


申請者名称 事業所名称 事業所所在地 電話番号

あいわ福祉農園合同会社 相談支援事業所あいわ 大分県大分市大字中戸次4570-5 097-578-6150

社会福祉法人　アップルミント 相談支援事業所　アップルミント 大分県大分市宮河内2244-3 097-524-7007

合同会社　大樹 相談支援事業所　歩実 大分県大分市大字片島780番地の２ 097-567-7901

社会福祉法人　大分県福祉会 相談支援事業所　うえの園 大分県大分市顕徳町1丁目13-17 097-574-8535

合同会社　ウォンツ 相談支援事業所　ウォンツ 大分県大分市三ケ田町3-4　ソラリアコルテ703 097-543-3665

社会福祉法人　大分市福祉会 相談支援事業所「おおいた」 大分県大分市松岡3743番地 097-520-0580

社会福祉法人　暁雲福祉会 指定特定相談支援事業所「風と未来」 大分県大分市坂ノ市西二丁目4番3号 097-592-8787

社会福祉法人　大分すみれ会 地域生活支援センター　きぼう２１ 大分県大分市大字下宗方字君瀬７６０番の１ 097-576-8889

株式会社 Glory 2015 相談支援事業所　グローリー 大分県大分市羽屋779番地の1　アーバン三重野105 097-576-8209

社会医療法人　敬和会 相談支援センター　けいわ 大分県大分市皆春1521番地の１ 097-503-7233

社会福祉法人　シンフォニー 大分市障害者生活支援センターコーラス 大分県大分市金池南1丁目5-1ホルトホール大分3F 097-576-8888

医療法人社団淵野会 相談支援事業所坂ﾉ市 大分県大分市坂ノ市中央５丁目１番２１号 097-592-2181

社会福祉法人　大分市社会福祉協議会 大分市障害者生活支援センターさざんか 大分県大分市金池南1丁目5番1号ホルトホール大分内 097-576-8887

社会福祉法人　大分市社会福祉協議会 相談支援事業所さざんか駅南 大分県大分市金池南1丁目8番16号 097-513-7997

合同会社　リンクル 相談支援　さんりん花  大分市下郡北3丁目25-2　スカイコート下郡2-503号 097-529-5200

医療法人　同仁会 特定相談支援事業所　しもごおり 大分県大分市大字下郡1410番地 097-569-6347

社会福祉法人　新友会 指定特定相談支援事業所　スペース・ヒマワリ 大分県大分市大字辻１３７７番地 097-595-0891

特定非営利活動法人　ＳＭＩＳ（スマイス） スマイス相談支援事業所 大分県大分市羽屋２１番1号 097-547-0151

株式会社　システムコンサルタント 相談支援事業所　３GIFT 大分県大分市鴛野946-8 097-578-7726

計画相談支援事業所　　平成30年3月1日現在



社会福祉法人　博愛会 第二博愛寮相談支援事業所 大分県大分市中戸次２１３１番地 097-597-0204

社会福祉法人　博愛会 第一博愛寮相談支援事業所 大分県大分市野田７５９番地１ 097-549-1321

医療法人　至誠会 相談支援　チャレンジ 大分市大分4772番地 097-535-7177

一般社団法人　ＳＷライフ 相談支援事業所つぼみ 大分県大分市泉町12番12号 097-576-8540

社会福祉法人　つわ蕗会 障がい者相談支援センター　つわ蕗の花 大分県大分市顕徳町3丁目2番23号 097-547-7694

社会医療法人財団　天心堂 天心堂相談支援事業所 大分県大分市大字中戸次字寺ノ内5111番1 097-597-4565

社会福祉法人豊肥福祉会 のびる園 大分県大分市大字上戸次1322番地2 097-585-5472

社会福祉法人　ハーモニー 相談支援事業所　ハーモニー 大分県大分市中戸次6042番地 097-597-8818

社会福祉法人　博愛会 博愛会地域総合支援センター相談支援事業所 大分県大分市金池南1丁目9番5号 097-574-8668

株式会社花千寿 相談支援事業所　花空 大分県大分市大字猪野924番地14 097-535-8753

医療法人　社団親和会 相談支援事業所　はんだ 大分県大分市上判田３４３３番地 097-597-0093

有限会社　古賀事務所 障がい者相談センター富士見が丘 大分県大分市富士見が丘西1丁目3番1号 097-542-2668

株式会社　C.S Advance 指定法定相談支援事業所　まごころ-sincerity- 大分市松が丘2丁目13番2号 097‐511-1099

株式会社　帆柱 相談支援　まるまる 大分市大字葛木816番地 097-523-5545

医療法人　謙誠会 障害者相談支援センターもりのおうち 大分県大分市大字野田１１１１番地 097-585-5663

社会福祉法人　幸福会 相談支援事業所やまびこ 大分県大分市大字片島１０８９番地 097-578-6788

一般社団法人　ウィル ユニアップ 大分市新栄町5-23 080-3944-0923

社会福祉法人　ラポール 相談支援事業所リュミエール 大分県大分市大字下戸次字中姉子１２５３番 097-586-7272

株式会社　れんげ草 相談支援事業所　れんげ草 大分県大分市大字三佐１２７７番地２ 097-521-0221

社会福祉法人とんとん こども相談支援ぷらむ 大分県大分市明磧１０－３ 097-546-3400

大分県医療生活協同組合 医療生協　きらり 大分県大分市大字皆春字善福寺383-4 097-523-5316

社会福祉法人　藤本愛育会 大分こども発達支援センター　相談支援事業所　あおぞら 大分県大分市大字片島字長三郎２９９６の３ 097-557-0114
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申請者名称 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号

社会福祉法人　ハーモニー ショートステイハーモニーの森 879-7761 大分県大分市中戸次1300番地1 097-576-7851

社会福祉法人　永生会 清流苑ショートステイ事業所 870-0274 大分県大分市大字種具字南谷１４４番地 097-529-2316

社会福祉法人　温寿会 庄の原苑ショートステイサービスセンター 870-0876 大分県大分市庄の原1798番地 097-544-0888

社会福祉法人　三愛会 特別養護老人ホーム　そうだ藤の森 870-1123 大分県大分市大字寒田２０２番地 097-567-8822

社会福祉法人　若草会 創生の里　短期介護宿泊施設 870-0868 大分県大分市大字野田３０６番地の２ 097-549-0012

社会福祉法人　松山会 緑風苑指定短期入所生活介護施設 870-0951 大分県大分市大字下郡字山崎167-3 097-567-3733

社会福祉法人　新友会 ひまわり園 879-7871 大分県大分市大字辻９１１番地 097-595-0888

社会福祉法人　大分県福祉会 うえの園 870-0823 大分県大分市東大道２丁目３番３号 097-546-3551

社会福祉法人　大分県福祉会 清明あけぼの学園 870-0823 大分県大分市東大道２丁目３番３号 097-546-3771

社会福祉法人　大分福祉会 アルメイダメモリアルホーム　ショートステイサービス 870-1133 大分県大分市宮崎1509番地 097-568-2561

社会福祉法人　長久会 指定短期入所生活介護事業所　白水長久苑 870-0126 大分県大分市大字横尾字大原１８９７番地２ 097-520-2711

社会福祉法人　博愛会 第二博愛寮併設型短期入所事業所 879-7761 大分県大分市大字中戸次２１３１番地 097-597-0204

社会福祉法人　博愛会 第一博愛寮　短期入所事業所 870-0868 大分県大分市大字野田７５９番地の１ 097-549-1321

社会福祉法人　穂燈舎 百華苑身体障害者短期入所事業 870-0306 大分県大分市大字東上野１８００番地 097-592-1513

社会福祉法人　藤本愛育会 大分こども発達支援センター　医療型特定短期入所サービス　やすらぎ 870-0943 大分県大分市片島字長三郎２９９６番地の３ 097-557-0114

社会福祉法人　杉の木会 ケアホームすぎのき　短期入所事業　 870-1203 大分県大分市野津原７５３番地 097-588-1666

社会福祉法人　博愛会 博愛会地域総合支援センター短期入所事業所（併設型） 870-0839 大分県大分市金池南1丁目9番5号 097-574-8668

社会福祉法人　大分市福祉会 多機能型事業所「おおいた」短期入所事業 870-1112 大分県大分市下判田字上田中2335-1 097-520-0580

社会福祉法人　シンフォニー 短期入所事業　ファミール 870-0927 大分県大分市北下郡11組の6　日田農機ﾋﾞﾙ1001号 097-586-5577

社会福祉法人　アップルミント 短期入所　スペアミント 870-0276 大分県大分市大字宮河内上新田2244-1 097-524-7007

社会福祉法人　大分すみれ会 短期入所事業所きずな 870-1141 大分県大分市大字下宗方字五反田4番の1 097-586-1271

医療法人　謙誠会 短期入所施設　こころハウス 870-0868 大分県大分市大字野田778番地の1 097-586-0888

医療法人　ライフサポート 医療法人ライフサポート　明和記念病院 870-0165 大分県大分市明野北1丁目2番17号 097-573-1000

社会福祉法人　大分県盲人協会 ホーム「しののめ」 870-0043 大分県大分市中島東1丁目2番12号 097-532-8450

社会福祉法人　幸福会 短期入所事業所燦シャイン 870-0943 大分県大分市片島8-3-2 097-567-1836

社会福祉法人　幸福会 短期入所事業所ラ・ソーレ 870-0943 大分県大分市大字片島9-1組首藤ビル 097-567-1836

社会福祉法人　新友会 グループホームひまわり辻 879-7871 大分県大分市大字辻１３９１番地 097-595-1533

社会福祉法人　暁雲福祉会 八風・カルナルーム 870-0305 大分県大分市大字細990番地の1　 097-535-8855

社会福祉法人　ラポール グランディール敷戸 870-1105 大分県大分市敷戸南町290番10 097-586-7272

社会福祉法人　豊肥福祉会 短期入所空床利用型事業所　明日の輪 870-0315 大分県大分市大字佐野字宮ノ下4454番地1 097-578-6611

社会福祉法人　つわ蕗会 グループホームつわぶき 870-0025 大分県大分市顕徳町3丁目2番23号 097-536-3430

社会福祉法人　樫の木 ショートスティかしのき 870-0924 大分県大分市牧3丁目211番地1 097-579-6780

　短期入所　　平成30年3月1日現在



法人名称 事業所名称 郵便番号 住所 電話番号

社会福祉法人　博愛会 第一博愛寮短期入所事業 870-0868 大分市野田759番地1 097-549-1321

社会福祉法人　穂燈舎 百華苑身体障害者短期入所事業 870-0306 大分市大字東上野１８００番地 097-592-1513

特定非営利活動法人　ＳＭＩＳ（スマイス） スマイス福祉サービス 870-0854 大分市羽屋21番1号チュリス古国府１Ｆ 097-547-0151

社会福祉法人　ハーモニー ショートステイハーモニーの森 879-7761 大分市大字中戸次6042番地 097-597-8818

社会福祉法人　新友会 ひまわりの家 879-7871 大分市大字辻137９番地の１ 097-595-1041

社会福祉法人　新友会 ひまわり園 879-7871 大分市大字辻911番地 097-595-0888

社会福祉法人　博愛会 第二博愛寮併設型短期入所併設事業所 879-7761 大分市中戸次2131番地 097-597-0204

社会福祉法人　大分県福祉会 知的障害者更生施設うえの園 870-0823 大分市東大道2丁目3番3号 097-546-3551

社会福祉法人　大分市福祉会 多機能型事業所「おおいた」 870-0125 大分市大字松岡3743番地 097-520-0580

医療法人　謙誠会 博愛こども成育医療センター 870-0868 大分市大字野田1111番地 097-586-5566

社会福祉法人　聖母の騎士会 知的障害者更生施設潔き聖母の家 875-0211 臼杵市野津町大字都原3590-1 0974-32-7060

社会福祉法人　大分県社会福祉事業団 大分県のぞみ園 879-5516 由布市狭間町赤野339番地1 097-583-0350

社会福祉法人　みずほ厚生センター みずほ学園 875-0051 臼杵市大字戸室1205-1 0972-63-6691

社会福祉法人　萌葱の郷 障害者支援施設　めぶき園 879-7306 豊後大野市犬飼町下津尾4355番地10 097-578-0818

社会福祉法人　別府発達医療センター 肢体不自由児施設別府整肢園 874-0838 別府市大字鶴見4075番地の1 0977-22-4185

社会福祉法人　庄内厚生館 知的障害児施設木理学園 879-5406 由布市庄内町西長宝1426番地2 097-582-1212

独立行政法人　国立病院機構西別府病院 西別府病院 874-0840 別府市大字鶴見4548番地 0977-24-1221

社会福祉法人　直心会 つくし園 871-0101 中津市三光森山823-2 0979-43-6181

社会福祉法人　みずほ厚生センター 聖心園 875-0083 臼杵市大字井村2212番地 0972-63-6692

社会福祉法人　大分県福祉会 清明あけぼの学園 870-0823 大分市東大道２丁目３番３号 097-546-3771

社会福祉法人　ラポール エスポワール 879-7763 大分市大字下戸次1253番地 097-586-7272

一般社団法人　Ｉ．wｉｎ 日中一時支援事業　C．win 874-0833 別府市大字鶴見2891番地５ 0977-75-8880

特定非営利活動法人　ゆう アフター　ゆう 870-0855 大分市大字豊饒176番地の2 097-544-8892

株式会社　しんせいの杜 多機能事業所　サンジョイ 879-7761 大分市大字中戸次４５７７番地１ 097-511-4534

社会福祉法人　別府発達医療センター りんく 870-0864 大分市大字国分５６７番地の３ 097-586-5252

株式会社　システムコンサルタント 多機能型事業所　３ＧＩＦＴ 870-1121 大分市大字鴛野９４６－８ 097-578-7726

合同会社　Ｍａｍａｓ　Ｈｅａｒｔ デイサービス　すてっぷ 870-0134 大分市大字猪野２７８－３ 097-578-8282

社会福祉法人　庄内厚生館 障害者支援施設　久保更生園 879-5406 大分県由布市庄内町西長宝１４２６－１ 097-582-1213

日中一時支援　　平成30年3月1日現在



申請者名称 事業所名称 作業内容 送迎 事業所所在地

スカイファームゆうび
株式会社

あしたば 農作業、各種メンテナンス 杵築市南杵築1731-9

社会福祉法人
暁雲福祉会

ウィンド 食品加工（パン・クッキー・洋菓子）接客業務、販売業務 × 大分市坂ノ市西２丁目４番３号

株式会社
援ジョイワーク大分

就労継続支援Ａ型事業所
援ジョイワーク大分

印刷、洗車（施設外作業）、軽作業 △ 大分市大字八幡171番地7

社会福祉法人
博愛会

キッチン花亭 弁当盛りつけ、調理補助、食器洗浄 × 大分市大字野田字原841番地１

社会福祉法人
博愛会

キッチン花亭 クリーニング作業 × 大分市大字野田字原841番地１

社会福祉法人
博愛会

キッチン花亭 メンテナンスの作業、清掃作業 × 大分市大字野田字原841番地１

社会福祉法人
博愛会

博愛会地域総合支援センター多機能事業所
（久住屋・シャリテ） カフェ実習、レストラン実習、介護実習 × 大分市金池南1丁目9番5号

株式会社　花千寿 クリーンマット　花 介護用マットの洗濯 × 大分市中鶴崎２丁目４組の２

特定非営利活動法人
　ＡＳＡＨＩおおいた

就労継続支援Ａ型事業所　コーズ 店内・店外の清掃、調理補助、調理場の洗い物　等 × 大分市大字皆春西ノ浦1606番地1

社会福祉法人
シンフォニー

コンチェルト (なかお) 箱折り等軽作業、喫茶業務 × 大分市中尾603番地

有限会社　さくら荘 カサデパドレ 大分市大字城原1914番地

有限会社　さくら荘 さくら親児会 メンテナンス作業　　　　　　　※グループホームあり
大在駅

〇
大分市大字下徳丸１７６－１

サンクスラボ株式会社
サンクスラボ

　　　・大分オフィス
大分市中央町4-2-19

特定非営利活動法人　ジョイ・デ・ビブレ 就労継続支援Ａ型事業所　ジョブファーム 大分市入蔵557番地

 一般社団法人　ソーシャルリンク ＣＨＡＮＧＥ＆スマイル大分 調理補助、クラフト　　　　　　※実習なし 大分市府内町1丁目1-11

一般社団法人
　　　グリーンフィルド

パン工房　すばる 大分市大字奥田416

就労継続支援(Ａ型)　平成30年3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



社会福祉法人　幸福会 ソレイユ ビルメンテナンス（清掃業務）除草作業 × 大分市片島８－４－２

株式会社　優昌 就労継続支援Ａ型事業所　豊の大地 農作業、各種メンテナンス、野菜販売 × 大分市大字千歳1868番地の19

 社会福祉法人　シンフォニー
ネバーランド
（実習はない）

食堂、喫茶、喫茶準備、片付け
大分市荷揚町5番6号
　　大分中央警察署内

株式会社さぬきや本店 はなはなワークステーション 大分市大石町1丁目4-1組数見ビル1・2階

社会福祉法人
新友会

ひまわり畑 漬け物製造　　　　　　　　　※グループホームあり × 大分市大字辻１３８１番地

社会福祉法人
新友会

ひまわりフードサービス 喫茶店、調理、接客 × 大分市東鶴崎１－２－３

一般社団法人
むつみの会

フルスマイル 大分市大字中戸次492番地の6

特定非営利活動法人
ホビータイム

ホビータイム三佐
電気配電盤の配線、組み立て、電気整備図のＣＡＤ作成
等

× 大分市三佐５丁目180番地

株式会社
　ベジフル大分

就労継続支援Ａ型
ぽわろ

ニラ等栽培・出荷 大分市下戸次1185-1

医療法人　謙誠会  就労継続支援Ａ型　マイスター工房 大分市大字野田1088番地の2

 社会福祉法人　　大分市福祉会 福祉工場「松岡」 温泉のメンテナンス、公園清掃、リサイクル作業 △ 大分市松岡字ツル田4079番地

 株式会社　大分まるいファーム 大分まるいファーム 大分市大字乙津122番地の2

 株式会社　ヤドカリカンパニー
就労継続支援Ａ型

　ヤドカリ
大分市久原北8番7号

 一般社団法人　あらやしき やまねこ工房
大分市王子中町3番5号
ふくろうの森ビル

株式会社　ＫＯＵＳＨＩＮ  就労継続支援Ａ型事業所　勇輝 大分市城原2471番地

 合同会社　太陽技研サービス ゆり美容ケアリングby太陽技研
大分市賀来南1丁目1-79
由布コーポ1階

 合同会社　ロイヤルウォッシュ ロイヤルウォッシュ クリーニング作業 豊後大野市犬飼町下津尾10番地



○有り、△要相談、×無し

法人名 事業所名称 作業内容
実習時の送

迎 事業所所在地

医療法人　謙誠会
就労移行支援事業所

アイ工房
大分市大字野田１136番地の2

あいわ福祉農園合同会社 あいわ園 野菜の生産と出荷準備 △ 大分市中戸次4692番1

社会福祉法人　豊肥福祉会 多機能型事業所　明日の輪 メンテナンス、農業、印刷、箱折り、パソコン業務　等 大分市大字佐野字宮ノ下4453番地

社会福祉法人　暁雲福祉会 ウィンド
食品加工（椎茸、海苔）、屋外作業、メンテナンス、パン
販売、納品、接客業

△ 大分市坂ノ市西２丁目４番３号

株式会社　援ジョイワーク大分
就労移行支援事業所
援ジョイワーク大分

印刷、洗車（施設外作業）、軽作業 △ 大分市東浜1丁目東浜ビル1階

特定非営利活動法人　イノセント おひさまファーム 大分市大字神崎２２０番地の６

社会福祉法人　博愛会 キッチン花亭 弁当製造（野菜のカットなど）、販売 ×  大分市大字野田字原841番地１

社会福祉法人　シンフォニー 　　コンチェルト ( しもごおり )
     コンチェルト ( 本部 )

就労訓練、生活訓練、箱折り等軽作業 ×
大分市下郡北下郡11組の6 日田農機ビル1003
大分市中尾603番地

株式会社　しんせいの杜
多機能型事業所

サンジョイ
農作業、芝刈り △  大分市中戸次4577-1◎大分市下戸次1270-1

合同会社　ＣＷＯＲＫ Ｃ.ｗｏｒｋセンター  大分市萩原1丁目19番19号   　山﨑ビル1Ｆ

一般社団法人　ソーシャルリンク ＣＨＡＮＧＥ＆スマイル大分 大分市府内町1丁目1-11

株式会社
システムコンサルタント

多機能事業所　３ＧＩＦＴ 使用済みのロウソクの仕分け、古着のオークション出品 △ 大分市鴛野946番地8

 社会福祉法人　　太陽の家 太陽の家 大分県別府市大字内竈1393番地2

一般社団法人　共生の会 だるま 革製品製作、販売、清掃業務、印刷業務 △ 大分市津守８２４－４

就労移行支援　平成30年3月現在



社会福祉法人　つわ蕗会 つわぶき園 調理作業、弁当配達、回収、施設外支援 △ 大分市顕徳町３丁目２番２１号

 社会福祉法人　　聖母の騎士会 ナザレトの家 大分県速見郡日出町大字大神７７７２

合同会社　ハートブリッジ
Ｌ．Ｌ．Ｃ．ハートブリッジ　プレジョブセンター

就労移行支援事業所
大分市中央町２丁目７番２１号　福田ビル１Ｆ

社会福祉法人　博愛会 博愛会地域総合支援センター多機能事業所 カフェ実習、レストラン実習、介護実習も応じます。 × 大分市金池南1丁目9番5号

社会福祉法人　新友会 ひまわり畑 野菜栽培、出荷　　　　　　※グループホームあり × 大分市大字辻１３８１番地

社会福祉法人　新友会 ひまわりフードサービス × 大分市中鶴崎2丁目6-13

 特定非営利活動法人　ゆうゆう
特定非営利活動法人　ゆうゆう　ぶらぼう作

業所
室内加工作業

△
大分駅

 大分市三ケ田町162番3号　スコラコルテ1階

 特定非営利活動法人　ホビータイム ホビータイム海原 ワード・エクセル、製品組み立て × 大分市海原739番地3

社会福祉法人　ラポール マルシェ パン販売、配達、パン・クッキーの製造 ×  大分市大字下戸次字中姉子１２５３番

社会福祉法人　つわ蕗会  就労サポート事業所　ミチテル 大分市賀来北１丁目１１番２９号



○有り、△要相談、×無し

申請者名称 事業所名称 作業内容 実習時の送迎 事業所所在地

一般社団法人　ＳＷライフ サマンの木 大分市泉町12番12号

合同会社　リンクル Stepping　room　さんりん花 大分市田尻字川成36番16　ﾊﾟﾗｯﾂｫC1階

社会福祉法人　博愛会 第二博愛寮 大分市大字中戸次２１３１番地

合同会社　ハートブリッジ
Ｌ．Ｌ．Ｃ．ハートブリッジ　プレジョブセン

ター　生活訓練事業所
大分市中央町２丁目７番２１号　福田ビル１Ｆ

社会福祉法人　博愛会
博愛会地域総合支援センター多機能

事業所
室内作業、メンテナンス　等 大分市金池南1丁目9番5号

社会福祉法人　新友会 ひまわりの家
清掃作業、アルミ缶選別作業、屋内軽作業

等
〇 大分市辻1379番地－１

申請者名称 事業所名称 作業内容 実習時の送迎 事業所所在地

社会福祉法人　博愛会
宿泊型自立訓練

博愛大学校どりーむ
カフェ実習、レストラン実習、介護実習も応じます × 大分市金池南1丁目9番5号

自立訓練(生活訓練)　平成２９年３月１日現在

宿泊型自立訓練　　平成２９年３月１日現在



実施サービス名称 申請者名称 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号

地域活動支援センター II 型 社会福祉法人 シンフォニー ファンタジア 870-0862 大分市中尾603番地 097－586-5577

地域活動支援センター II 型 社会福祉法人 永生会 身体障害者デイサービスセンター舞鶴清流苑 870-0901 大分市西新地2丁目5‐40 097－573-2088

地域活動支援センター II 型 社会福祉法人 穂橙舎 はなぞの 870-0243 大分市花江川4－28 097－521-2718

地域活動支援センター II 型 社会福祉法人 聖母の騎士会 地域活動支援センター 優和 875-0211 臼杵市野津町大字都原3590－1 0974－32－7775

地域活動支援センター III 型 特定非営利活動法人 大分DARC 大分DARCミラクル作業所 870-0917 大分市高松2－4－30 097－547-2375

地域活動支援センター III 型 社会福祉法人 大分すみれ会 大分ゆめくらぶ 879-2113 大分市大字木佐上1区166番地 097－576-0487

実施サービス名称 申請者名称 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号

施設入所支援 社会福祉法人 ハーモニー 障がい者支援施設 ハーモニーの森 879-7761 大分県大分市中戸次6042番地 097－597-8818

施設入所支援 社会福祉法人 新友会 ひまわり園 879-0781 大分県大分市辻911番地 097－595-0888

施設入所支援 社会福祉法人 大分県福祉会 うえの園 870-0823 大分県大分市東大道2丁目3番3号 097－546-3551

施設入所支援 社会福祉法人 博愛会 第二博愛寮 879-7761 大分県大分市大字中戸次2131番地 097－597-0204

施設入所支援 社会福祉法人 博愛会 第一博愛寮 870-0868 大分県大分市野田759番地の1 097－549-1321

地域活動支援センター　平成２９年３月１日現在

施設入所支援　平成２９年３月１日現在



○有り、△要相談、×無し

法人名 事業所名称 作業内容
実習時
の送迎

事業所所在地

あいわ福祉農園合同会社 あいわ園 野菜の生産と出荷準備、電気フューズ等 △ 大分市中戸次4692番1

特定非営利活動法人
みんなのあおぞら

就労継続支援センター　あおぞら 名刺作成、プラスチィック成型の取り付け、小物作業等 △ 大分市萩原１丁目９番１号

社会福祉法人
豊肥福祉会

多機能型事業所　明日の輪 室内軽作業、レクリェーション　等 大分市大字佐野字宮ノ下4453番地

一般社団法人　ウィル アップライト 大分県大分市新栄町5-23

社会福祉法人
暁雲福祉会

ウィンド
食品加工（椎茸、海苔）屋外作業、屋内メンテナンス、押
し花雑貨作り等、ミニュージックセラピー

△ 大分市坂ノ市西２丁目４番３号

社会福祉法人
大分すみれ会

障害福祉サービス事業所　ワーク大分すみ
れ会

箱折り、メンテナンス作業、ガラス管フューズ制作 △ 大分市大字下宗方字君瀬７６０番の１

社会福祉法人
大分市福祉会

多機能型事業所
ステップおおいた

箱折り、椎茸選別、食品加工 △ 大分市松岡5424番地1

特定非営利活動法人　イノセント おひさまファーム 大分市大字神崎２２０番地の６

特定非営利活動法人
銀河鉄道

銀河鉄道 季節の野菜販売、菓子箱折り等、草刈作業等
大分市生石２丁目１－２７
西大分ビル101号室・102号室

株式会社 花千寿
大分福祉

クリーンマット花
大分市猪野924番地14

医療法人　謙誠会 ゲニー工房 販売、シクラメンの鉢植え販売  大分市大字野田１１３８番地の２

社会福祉法人　法治会
就労継続支援A型事業所

　げんき塾
電気メーター解体、車のアース作業、農園作業 △ 大分市南都留２３－３１

一般社団法人　共生の会 工房きらら 革製品製作、販売、清掃業務 △ 大分市津守８８８－７

社会福祉法人
シンフォニー

コンチェルト 箱折り等軽作業、喫茶業務 × 大分市大字中尾６０３番地

就労継続支援(Ｂ型)　　平成30年3月現在



社会福祉法人
シンフォニー

コンチェルトもりまち 箱折り等軽作業、喫茶業務 × 大分市大字森町５４３－１

有限会社　さくら荘 カサデパドレ 大分市大字城原1914番地

有限会社　さくら荘 スタジオ　さくら 小物作り、箸置き作り
○

鶴崎、大在、
坂ノ市

大分市須賀２丁目１７番９号

有限会社　さくら荘 カサデ　さくらＢ 大分市城原1917-1番地

医療法人 至誠会 サニーファーム 大分市大分4772番地2

一般社団法人　ＳＷライフ サマンの木
手作り革製品の製造販売、ラベル貼り、ウエス、菓子類
の梱包などの受託作業

大分市泉町12番12号

一般社団法人　ＳＷライフ サマン春日
手作り革製品の製造販売、ラベル貼り、ウエス、菓子類
の梱包などの受託作業

大分市中春日町6-5 玉置ビル1号

株式会社　しんせいの杜
多機能型事業所

サンジョイ
農作業、芝刈り △ 大分市中戸次4577番地

合同会社　Ｃ.ＷＯＲＫ Ｃ.ｗｏｒｋセンター 大分市萩原1丁目19番19号　山﨑ビル1Ｆ

合同会社　ジョイファーム大分 ジョイファーム大分 野菜づくり、販売 × 大分市賀来北2丁目2番22号

 特定非営利活動法人　すばる 作業所　すばる
農作業
（水やり、種まき、苗作り、野菜のパック詰めなど）

× 大分市木上１５１５番地

株式会社
システムコンサルタント

多機能事業所　３ＧＩＦＴ 使用済みのロウソクの仕分け、古着のオークション出品 △ 大分市鴛野946番地8

一般社団法人　虹色 ソーシャルアーチ 箱折り、部品ゲートカット、清掃等 △
大分駅から

大分市永興字早田941番地2

社会福祉法人　博愛会 第二博愛寮 ネギ作業、椎茸作業 大分市大字中戸次２１３１番地

特定非営利活動法人
築輪

築輪事業所 △ 大分市牧3丁目14-16

社会福祉法人　つわ蕗会 つわぶき園 調理作業、弁当配達、回収 △ 大分市顕徳町３丁目２番２１号



一般社団法人
ドリームコロニー

ドリームコロニー
大分市乙津港町1丁目5番28号三宮ハ
イツ　101・102・103

社会福祉法人　樫の木 どんぐりの家 名刺印刷、ＥＭボカシ作成、クロネコＤＭ便配達 大分市牧3丁目7-６

障がい者福祉サービス事業所 どんこの里いぬかい 機織り、環境整備、レストラン、梨園 豊後大野市犬飼町久原

 社会福祉法人　大分県盲人協会 作業所「なかしま」 大分市中島東1丁目2番12号

社会福祉法人　新友会
ニューフレンド

ひまわり
ブリメンテナンス、農業、お菓子作業、屋内軽作業 △ 大分市梅が丘２丁目２－５

有限会社　山内計電 はーとあっぷるりんく 大分市大字丹川153番地

社会福祉法人　博愛会 博愛会地域総合支援センター多機能事業所 受託作業（箱折り、幟旗等の切断作業、カメラ部品） 大分市金池南1丁目9番5号

特定非営利活動法人
ＨＵＧＫＵＭＵ

就労継続支援Ｂ型事業所　はぐくむ 大分市大道町2丁目2番12号大道ビューハイツ1Ｆ

 社会福祉法人　暁雲福祉会 八風・ｂｅ
食品加工（クッキー・椎茸・くろめ）、公園清掃、
パンの対面販売・納品等

大分市大字市尾７９８番地の１

特定非営利活動法人
ばらの会作業所シャローム

ばらの会作業所
シャローム大分

箱折り、シール貼り、旗作り 大分市中央町1-4-22　サクラヤビル4F

合同会社　ハートブリッジ
就労継続支援Ｂ型

春風の森
大分市大分市椎迫５組の６

一般社団法人　Ｃａｎばす ぱれっと 大分市星和台1丁目8-11

社会福祉法人　清流会 「ぴーぷるすてーしょん」 自動車部品の組立て、クロネコメール便配送業務 大分市南津留１７－１２

有限会社　つどい ビフレスト 箱折り、プリンの包装、工芸品の制作 △ 大分市上判田3523番地

社会福祉法人　新友会 ひまわり畑 野菜栽培、出荷　　　　　　　　※グループホームあり × 大分市大字辻１３８１番地

特定非営利活動法人
大分県難病疾病団体協議会

ふれあい 大分市日岡3丁目5-16



社会福祉法人
アップルミント

就労継続支援Ｂ型
ペパーミント

箱折り、シール貼り、クッキー型抜き × 大分市宮河内2244-3

特定非営利活動法人
ホビータイム

ホビータイム海原作業所 部品製作、検査作業、梱包、お茶菓子包装 △ 大分市海原７３９－３

社会福祉法人　ラポール マルシェ
パン・クッキー製造、メンテナンス、リサイクル分別、
軽作業

△  大分市大字下戸次字中姉子１２５３番

社会福祉法人
　豊肥福祉会

美久の杜 大分市中戸次4776番地2

社会福祉法人　つわ蕗会
就労サポート事業所

ミチテル
弁当の製造、配達サービス、うどんかりんとうの製造
・販売

大分市賀来北１丁目11番29号

社会福祉法人　幸福会 やまびこ広場 軽作業、リサイクル、ビルメンテナンス、公園清掃、除草 △ 大分市大字片島１０８９番地

特定非営利活動法人
ゆう

作業所ゆう
自然食品と手作り品店作業、値付け、販売、期限チェッ
クなど

×  大分市大字豊饒字丸田176番地の2

特定非営利活動法人
　ゆうゆう

ぶらぼう作業所 室内加工作業 △
大分駅から

大分市三ケ田町162番3号　スコラコルテ1階

一般社団法人　大分ゆたかの会 大分ゆたかの会 大分市田原字後68-1

社会福祉法人
　夢・ひこうせん

夢・ひこうせん
カッター部品組み立て、電気メーターの分解、チラシ折
り、織物、木工、染め物、袋詰め

△ 大分市下戸次４２５５番地

特定非営利活動法人
　レガーレ

来夢
ミシン作業、箱折り、ラベル貼り、手芸、パソコン作業、
アクセサリー

× 大分市花高松１丁目３番２

株式会社 ソライロプラス
就労継続支援B型事業所

　ルチア
大分市小野鶴789-1

特定非営利活動法人　里の風
就労継続Ｂ型事業所

れもん
大分市片島440番地の2
大分電気工事会館1階

社会福祉法人　樫の木 ワークスペース樫の木 アルミ缶作業、クッキー作業、紙すき作業等 △ 大分市牧3丁目7-8

株式会社　EC ワークスクエア 宿泊セット袋詰め、名刺作成、クッキー製造 × 大分市賀来字中河原１２５８番１



○有り、△要相談、×無し

法人名 事業所名称 作業内容
実習時
の送迎

事業所所在地

社会福祉法人　豊肥福祉会 多機能型事業所　明日の輪 室内軽作業、レクリェーション　等 大分市大字佐野字宮ノ下4453番地

社会福祉法人　大分県福祉会 うえの園 大分市東大道２丁目３番３号

社会福祉法人　大分市福祉会 多機能型事業所「おおいた」 紙袋台紙入れ、箱折り、軽作業 ○ 大分市松岡3743番地

社会福祉法人　大分市福祉会 ステップおおいた
箱折り、空き缶つぶし、図工、音楽、体操、レクレーショ
ンなど

○ 大分市田原398番地の1

社会福祉法人　杉の木会 杉の木園 大分市野田307番地の8

合同会社 MolnesHeart ディサービスすてっぷ
公園清掃、リサイクル実習、ラッシングベルト実習、箱折
り、空き缶つぶし、農作業等、制作活動、レクレーショ
ン、音楽、運動、施設外活動

○ 大分市上戸次３９６７番地の２

社会福祉法人　若草会 障がい者デイサービスセンター　創生の里 大分市大字中戸次２１３１番地

社会福祉法人　杉の木会 第二杉の木園 大分市野田７５９番地の１

社会福祉法人　博愛会 第二博愛寮 清掃、レクレーション × 大分市中戸次6042番地

社会福祉法人　博愛会 第一博愛寮 音楽、アート、料理、メンテナンス、プチショップ　等 〇 大分市大字野田１１１４番地

社会福祉法人　ハーモニー  障がい者支援施設　ハーモニーの森 箱折り、室内作業 〇 大分市木田2894-1

医療法人　謙誠会  生活介護事業所もりのひろば 〇 大分市大字市尾７９８番地１

社会福祉法人　暁雲福祉会 八風園 軽作業、創作活動　等 〇 大分市横塚二丁目１２３番

社会福祉法人　暁雲福祉会 八風・be 清掃作業、アルミ缶選別作業、屋内軽作業 ○ 大分市辻1379番地１

生活介護　　平成30年3月1日現在　



社会福祉法人　暁雲福祉会 八風・マーヤの園 レクレーション、体育的ゲーム　等 大分市辻911番地

社会福祉法人　新友会 ひまわりの家 創作活動、生産活動、日常生活動作の向上 △ 大分市大字森町543-1

社会福祉法人　新友会 ひまわり園
スポーツレクレーション、音楽レクレーション、創作活動
等

大分市賀来北２丁目１６番３８号

社会福祉法人　シンフォニー ファンタジアもりまち レクレーション、体育的ゲーム　など × 大分市片島字長三郎２９９６番地の３

株式会社　EC ふれんど・すくえあ
午前中軽作業、午後、ウオーキング、ドライブ、創作活
動　等

○ 大分市片島１０８９番地

社会福祉法人　藤本愛育会 大分こども発達支援センター　　　生活介護　やすらぎ
午前中軽作業、午後、ウオーキング、ドライブ、創作活
動　等

○ 大分市片島１５０７

社会福祉法人　幸福会 やまびこ広場
カッター部品組み立て、電気メーターの分解、チラシ折
り、織物、木工、、染め物、袋詰め

○ 大分市下戸次４２５５番地

社会福祉法人　幸福会 やまびこフレンド レクレーション × 大分市国分字六重原５６７番地３

社会福祉法人　夢・ひこうせん 夢・ひこうせん
音楽、ビデオ鑑賞、ちぎり絵、お楽しみ会、マット運動、
歯磨き推進

× 大分市宮河内2244-3

社会福祉法人　別府発達医療センター りんく リサイクル作業、室内作業、創作活動　等 大分市牧3丁目7-8

社会福祉法人　アップルミント 生活介護　ローズマリー
音楽、ビデオ鑑賞、ちぎり絵、お楽しみ会、マット運動、
歯磨き推進

× 大分市宮河内2244-3

社会福祉法人　樫の木 ワークスペース樫の木 大分市牧3丁目7-8
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