鉢等、ご要望に応じます。担当までお気軽にご相談ください。

B型：
・B型事業のテーマとして『よく笑い、よく働く、個性をひらくB型

～そうさ！そんなあなたでいいのさ！～』を掲げ、その人らしく輝
けるよう支援します。

・一人ひとりの特性に合わせ、環境を整えた支援を行っています。
・誰もがわかりやすい、視覚的コミュニケーションを用いて支援して

います。
就労移行：
・一人ひとりの特性に合わせた支援をコツコツと積重ね、それぞれの

目標達成に向けて一緒に取り組んでいます。
・事業の共通テーマとして『「ホップ、ステップ」を応援します。「ジャンプ」はあなたが！！』を掲げ、その人ら

しく輝けるよう支援します。
・誰もがわかりやすい、視覚的コミュニケーションを用いて支援しています。

社会就労センターわかたけ 就労移行B型A型
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就労サポートセンター　そら A型 B型 就労移行

代表者：大城　佐和子
〒901-2133　沖縄県浦添市城間3008-2	 地図のQRコード▶

098-988-9119　 098-988-9119　
https://okinawa.nice-heart-net.jp/member/?id=1497

備考　自宅送迎、栄養管理の食事提供
　　　保有設備：印字機付きシーラー

封入作業
冊子・アンケートを封筒に入
れ、宛名シールを貼ります。（1
日、平均 1,000 袋）
ポケットティッシュへの広告
封入。

乾物・サプリメントの計量・袋詰め
商品の袋シール貼り・計量袋詰
め・袋にシーラー掛け（袋閉じ）・
袋に賞味期限の印字（1 日平均
200 袋）

箱の組立
箱の組立を 1 つ 1 つ丁寧に作業
をしています。（1 日、平均 2,000
個）

割りばし
割りばし袋にハシを入れ、50 本
づつビニール袋に入れ、セロテー
プで閉じます。

その他一般作業・お守り作り（サン）
ひもを結び、数を数えビニー
ル袋に入れます。

チラシの三つ折り作業
チラシを一枚一枚、ていねい
に三つ折りにします。（一日、
約 1,000 枚）

野菜の皮むき
野菜を一個一個ていねいに皮を
剥きます。

ご注文方法
電話番号　098-988-9119
FAX 番号　098-988-9119

就労サポートセンターそらは障がいをお持ちの方の「働
きたい」気持ちを最大限応援します。

利用者様と職員が共に仲良く、真剣に仕事に取り組む事
を目指します。
・ 個別指導に力を入れ、自立に向け、細かく支援しています。
・ 地域交流活動を行い、社会参加を心掛けています。
・ 多くの体験を通して、利用者様の意識向上、能力向上を

目指しています
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なぜ企業が就労移行支援事業を？
企業が就労移行支援事業を行うという話はあまり聞きなれないかもし
れません。

（株）NSP では実際に障がい者雇用を行う中で、むしろ企業が行うこ
とに意味があり、利用する方にとっても就労までの近道になると考え
ています。

その訳は
① 企業の培ってきたノウハウを直接教えてもらえる！（プロの直接指

導）
②多くの企業が必要とする人材の育成に精通
③企業間のつながりを活用した職場開拓などなど多数のメリット
が！！

実際に障がい者雇用を行う企業が取り組む就労支援・説得力が違いま
す。

もちろん福祉専門職が常駐しますので、生活のことなども気軽に相談
できます。

安心できる環境で、思い切り自分の可能性を試す機会にしてもらいた
いと考えています。

B型A型

代表者：砂川　恵治　窓口担当者：川満　将伸
〒901-2122　沖縄県浦添市勢理客2-23-5	 地図のQRコード▶

098-917-1221　 098-917-1222　
nsp.gorilla@gmail.com　 http://nsp.okinawa.jp/?page_id=105

一人一人就労までの道のりは様々。ご本人のペースに合わせた支援を心がけています。
働くことと合わせて、充実した生活が続けられるよう生活支援も行っています。
一人一人の「働きたい」「働いてみたい」を形にできるよう取り組んでいます。

株式会社NSP　GoRiLla 就労移行
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就労継続支援　リアン A型 B型 就労移行

代表者：高宮城　良和　窓口担当者：翁長　弘美
〒901-2101　沖縄県浦添市西原1-8-11/1F	 地図のQRコード▶

098-943-3133　 098-943-3133
lien3133@yahoo.co.jp　 https://86rian4649.wixsite.com/mysite-1

梱包作業

食品を、一定のグラムに計り梱包する作業
委託業務

箱作り

型に沿って箱を組み立てる作業
委託業務

ハウスクリーニング

ホテルの清掃
委託業務

皮むき

穀物の皮むき
紅イモの皮むき
委託業務

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

色々な業務の中で個々の能力を引き出し、
生きる喜び、働く喜びを味わうことが出来る
楽しい場の提供と、安心して通える環境作り
を目指しています。
■梱包作業
■箱作り
■ハウスクリーニング
■穀物皮むき
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清掃業務

ビル・マンション・アパートなど清掃業務承ります！
共同スペース・建物周辺の清掃や草刈り、廃材撤去など清掃全般なら
みのりの会にお任せください。お見積もりは無料です。お気軽にご連
絡ください。

クーラー取付・移設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置や移設、処分にお困りで

はないですか？
クーラー取付・移設お任せく
ださい！
処分したクーラーの取り外
し、引っ越しや模様替えの際
のクーラー移動など、みのり
の会にご相談ください。

修繕業務
建物、電気、水道

農作業

廃材撤去

草刈作業

洗車作業

軽清掃

手工芸

お菓子作り

園芸

皮むき
芋、らっきょう

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

就労移行

代表者：荷川取　章
〒901-2133　沖縄県浦添市城間2001-4　与儀ビル3F	 地図のQRコード▶

098-874-6111　 098-894-3310
minorinokai@spaec.ocn.ne.jp　 http://okinawaminorinokai.web.fc2.com/
沖縄県浦添市にある「みのりの会」では、知的・精神・身体・視覚・

聴覚の障がいをお持ちの方への就労継続支援（A型・B型）と居住スペー
スの提供（グループホーム）をおこなっています。

就労、日中活動、創作活動が、みのりの会利用者にとって、誇りと自
信をもって社会参加を行える希望のあふれる、みのりのある事業所であ
りますよう、また沖縄県にある就労支援として誠意と使命感をもって職
員一同取り組んでいきます。
A型：
・利用者さんも業務経営を支えるパートナーとして、スタッフさんと呼ぶようにしている。
・「みのりでは比べ合いでなく助け合い」という標語のもとに、他の方への障がい受容や相互理解に努める。
B型：
・互いに助け合いながら社会の中での居場所を確保し、かつ、より高度な自立を目指して頑張っています。

就労継続支援施設　みのりの会 B型A型
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代表者：金城　康博　窓口担当者：内間　清作
〒901-2126　沖縄県浦添市宮城4-9-17	 地図のQRコード▶

098-877-3344　 098-877-2190
http://www.okicolo.or.jp/

就労移行

経理業務

請求業務

請求業務補助

庶清掃業務

 利用者定員　A 型：20 名　B 型：20 名

備考
A 型：
※外部からの受注はでき兼ねる状況です
B 型：
※現在は新規の方の受け入れをしていません
※外部からの受注はでき兼ねる状況です

勤務時間　
A 型：8:30 ～ 17:30（1 時間休憩）
B 型：9:00 ～ 16:00（1 時間休憩）

年給付与
雇用保険、労災保険あり

・理業務
・請求業務
・施設管理業務
・介護補助業務

就労継続支援事業所　沖縄コロニーセンター B型A型
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就労支援事業所　就労プラザ　わく・わく 
代表者：平安　明　窓口担当者名　諸見里　安照
〒901-2111　沖縄県浦添市経塚346番地　平安病院内	 地図のQRコード▶

098-942-5200　 098-942-5040
wakuwaku@heian-hp.or.jp　 https://www.heian-hp.or.jp/wakuwaku/

A型 B型 就労移行

看護助手訓練

介護助手訓練

病院内清掃訓練

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

B型：障がいを持った方が自立した日常生活
を営むことができるよう、就労の機会を提供
するとともに、生産活動、その他の活動機会
の提供を通じて、知識及び能力の向上のため
に必要な支援を行います。

就労移行：障がいを持った方が自立した日常
生活を営むことができるよう、就労の機会を
提供するとともに、生産活動、その他の活動
機会の提供を通じて、知識及び能力の向上の
ために必要な支援を行います。
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障がい者総合支援法に基づいて運営され、「雇用」と「就
労支援」の二つを兼ね備えた事業所です。障がいをかかえて
いても社会に貢献したい、仕事をしたい、自立したい、その
準備をしたい、給料をもらいながらスキルを身につけたい（就
労継続支援Ａ型）等の希望の実現をお手伝いします。バリア
フリーに配慮したオフィスでIT技術のスキルアップをサポー
トします。就労移行支援として移動困難者に対してテレワー
ク（在宅ワーク）研修を行っています。ICTに特化した支援
を得意としており、Officeアプリケーションの資格取得支援、
DTP／ウェブ制作、ウェブアクセシビリティ検査員の育成に
力を入れています。那覇・浦添・宜野湾の移動困難な利用者に対しては送迎サービスを行っています。

お仕事の発注をご希望のお客さまには次の様なサービスを提供しています。チラシ・冊子等のDTP作業、大判
プリンターを利用しての横断幕／懸垂幕、パネル等の製作、名刺デザイン／名刺印刷、点字プリンターを利用して
の名刺への点字打刻、ウェブデザイン、制作等、障がい者ITサポートおきなわならではの各種サービスを提供し
ています。お気軽にお問い合わせください。

A型 就労移行B型障がい者ITサポートおきなわ 

印刷・デザイン
名刺、フライヤー（チ
ラシ）、冊子、横断幕な
どの印刷を承ります！
お気軽にお問い合わせ
ください。

ご注文方法
ウェブからのご注文または、直接お電話、E-Mail にてお問い合わせ
ください。

備考
くわしくは事業所ウェブサイトをご覧ください。
https://ict.okinawa/

データ入力&集計サービス
膨 大 な 手 書 き の ア ン
ケートや試験の解答用
紙の入力作業などを、
手入力で Excel ファイ
ルなどに入力する作業
です。

ご注文方法
ウェブからのご注文または、直接お電話、E-Mail にてお問い合わせ
ください。

備考
くわしくは事業所ウェブサイトをご覧ください。
https://ict.okinawa/

音声おこし

録音機で録音した音声データを人力で『文字化する』サービスです。
具体的には音声を聞いて Word などのファイルに文字を入力する作
業です。

ご注文方法
ウェブからのご注文または、直接お電話、E-Mail にてお問い合わせ
ください。

備考
くわしくは事業所ウェブサイトをご覧ください。
https://ict.okinawa/

代表者：仲根　建作　窓口担当者名　仲根　藤江
〒901-2121　沖縄県浦添市内間5-4-3　ハウジングシーサー101	地図のQRコード▶
098-961-6715　 098-961-6715　
info@ict.okinawa　 https://ict.okinawa/
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障がい者支援事業所 うりずん 
代表者：東　宏明　窓口担当者：サービス責任管理者　岸本　千明
〒901-2126　沖縄県浦添市宮城4-1-6-101	 地図のQRコード▶

098-874-3840　 098-894-2045　
urizun@ray.ocn.ne.jp　 http://www.oki-iku.com/pages/detail.php?PageID=22

A型 B型 就労移行

ＥＭ石鹸製作販売
手づくり固形のＥＭ石鹸を製造販売し
ています。手づくりの為、色々研究を
重ねて作り上げた石鹸です。評判の良
い商品ですので、どうぞ皆様使ってみ
てください。

ウエス製作販売
古くなった、バスタオル、フェイスタ
オル、おしぼり、シーツを加工して、
ウエスとして販売しています。利用者
個々のレベルにあわせて皆で協力して
作業しています。

ポスティング
浦添市宮城一帯の住宅に広告書類のポ
スティングを週 1 回の割で行っていま
す。およそ 2 時間から 3 時間頑張っ
て歩いていますので、利用者及び職員
の健康にも一役買っています。

各種まつりへの参加
てだこ祭り、福祉祭り等で食品販売を
しています。おいしい食べ物を工夫し
ながら調理しています。祭り見学の際
には、うりずんののぼりのもとへお越
しください。

梅干し・わかめの製造販売（自家製品及び委託）
梅干し及びわかめの自家製品（うめー
坊・わかめという商品名）を販売して
います。手頃な価格、量ですので是非
ご賞味下さい。またお菓子類の袋詰め
作業の委託を受けています。印字機能
付きロータリーシーラー機あります。

紅イモの皮ムキ
紅芋の収穫時期に合わせ、月に 2 回
～ 3 回ほど皮むきの委託を受けていま
す。個々人のペースで遅い人も速い人
も共に頑張っています。

リサイクル品の回収（段ボール・アルミ缶・ビン）
地域の方々や会社、知人の方々から　
ダンボール。古新聞、古雑誌、アルミ
缶、空きビン等をを回収し、それをリ
サイクル会社に販売しています。事業
所内の作業では得られない解放感で利
用者への人気の高い作業です。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

皆元気で和気あいあいと楽しく作業しています。うりずんの
特徴は皆で協力し合いながら製品を完成させています。利用者
の重度・軽度にかかわらず一つの製品を作り上げることにより
利用者間の相互協力の意識が高くなり楽しい雰囲気の中で作業
をしています。利用者、個々の気持ちを尊重し職員一同も一緒
に成長している事業所です。
・ 若い訓練生が多い事業所で、いつも元気と笑顔でいっぱいで

協働しながら皆で共に頑張っています。
・ 交通に便利な場所にあり、パイプライン通りにあり、分かりやすい。
・地域に根差し、毎朝地域清掃を行っている。
・ 積極的に研修に参加し、資質向上に努めている。
・利用者はもちろん、利用者家族のニーズにも対応できるよう努めている。
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石鹸作り

ひもつけ作業

包装作業
梱包依頼の商品をユーザーのニー
ズに合わせ、箱の大きさ、梱包用
紙の種類を仕分けし、的確な商品
を完成させる訓練をします

清掃作業
レンタカー会社や中古車会社・ビ
ル清掃等への就職を想定し各種器
具などを使用したクリーニング訓
練を行なっています

パンフレット折り
お客様や協力会社様から注文を受
けた細かい作業を根気よく、正
確な商品を作り上げる訓練をしま
す。

ボールペン箱詰め
依頼のあった商品の検品を確認し
不良品などの確認を行うと共に完
成度の高い商品を作り上げる訓練
をします。

生肉などの串打ち
生肉・鮮魚を扱う仕事を行なうことを前提に、安全・衛生面の座学を
行い実際の作業現場において実習形式にて訓練を行ないます。

調理作業
様々な料理を作ることを前提に衛
生管理を徹底し、また料理に合っ
た調理器具を使いこなせる様に訓
練します。

販売・接客
やきとり等の「生もの」を加工し
販売するまでの流れを体験・訓練
します。
また実際の販売所でお客様とのコ
ミュニケーションを通し「レジ打
ち」も訓練します。

農作業
野菜作りを中心

下請け
芋の皮むき、シール貼り、ポス ティ
ング等

手工芸品づくり

草刈り

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

・中高齢の方が多い。
・ 作業活動を通じて、居場所づくりに努めている。
・時間にとらわれず送迎が可能。

代表者：上地　一成
〒901-2114　沖縄県浦添市安波茶3-4-6	 地図のQRコード▶

098-871-0267　 098-871-0268　
http://www.guppi.info/index.php

就労移行A型一般社団法人　虹色家族ぐっぴぃ B型
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障がい者就労支援センターすばる A型 B型 就労移行

代表者：又吉　里美
〒901-2133　沖縄県浦添市城間2-27-2	 地図のQRコード▶

098-955-2395　 098-955-2395　
urashin@nirai.ne.jp　 https://subaru.ti-da.net/

マースストラップ

貝殻を使ったマースストラップです！

コースター　各種1枚

いろんな柄のコースターです！

公園草刈作業

浦添市内公園の草刈を毎日行っております。
草刈のご依頼がありましたらご連絡下さい！

広報誌折り込み・配布作業
浦添市の広報誌のチラシ折り込みや、配布作
業を行っております。
各種折り込み作業等承ります！

シートベルトバッグ
沖縄県内から発生した使用済みシートベ
ルトを素材として開発したバッグです。

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

障がい者就労支援センターすばるは一般就労が難しい方、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知識や能力の向上のため
に必要な訓練を行うと共に、同じ仲間同士の情報交換や交流の場です。
・ 身体障がい者が安心して活動できる場として開所
・ 中途障がい者も多く、一般就労で培った技術を活かして生産活動を行

うとともに、病気や加齢に伴う運動機能低下による不安解消を図るた
めの利用者間の情報交換の場となるよう取り組んでいる。

・ 聴覚障がい者とのコミュニケーションを円滑に図るために手話の勉強
会も行う。

・ 一人暮らし、子育て中、介護をしている利用者も通所しているため、家族の状況を踏まえて支援ができるよう、
専門機関との連携を意識している。
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障害者地域生活支援センター　そなえ会 
代表者：小渡　敏子
〒901-2103　沖縄県浦添市仲間1-1-2	 地図のQRコード▶

098-878-8984　 098-878-8984　
sonaekai@outlook.jp　 https://sonaekai.ti-da.net/

A型 B型 就労移行

EM洗剤

EM 洗剤は、ヤシの実油を使用しており、環境に害の少ないやさしい
洗剤です。
EM は自然界に生息する微生物を培養したもので、人工的に作り出し
たものではなく、EM に含まれる微生物のほとんどは、酒や味噌・チー
ズなどの発酵食品に使われているものと同じです。
◆使用用途
食器洗い（手荒れしにくく、油汚れに強い）
洗濯（雨の日にも最適で生乾きの嫌なにおいがしません）
トイレ、風呂場掃除（微生物の効果で気になる嫌なにおいがしません）
その他（掃除関係ならなんにでも使えます）
　靴洗い、拭き掃除、キッチン、洗面所等

価格等 : 
2 リットル　650 円
(10 本以上のご購入で 1 本 600 円）
500 ミリリットル　270 円

ご注文方法
くわしくはお問い合わせください。

私たちは浦添市で、生活訓練事業、就労継
続支援Ｂ型事業を行っています。

アットホームな雰囲気です。
本人にあった支援、個人の能力を伸ばせる

支援を心掛けています。
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問い合わせ先 所在地 電話 FAX

障害者就業・生活支援
センター

(ナカポツセンター)

ティーダ＆チムチム(北部) 名護市字宇茂佐の森1-17-9 0980-54-8181 0980-54-3287

にじ(中部) 沖縄市諸見里1-10-17 0980-931-1716 098-931-1726

かるにあ(南部) 浦添市前田1004-9	2Ｆ 098-871-3456 098-871-3221

みやこ(宮古) 宮古島市平良字下里1202-8 0980-79-0451 0980-75-3450

どりいむ(八重山) 石垣市字石垣371	1Ｆ 0980-87-0761 0980-87-0760

ハローワーク

那覇 那覇市おもろまち1-3-25 098-866-8609 098-866-0808

沖縄 沖縄市住吉1-23-1 098-939-3200 098-939-3209

名護 名護市東江4-3-12 0980-52-2886 0980-52-4091

宮古 宮古島市平良字下里1020 0980-72-3329 0980-73-6834

八重山 石垣市登野城55-4 0980-82-2327 0980-82-1389

（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構沖縄支部

高齢・障害者業務課 那覇市おもろまち1-3-25	4Ｆ 098-941-3301 098-941-3302

沖縄障害者職業センター 那覇市おもろまち1-3-25	5F 098-861-1254 098-861-1116

沖縄労働局 職業安定部職業対策課 那覇市おもろまち2-1-1	3Ｆ 098-868-3701 098-951-3507

沖縄県
子ども生活福祉部障害福祉課 那覇市泉崎1-2-2	3Ｆ 098-866-2190 098-866-6916

教育庁県立学校教育課 那覇市泉崎1-2-2	13Ｆ 098-866-2715 098-866-2718

助成金 内容 お問い合わせ

特定求職者雇用
開発助成金

　障害などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用す
る労働者(一般被保険者)として新たに雇い入れる事業主に対して賃金相当
額の一部を助成するものです。

・	管轄のハローワーク
・	沖縄助成金センター

職場適応訓練

　障害者など一般的に就職が困難な方を作業環境に適応させることを目
的に職業訓練を実施し、訓練就労後は当該事業所で雇用することを目的と
した制度です。訓練期間は6ヶ月、訓練期間中は事業主に対して、訓練委託
費(訓練生1名につき月額24,000円)が支払われます。

・	管轄のハローワーク
・	沖縄県商工労働部

雇用政策課

障害者トライアル
雇用助成金

　ハローワーク当の紹介により、障害者を原則3ヶ月間(精神障害者は6ヶ
月以上12ヶ月以内。ただし、助成金の対象期間は最大6ヶ月)試行的に雇用
するこのにより、適性や能力を見極め、継続雇用へのきっかけ作りを図ります。
実施事業所には対象労働者1人につき、1ヶ月当たり4万円が最大3ヶ月(精
神障害者の場合は、8万円×3ヶ月、その後4万円×3ヶ月)支給されます。

・	管轄のハローワーク

納付金制度による
雇用調整金、報奨金の支給

●常用労働者が100人を超える事業主
　障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合…2.2%を超え
て雇用している障害者一人当たりの月額27,000円を支給
●常時雇用している労働者数が100人以下の事業主
　各月の雇用障害者数の年間合計数が一定数を超えて障害者を雇用して
いる場合…一定数を超えて雇用している障害者一人当たりの月額21,000
円を支給(一定数…各月の常時雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72
人のいずれか多い数)

・	(独)高齢・障害・求職者
雇用支援機構沖縄支部
高齢・障害者業務課

障がい者雇用関係機関一覧

企業に対する主な支援策
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就業支援や生活支援を必要とする障害者に対して、雇用・福祉・教育等の関係機関と連携しながら、障害者の就業と、
それに伴う生活に関する指導・助言、職業準備訓練のあっせんなど、障害者の職業生活における自立を図るために必
要な支援を行います。社会福祉法人等の中から県知事が指定するもので、沖縄県内には本島北部・中部・南部・宮古・八
重山の5か所に設置され、「浦添市は南部地区障がい者就業・生活支援センターかるにあ」がエリア担当になります。

■対象地域

那覇市／ 浦添市／糸満市／豊見城市／南城市／西原町／与那原町／南風原町／八重瀬町／
久米島町／渡嘉敷村／座間味村／粟国村／渡名喜村／南大東村／北大東村

■障害者南部地区
　障がい者就業・生活支援センター かるにあ

浦添市前田1004-9（2階）(若竹の向かいです)
Tel ：098-871-3456
Fax ：098-871-3221
mail：karnia@wish.ocn.ne.jp

西原→←

↑
宜
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湾

首
里
↓

←パイプライン
　通り

浦添警察
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フ
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マ ファミマファミマ
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ン
〒
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若竹福祉会

サンエーV21

安波茶

経塚

かるにあ
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浦添地域の就業・生活支援センターのご案内
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