あなたの
『働く笑顔』を
応援します！！
与那原町
障がい者就労支援部会事務局（福祉課）
TEL：098-945-1525
FAX：098-946-4597

この資料は与那原町内における障害のある方々の就労を
支援する事業所の仕事・活動内容やその様子、魅力などを
まとめています。

各事業所の詳しい内容につきましては、各事業所

（掲載されている情報は令和 3 年 1 月時点の情報です）

紹介ページの右下に連絡先の記載がありますの
でお気軽にお問い合わせください。
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■就労支援とは
一般企業での就労が困難な 18 歳以上の障がい者の方等を対象に、
一般就労へつながるような支援を行ったり、事業所内での働く機会を提供したりしています。

◎サービスの種類

就労定着支援

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

• 一般企業への就職後に長く働き続けること
ができるように支援を行います。
• 一般企業への就職を目指す方に、就職に必要な
知識やスキル向上のための支援を行います。
• 雇用契約を結んだうえで一定の支援がある職場
で働くことができる福祉サービスです。
• 雇用契約を結ばずに軽作業などの就労訓練を行
うことできる福祉サービスです。
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あ

1
相談

サービスの申請から利用までの流れ
障害福祉サービスを希望する場合、
町（福祉課）または相談支援事業所
に相談します。

３

※相談支援事業所とは
県や市町村の指定を受けた事業所のことで、障
害福祉サービスの申請前の相談や申請をする
時の支援、サービス事業所との連絡・調整など
を行います。

6
事業者と
契約・利用

申請者は、障害福祉サービス提供事業
者と利用計画を結びます。

２
申請

サービスが必要な方
は、与那原町役場福祉
課の窓口において申請
を行います。

調査

町の認定調査員が訪問
調査に伺います。
※認定調査とは
心身の状態や日常生活に関する
聞き取り調査を行います。

5
支給決定

支給決定を行い、支給
決定通知書と受給者証
を交付します。

4
サービス等利用計
画案の作成
生活状況、介護者、居住状
況などの勘案事項もふまえ
サービス等利用計画案を作
成します。
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与那原町内就労事業所案内マップ
1
① オハナ与那原
沖縄女子短期大学
マクドナルド

⑤ゆいまーる
⑦ワークセンター愛の園
⓸スーパーチャレンジセンター
ミライ よなばる
与那原中央病院

⑥就労継続支援 すずな
③サポートセンターあすなろ

与那原警察署
知念高校

軽便駅舎

J＆F
聖クララ修道院

オ
リ
オ
ン
通
り

TUTAYA

与那原町役場

与那原東小学校

観光交流施設

②まほろば
➀オハナ与那原 A 型 ｐ.5
➁まほろば

B 型 ｐ.6

沖縄リハビリテーション福祉学院

③あすなろ B 型・生活介護 ｐ.7
④ミライよなばる B 型 ｐ.8
⑤ゆいまーる
⑥すずな

B 型 ｐ.9

B 型・生活介護 ｐ.10

⑦愛の園 B 型・就労移行支援 ｐ.11
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①

オハナ

A型

与那原

活動内容
私たち『オハナ

与那原』で

は、生産活動の機会を提供し、
就労に必要な知識及び能力の向
上のために必要な訓練などを行
います。

障害特性によって個

人ごとの課題が異なる為、能力
に合った目標を立てて取り組み
ます。一人ひとりに合った作業
を本人のペースで無理なく取り

サービスの種類

仕事内容

組めるよう支援していきます｡

クラフト製品（バックや小物）

･就労継続支援 A 型

『オハナ』の意味は、「家族」と

・ハワイアンキルト製品

いう意味で、家族のようにお互い

・パッチワークキルト製品

を思いやり、楽しんで作業に取り

刺繍製品・編み物製品（ぬいぐるみ等）
・

組んでいます。主にオリジナル製

業務委託作業

1 日のスケジュール

『オハナ』とは？

品「手工芸」を中心に、すべてが
手作りで、人気の製品に仕上がっ

その他

ています。イベントや行事に参加
し、販売しています。

9：00～13：00
休憩なし（状況による）

送迎：なし
食事：なし
サービス提供地域：南部圏域市町村

詳細についてはお気軽に問い合わせください！
〒901-1303 与那原町字与那原 1118
TEL： 098-882-8022
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②

B型

まほろば
活動内容

当事業所はリサイクル資源を回収し、パ
ソコン、OA 機器などの電化製品の解体
をしています。作るのではなく壊すをコ
ンセプトにしています。製造業とは逆で
壊していく作業なので失敗が無くストレ
スが軽減するというお言葉を利用者から
いくつもいただいています。
エコ活動で地球にやさしく、世の中に
貢献できる喜びを感じることで仕事にや

福祉サービスの種類

仕事内容

りがいを持ち、楽しく充実した日中活動

・リサイクル資源回収

･就労継続支援 B 型

イベント活動

が送れるようにサポートします。
レクレーションは久高島へ遠足、パークゴ

・電化製品等の解体

ルフ大会、ユインチホテルでバイキング、

・仕分け・積荷・運搬作業

バーベキュー、映画上映会など、様々なリ
クエストに可能な限り答え取組んでいま
す。

1 日のスケジュール
8:30 バイタルチェック
8:50

ラジオ体操・朝礼

9:00 作業開始
12:00 昼食・お昼休憩

その他

笑顔と笑い声の絶えない楽しく賑やかな
事業所です。まほろば事業所に興味のある

送迎：あり

方は是非一度見学にいらして下さい！

食事：朝食（パン・コーヒー）
昼食無料提供
サービス提供地域：南部圏域市町村

詳細についてはお気軽に問い合わせください！

13:00 作業再開

〒901-1301 与那原町字板良敷 838

14：30 片付け・帰宅

TEL： 098-944-2552

6

③

サポートセンター

あすなろ

B 型・生活介護

活動内容
あすなろでは就労継続支援Ｂ型、生活介護事
業を行い就労訓練や生活支援、個別活動支援
などを行っています。また、年間行事、町内
地域の行事参加を通して地域との関わりや社
会参加の支援も行っています。施設職員の研
修会にも積極的に参加し、利用者に寄り添っ
た支援のスキル向上にも取り組んでいます。
これからも、利用者のみなさんが自分らし
く、楽しく活動していけるよう地域に根差し

仕事内容

サービスの種類

た事業所を目指していきたいと思います。

年間行事

就労継続支援 B 型

･就労継続支援 B 型

・施設外就労支援（公共施設トイレ清掃）

・生活介護

・委託業務（ヤード等草刈り、古紙回収）
・てんぷらやころころ

1 日のスケジュール

生活介護
・午前：生産活動（下請け作業）

9:00 通所

・午後；個別活動（創作活動、体力づくり等）

◎誕生会
◎社会見学
◎交流ピクニック

9:15 朝のミーティング
9:30 作業訓練（Ｂ型）

その他

個別、生産活動（生活介護）
12:00～

昼食

昼休憩

13:30 作業訓練（Ｂ型）
個別活動（生活介護）
15:30 片付け
16:00 帰宅

ミーティング

◎県内一泊研修（隔年）

送迎：あり

その他、季節に応じた行事や社
詳細についてはお気軽に問い合わせください！

給食：なし（弁当持参か購入）

〒901-1303 与那原町字与那原 3861 1F
会体験などの行事を計画してい
TEL： 098-944-5119

サービス提供地域：（与那原・西原
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南風原・南城市（旧佐敷・大里）

ます。

④ スーパーチャレンジセンターミライ

よなばる

B型

活動内容
当事業所ミライよなばるは、2020 年
12 月に開所したばかりの就労継続支援
B 型事業所です。当事業所では利用者
の皆さんが幸せな日々の生活を送れる
よう個人の能力や体力など特性に応じ
て作業を行っております。
利用者の皆さんが毎日笑顔で楽しく
通え、地域の皆さんに親しんでもらえ
る。そんな事業所を目指し、スタッフ

仕事内容

サービスの種類

一同全力でサポートさせて頂きます！

年間行事

・赤瓦の箱詰め

･就労継続支援 B 型

・初詣

・パンフレット折り
・ポスティング

・誕生日会

1 日のスケジュール
その他

10:00

通所・バイタルチェック

10:30

ラジオ体操・朝礼

11:00

作業開始

送迎：あり

12:00

昼食・休憩

昼食：あり（個人負担 100~200 円）

14:00

作業開始

サービス提供地域：与那原・西原

14:30

片付け

南風原・南城市・那覇市

15:00

帰宅

・社会見学
・交流ピクニック

詳細についてはお気軽に問い合わせください！
〒901-1303 与那原町字与那原 431 番地
TEL： 098-988-1303
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⑤

B型

ゆいまーる
活動内容

地域の方がよく購入されるてんぷらは、
魚、イカ、野菜、もずく、イモが各 80
円、サーターアンダギーが 40 円ととても
おいしくお得になっています。今後も季
節の野菜を使用したてんぷらや総菜の販
売も検討しています！！
お電話での前もっての注文を頂ければ
揚げたてのてんぷらをご準備できます！
地域の人たちが気軽に立ち寄れる事業

仕事内容

サービスの種類

所を目指していますので、お気軽にお立
ち寄りください。

沖縄のピカソ

・ニンニクの水耕栽培・油みその瓶詰め

･就労継続支援 B 型

イタリアの「ピリトラミリアー

・シークァーサーの皮むき

レ」芸術勲章の称号を認定され勲

・衣類、バック類を中心とした 100 円

章を贈呈された「沖縄のピカソ」

リサイクル

1 日のスケジュール
10:00~ ラジオ体操・朝会・準備

・手工芸教室あり

人で、彼の描いた絵も事業所にて

・野菜販売

販売しておりますので、ぜひ見に

10:30~ 作業開始
12:00~ 昼食

こと小波津有希さんも利用者の一

・てんぷら販売

いらしてください。

その他

昼休憩

13:30~ 作業開始

送迎：あり

15:30~ 片付け

給食：あり（個人負担分あり）

詳細についてはお気軽に問い合わせください！

16:00~ 帰宅

サービス提供地域：（与那原・西原・那覇市・南

〒901-1303 与那原町字与那原 535-4

城市・南風原・豊見城・浦添・宜野湾・中城）

TEL： 098-871-9810
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⑥

就労継続支援

B 型・生活介護

すずな

活動内容
｢君がいてみんな幸せ｣ 障がい者を取り巻く
社会がそうなることを目指して､学校､福祉
機関､保護者らが連携して支援を進める取り
組みが各地域で始まっています｡すずなで
は､個性あふれる皆さんが､それぞれ持って
いる能力を発揮し頑張っています｡障がいや
能力に応じて､自立していく為に必要な作業

すずながめざすもの

訓練と日常生活における適応能力を地域の

サービスの種類

仕事内容

中で､豊かな生活を送ることが出来るように

働く場

支援します｡

･仲間と協力して作業を行う
･能力を活かして取り組む

B 型：農園芸作業(野菜作り･草花販売)

･就労継続支援 B 型

･動くことの楽しみを知る

ポスティング関連作業､小物作り

交流の場

受託作業､施設外就労､販売訓練

・生活介護

･仲間との出会い

社会活動(地域行事参加等)

･地域社会のイベントに参加する

介護：機能訓練､事業所周辺･公園の散策

･コミュニケーションの場所づくり

アルミ缶つぶし､座学・外出支援

1 日のスケジュール

その他

社会性を身につける場
･行事を通してマナーを身につける

送迎：あり(送りのみ､町外は個人負担あり)
9：00

体操､朝の会

9：20

作業･訓練(15 分休憩あり)

12：00 昼食･休憩
13：00 作業･訓練
15：30 片づけ･おやつ休憩･帰宅準備
15：45 帰りの会
16：00 帰宅

･あいさつを上手にできるようにする

昼食：あり(個人負担あり)

･時間を意識させる

サービス提供地域：与那原町・西原町
南風原町・南城市（旧佐敷・大里）

詳細についてはお気軽に問い合わせください！

※月 1 回程度､調理実習と毎週水曜日に空手の練習があります！

〒901-1302 与那原町字上与那原 454-3

※事業所にて（草花の苗・小物・精米・加工品等）の販売も行ってい

TEL： 098-945-9381

ますが、事前の注文が必要です。
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⑦

B 型・就労移行支援

ワークセンター愛の園

年間行事

仕事内容

サービスの種類

4月

ピクニック

5月

じょいまーるフェア

6月

球技大会

7月

定期健診・避難訓練

8月

ビーチパーティ

9月

愛隣園福祉バザー

10 月

ハロウィン

11 月

ゆうあいスポーツ大会

12 月

YOU・I フェスタ
クリスマス会・忘年会

1月

餅つき大会・成人祝い

･就労継続支援 B 型

・草花の苗・貸鉢プランター作成・販売

2月

与那原町てくてくウォーク

・就労移行支援

・県、那覇市委託の花壇植栽管理

3月

定期健診・避難訓練

その他イベント
上記の年間行事以外にも、毎月

・資源ごみ収集、分別・町内公園清掃

1 日のスケジュール
9:00

ラジオ体操・朝会・準備

9:15

作業開始

12:00～ 昼食

昼休憩

・新垣瓦コースター下請け作業、

のおしゃれクラブ、各班でのリ

・リサイクル品販売

フレッシュタイムや数年に一度

その他
の旅行等もあります！！
送迎：あり

13:30

作業開始

給食：あり（個人負担有）

15:00

作業終了

サービス提供地域：（与那原・西原

詳細についてはお気軽に問い合わせください！

南風原・南城市（旧佐敷・大里）・那覇市・

〒901-1303 与那原町字与那原 2943

浦添市

TEL： 098-945-2357

15:30~16:00

帰宅
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与那原町障がい者協会

詳細についてはお気軽に問い合わせください！
〒901-1303 与那原町字上与那原 16-2
（与那原町社会福祉協議会内）
TEL： 098-945-3016
FAX： 098-946-7970

～会員募集～
会員相互の交流を通し親睦を深めみんなで協力し合いながら福祉の発展に寄与すること
を目的にしている団体です。社会見学やバーベキュー等の行事をみんなで企画し楽しんでい
ます。会員は原則、与那原町にお住いの障害者手帳をお持ちの満 18 歳以上の方。また、本
会の目的に賛同する方（ご家族等）です
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