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はじめに 
 

鎌倉市障害者支援協議会では、障害のある方々の「はたらく」について取り組む中

で、市民の方が就労に関係する障害福祉サービス事業への理解を広げ、障害のある方

が就労への第一歩を踏み出すための参考になることを願って『仕事応援ガイドブック

／鎌倉市就労支援等事業所ガイド』を発行しています。この取り組みは、市内の就労支

援事業所等の皆様のご協力を得て、平成 29 年度（2017 年度）から続いています。 

今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、働きたい当事者にとって

も、就労支援を行っている事業者にとっても、大変厳しい一年となりました。春先には

政府から緊急事態宣言の発出と外出自粛の要請があり、また、その後も各地で感染者

が急増し、誰もがこれまで経験したことのない日常と向き合わなくてはなりませんで

した。当事者の方は事業所への見学や通所をできなかったり、事業所もご利用者を受

け入れることができなかったりするなど、多くの支障も聞かれました。 

そのような中でも、当事者の方の「働きたい」という気持ちに応えるべく、市内の関

係機関皆様のお力添えのもと、事業所情報等を更新し、令和２年度（2020 年度）版を

作成することができました。 

本冊子に掲載された情報は限られたものであり、実際に事業所を見学して得られる

雰囲気や感触までお届けすることはできませんが、就職に向けた支援や訓練等を望ん

でいる方々や関係者の皆様に活用いただき、「働く」に向かう一助となればまことに幸

いです。 

なお、記載事項につきましてご不明の点等がございましたら、事務局（鎌倉市基幹相

談支援センター）又は直接、各事業所までお問い合わせくださいますようお願いいた

します。 

 

令和 3 年（2021 年）3 月 

鎌倉市障害者支援協議会 

 

※本ガイドブックの記載内容は、令和 2 年（2020 年）12 月現在の情報です。 

法制度改正や各事業所の運営状況等により、情報が変わることがありますので、あらか

じめご了承くださいますようお願いいたします。 



＜令和 2 年度（2020 年度）版＞ 仕事応援ガイドブック 

鎌倉市就労支援等事業所ガイド 
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働きたい

何から始め
てよいか、
分からない

今すぐ
働きたい!

何から始めて
よいか、分から
ない

まずは福祉サー
ビスを利用して、
働く経験をつみ
たい

利用したい事業所が決まっている障害があることを、
会社に理解してもら
い働きたい

障害者手帳を
もっている

⇒11ページへ
(鎌倉市内)
⇒12ページへ

鎌倉市障害者
二千人雇用

センター
もしくは

よこすか障害者
就業・生活支援

センター
⇒13･14ページへ

⇒10ページへ

【ちょこっとコラム】 ⇒詳しくは2～９ページへ
※１ 何からはじめてよいか分からない方へ
※２ 障害や病気のことを会社に伝えるメリット・デメリット（オープン・クローズ）
※３ 『障害者手帳』と『会社で働くこと』 どんな関係があるの?
※４ 障害者手帳を申請するには?
※５ 利用したい事業所(サービス）が決まったらどうすればよい?
※６ 就労支援事業所の種類・特徴と、選ぶときのチェックポイント
※７ ご本人の「働きたい」を応援するご家族へ

※２

※３

※６※５

※１・※７

申請したくない
迷っている

『働きたい!』と思ったら、どこに相談??

※４

ハローワーク藤沢

あなたの
希望は?

障害者手帳を
申請したい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい いいえ

“働き方”にはさまざまな種類があります。あなたがイメージする
“働き方”に合わせて、準備の仕方や活動方法をサポートする窓口が
あります。まずはお気軽に問い合わせてみましょう❕

一般企業で働きたい
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はい

はい

鎌倉市
障害福祉課

相談支援事業所

☆これらの各種相談窓口は お互いに連携しています☆



【ちょっことコラム ※１～※７】 

 

 

 

◆『働く』への不安は、人それぞれ 
    

「どのような働き方ができるの?」 

「就職活動はどのようにしたらよい?」 

「自分の障害や病気について、どう会社に伝えたらよいの?伝えなくてはならないの?」 

「自分が仕事をしたいのか、わからない」 

「自分の職業的な能力を知りたい」 

「仕事を続ける自信がない」 

「どのような支援や制度があるの?」 

「まず、どこに相談すればよいの?」 
 

◆仕事応援ガイドブック 1 ページに掲載されている各種「相談窓口」の役割について 

１ 『働きたい』と願う皆さんの伴走者です 
様々な思いや不安、希望に寄り添い支援をしていきます。 

『就職』は、“ゴール”ではなく、“スタート”です。 

ご相談をお受けし、情報提供をします。 

あなたの“スタート”に向かって一緒に考え、行動していきます。 

 

２ あなたに必要な支援につなぎます。(各種「相談窓口」どうしで連携しています) 
『働く』に向けた準備、訓練をする支援 

『就職活動』の支援 

『継続して働く』ための支援  など 
 

◆まずは、はじめの一歩として「相談」をしてみませんか☻ 

 

「何から始めてよいか分からない」

とお気軽にお声がけ下さい。 

お待ちしております! 
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 ※１ 何から始めてよいか分からない方へ 

❀何からはじめてよいかわからない方はたくさんいらっしゃいます❀ 
 

 



苦手なこと、できないことを職場に伝え
ておくことができます。

就職窓口や求人数が多く、応募のチャン
スが広がります。

安心して働き続けられるよう、支援者が
事業主と相談しながらサポートしていく
ことができます。

短時間雇用（週20時間未満）など、い
ろいろな雇用形態があります。

ジョブコーチや、職場訪問というかたち
で現場で支援ができます。

通院のための休みを取ったり、勤務中の
服薬したい場合に配慮がしてもらいやす
くなります。

障害者専用求人に応募する場合は、一般
求人に比べて、応募機会や選択できる職
種が少なくなります。

サ
ポ
ー

ト
が

少
な
い

職場内の悩みは、自分で解決することに
なります。障害への配慮は期待できない
かもしれません。

障害や病気のことを隠すため、不安を抱
きやすくなります。結果、働き続けるこ
とが難しくなることが多いです。

通院や服薬について、周りの人に知られ
ないようにすることが負担になることが
あります。

メ
リ
ッ

ト

デ
メ
リ
ッ

ト

「職場に自分の障害や病気のことを知ら
れてしまうのがいやだ」という場合、知
られることがありません。

障害や病気をオープンにする 障害や病気をクローズにする

負
担
感
が
あ
る

選
択
肢
が
少
な
い
週20時間以上働くことが事業主から求
められます。

理
解
と
サ
ポ
ー

ト
を
得
や
す
い

選
択
肢
が
多
い

気
軽
に
い
ら
れ
る

※２ 障害や病気のことを会社に伝えるメリット・デメリット
（オープン・クローズ）

オープン、クローズ、どち

らを選ぶかで、働き方が変

わってくることがあります。

自分にとってどちらが合う

か、よく考え、選びながら、

就職活動をしましょう。

３



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ※３『障害者手帳』と『会社で働くこと』 どんな関係があるの? 

制度は変わっていくため、最新情報を得る

ようにしましょう。詳細を知りたい方は、

ハローワーク藤沢までお気軽にお問合せく

*1 障害者雇用促進法 

*2 障害者雇用率制度   

障害者雇用促進法に定められている制度です。従業員が一定数以上の規模の事業主に対し、身体障害者・知

的障害者・精神障害者を雇用することが義務付けられています。障害者を雇う割合は「法定雇用率」と呼ば

れ、平成30 年度（2018 年度）からさらに引き上げられました(例:45.4 人以上の民間企業で2.2%)。 

 

☝ 障害者手帳があると、『障害者雇用』の求人に応募して働くことができます! 
企業等が、障害のある方を雇うことを障害者雇用といいます。企業等は法律*1により、身体障害

者・知的障害者・精神障害者を雇うことが義務付けられています。障害がある方にとって、社会 

で働くチャンスが広がったといえます(「障害者」の規定は後述)*2。このような理由で、障害者 

手帳を持っているメリットが大きいと考えられる方には、手帳申請を勧められることがあるかもし

れません。 

☝『法定雇用率』の算定対象となる”障害者”とは? 
  以下の2 点が要件となります。 

①障害者手帳を持っていること    ②雇用保険に加入すること 

よって、障害者雇用の面では、障害者手帳があった方が就職の機会が広がるといえます。なお、障害者手帳がなく 

ても、統合失調症、そううつ病(うつ病を含む)、てんかん、発達障害については、「主治医の意見書」等の提出に 

より、ハローワークでの登録は可能です。 

☝ 雇用保険に加入するには 
月31 日以上の雇用契約があり、以下の①もしくは②にあてはまることが必要です。 

①1 週間の働く時間が20 時間以上～30 時間未満 …「短時間被保険者」 

②1 週間の働く時間が30 時間以上        …「一般被保険者」 

   しかし、障害のある方が働く場合、それぞれの事情に合わせて働く時間数を決めることが多いため、はじめは20 

時間に満たないこともありますね。そのようなときでも、勤務時間を少しずつ増やして、将来的に20 時間以上に 

なれば雇用保険に入ることができます。 

４ 

 



 
 

◆申請窓口  鎌倉市障害福祉課(本庁舎１階・５番窓口)  

 
     ◆必要な書類  障害者手帳ごとに異なります。 

下記の内容を参考のうえ、各種詳細は、市障害福祉課にお問い合わせください。 
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■■身体障害者手帳■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■療育手帳■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

※診断書・意見書を記入できる

医師は身体障害者福祉法第

15 条の指定を受けている医

師に限ります。 

 ※たて４cm×よこ３cm、１年以内に撮影、

脱帽で上半身、本人が明確にわかるもの、

写真専用紙 

○印鑑 

 
 

○個人番号（マイナンバー）のわかるもの 

 
 

 0467-61-3974（直通） 

 ※たて４cm×よこ３cm、１年以内に撮影、

脱帽で上半身、本人が明確にわかるもの、

写真専用紙 
※障害状況や年齢に応じ、必要となるものが異なりますので、 

詳細は市障害福祉課にお問い合わせください。 

■ ■精神障害者保健福祉手帳■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 ※障害年金証書の代わりに、直近の 

年金振込通知書または年金支払通 

知書でも手続きが可能です。 

 

○顔写真１枚  ○身体障害者診断書・意見書（所定書式） 

○顔写真１枚 ○印鑑 

 
 

 

 ※たて４cm×よこ３cm、１年以内に撮影、

脱帽で上半身、本人が明確にわかるもの、

写真専用紙 

○顔写真１枚 ○医師の診断書（所定書式）または 
精神障害を事由とする障害年金証書 

 

○印鑑 

 
  

○個人番号（マイナンバー）のわかるもの 

 
※精神障害者保険福祉手帳は有効期間が２年間となります。 

更新申請は、有効期限の３か月前の１日から行うことができます。 

 

 

 

 

  ※４ 障害者手帳を申請するには? 



 

 
・手続きについては、サービスによって必要となるものが異なる場合があります。 

・サービス利用までの流れが前後する場合もあります。 
・詳細については、それぞれの窓口へ事前にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス等利用計画案の提出依頼 

（作成） 

相談・申請 

心身の状況に関するアセスメント 
勘案事項調査 

サービス等利用計画案の提出 

支給決定 
（決定通知書及び受給者証の交付） 

事業所との契約・サービス利用開始 

サービス等利用計画の提出  

 

 ※５ 利用したい事業所（サービス）が決まったらどうすればよい? 

〈サービス利用までの基本的な流れ〉 

 市障害福祉課にサービス利用について相談・申請をします。 

 

鎌倉市では、相談支援事業所にサービス等利用計画案※の 

作成を委託することを推奨しています。 

※ご自身がセルフプランを作成することもできます。 

 

 
市障害福祉課で申請者ご本人の日常生活の状況等の 

聞き取り調査(アセスメント)を行います。 

 
相談支援事業所が、ご本人やご家族と面談して作成した 

サービス等利用計画案を障害福祉課に提出します。 

 

市障害福祉課が、提出されたサービス等利用計画案 

と聞き取り調査を参考に、決定通知書及び受給者証を 

交付します。 

相談支援事業所が市障害福祉課にサービス等利用計画を提出

します。 

 

交付された受給者証をもとに、事業所と契約を行い、 

サービス利用開始となります。 
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就労移行支援事業所
就労継続支援

Ａ型事業所
就労継続支援

Ｂ型事業所

・一般就労に必要な知識・
 能力をつける

・事業所に雇われて仕事
 をする（雇用契約を
 結ぶ）

・Ａ型よりは負担の軽い
 作業が中心

・仕事に必要なマナーを
 勉強したり、会社で実
 習ができる

・実際に仕事を通して社
 会性を身につけること
 ができる

・軽作業を行い生活のリ
 ズムを整えることがで
 きる

・自分に合った就職対策
 をしたり、就職活動を
 サポートしてもらえる

・雇用契約はないが、作
 業内容やその売り上げ
 に応じた工賃をもらう

・就職後も働き続けるた
 めの「定着支援」を受
 けることができる

もらえる

お金

基本的になし
※事業所によっては工賃が

支給される場合もある
各事業所紹介情報参照

（16～19ページ）

各事業所紹介情報参照
（20～24ページ）

※減額特例あり

各事業所紹介情報参照
（25～42ページ）

通える

期間 2年 制限なし 制限なし

年齢
制限

原則 18歳～65歳未満 原則 18歳～65歳未満 原則 18歳～

利用

負担

・会社と同じように毎月
 お給料をもらう(最低
 賃金以上と定められて
 いるが、減額特例があ
 るので注意）

・週20時間、1日4時間
 働ける人が利用できる

           0円～37200円（上限）
      ※月額自己負担は、課税状況により異なります。
       詳しくは鎌倉市障害福祉課もしくは相談支援事業所へお問い合わせください。

主な

特徴

※６－１ 就労支援事業所の種類と特徴
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サービス

自己



共通のチェックポイント
□ 自分の障害の種別（知的・身体・精神など）が対象になっている?

□ 困ったときに職員やメンバーに相談できそう?

□ 具体的な業務・作業内容は?

□ 自分に合っている?

□ 自分がやりたい業務・作業?

□ 自分に合っている?

□ 他の通所者と一緒に過ごせそう?

□ 数日間の体験実習ができる?

□ 無理せず通い続けることができそう?（交通手段、通勤通所時間）

就労継続支援Ａ型事業所のチェックポイント
 勤務時間 □ 働く時間帯が自分に合っているか?

□ 給料はいくらもらえる?

□ 時給が最低賃金を下回る場合がある?

（「最低賃金の減額特例」といいます）

 勤務時間 □ 自分の希望する日数・時間で通所することができる?

□ 訓練メニューやカリキュラムは実際どんな感じ?

□ 希望する業種や職種への就労支援メニューがある?

□ 作業工賃はいくらもらえる?
（就労移行支援事業所の場合、工賃が支給されない場合もあります）

□ どのような企業に就職している?

□ その事業所から就職した人がどのくらいの期間働き続けている?

 その他

 給 料

 就 職

 事業所の体制

 仕事内容

 事業所の雰囲気

 訓練内容

 工 賃

無理のないペースで
スタートできそうですか?

※６－２ 就労支援事業所を選ぶときのチェックポイント

就労継続支援Ｂ型事業所・就労移行支援事業所のチェックポイント

雇用契約を結ぶ前に
確認してみましょう!

感じた雰囲気は大切な
判断材料です!
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早寝早起きの習慣はもちろんのこと、適度な運動や服薬の管理など、 

ご本人お一人で難しければ、必要に応じて声を掛けるなどしましょう。 

 

休日の過ごし方として体を休めことも必要ですが、趣味などに時間を充てる 

ことで適度なリフレッシュ効果をもたらしますので、そうした時間の使い方 

も適宜アドバイスができるといいと思います。 

 

また、困ったことはご家族だけで抱え込まないで、所属している事業所や 

この冊子に掲載されている機関などに、遠慮なく相談してください。 

 

 

 

「働きたい」というご本人の気持ちをまず尊重しましょう。 

その上で、ご本人の特性を見極め、得意なことやできることが生かされる 

仕事を一緒に探しましょう。 

 

仕事を続ける上で「心と体の健康」を管理していくことはとても大切です。 

それらは日々の生活リズムが整っていることが前提となります。 

 ※７ ご本人の「働きたい」を応援するご家族へ 
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 ▶ 開庁時間 平日（月～金）8:30～17:15 

          

 

 

 

 

▶ 電 話  TEL:0466-23-8609 FAX :0466-25-4714 

                  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハローワーク藤沢   

JR 藤沢駅 北口より徒歩 7 分  

入口は公園側からとなります。 

〒251-0054 
藤沢市朝日町 5-12 藤沢労働総合庁舎 1・2 階 ▶ 所在地 

当庁舎の駐車場は、台数に限りが

あります。ご来所の際には公共交

通機関をご利用ください。 

 

電話は自動音声対応となっております。音声案内が始まりましたら、部門コードを押していただくと 

各担当におつなぎいたします。 

46♯  専門援助部門 障害者の職業相談・紹介に関するお問い合わせ 

47♯  専門援助部門 新規学卒 新規学校卒業者の職業相談・紹介に関するお問い合わせ 

＜窓口ご利用の方へ（応援メッセージ）＞ 
専門援助部門(2 階③番窓口)では、障害の種別・程度・就労にあたり配慮が必要なこと、会

社に伝えてよい情報など、ご本人に確認しながら相談や紹介を行っています。専門援助部門

での相談を希望されない場合は、一般職業紹介窓口(1 階)で求職登録のうえ、相談や紹介を

行います。お気軽にご相談ください。 

祝日、年末年始(12/29～1/3)をのぞく 

 

①『求職登録』をする 
氏名・住所・希望する仕事の条件や今までに経験した仕事、障害等の症状などを確認 

しながら求職登録を行います。 

②『ハローワークカード』をお渡しします（全国のハローワークで使えます） 

   
ハローワークへお越しの際は、必ずお持ちください。 

 ③窓口で『番号札』をお取りになり、お持ちください 
相談内容によりお呼びする順番が前後することがありますので、あらかじめご了承 

ください。求職登録や相談には時間がかかりますので余裕をもってお越しください。 

利用のながれ 
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▶ 開庁時間  平日（月～金）8:30～17:00* 
                       

   

        

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

▶ 電 話  TEL:0467-61-3974(直通) 

                  
   

鎌倉市障害福祉課     

 

〒248-8686 
鎌倉市御成町 18-10（本庁舎 1 階・5 番窓口） 

 

▶ 所在地 

最寄駅   JR・江ノ電 鎌倉駅  

最寄バス停 江ノ電バス・京急バス「鎌倉市役所前」 

駐車場   83 台（普通車 69 台、軽自動車 12 台、障害者専用 2 台）  

土・日曜日・祝日は、市役所駐車場を有料駐車場として 

開放しています（利用できない日もあります）。 

問合せ先）鎌倉市シルバー人材センター 

電話 0467-38-1881 

授乳室   あり 

車椅子貸出 あり 要申込 受付:月～金曜日 8:30～17:15 

 
 

 

＜窓口ご利用の方へ（応援メッセージ）＞ 

障害福祉課では、障害者手帳の交付をはじめ、障害福祉サービスの支給申請や障害者の

方への医療費助成、各種手当など、障害福祉に関する各種申請の受付及び相談窓口とな

っています。 

障害に関してお困りのことがございましたら、お気軽に障害福祉課にご相談ください。 

祝日、年末年始(12/29～1/3)をのぞく 
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（＊2021 年４月から。2021 年 3 月末までは 17:15 閉庁） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画相談を受けている事業所（サービス等利用計画作成に関する相談） 

 

相談支援事業所     

＜ご利用の方へ（応援メッセージ）＞ 

生活上のいろいろな希望、お困りごとを伺い、『サービス等利用計画』を作成します。

通う事業所が決まった方も、どこに通うか迷っている方、そもそも福祉サービス 

って何?という方も、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの「働きたい」を各関

係機関と協働しながら応援します。 

参考:『障害のある方のための福祉の手引』（令和２年８月） 鎌倉市福祉事務所 障害福祉課 発行 
  12 



▶ 所在地 

▶ 電 話 

▶ 受付時間 平日（月～金）9:30～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  

 

   
１ 対象者  鎌倉市在住の障害者（障害者手帳の有無は問いません）であり 

        就労したいという希望がある方、就労しているが不安・悩みがある方  
 

２ 雇用センター利用の流れ 

まずは電話でのご相談を承ります。 

その後必要に応じ、初回面談日を設定いたします。 
 

３ 雇用センターでできること 

１）一般就労に向けた相談や支援 

  ・一般企業へ就労を目指す障害者、家族からの就労に関する相談 

    ・ご本人の適正や課題を把握し、それに応じた求職活動などの支援 

     ・情報提供、関係機関の紹介や連携 

    ・離職や転職に関する相談 

２）就労後定着支援 

    ・就職後、仕事や職場に慣れるまでの支援 

・仕事を続けていく上での調整  等 

 

 

鎌倉市障害者二千人雇用センター    

〒248-0012 
鎌倉市御成町 20-21 鎌倉市福祉センター１階 

＜窓口ご利用の方へ（応援メッセージ）＞ 

「働きたい」「働き続けたい」という一人ひとりの想いに寄り添いながら、 

ご本人の状況に応じた就労相談・支援を行います。 

 

祝日、年末年始(12/29～1/3)をのぞく 

TEL:0467-53-9203 FAX:0467-53-9204 
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▶ 受付時間 平日（月～金）8:30～17:15 
  

 

▶ 電 話  TEL:046-820-1933 FAX:046-820-1934 
                  
   

 

 

よこすか障害者就業･生活支援センター  

〒238-0041 

 
横須賀市本町 2-1 市立総合福祉会館 4 階 ▶ 所在地 

＜窓口ご利用の方へ（応援メッセージ）＞ 

一人ひとりの「働きたい」という思いを実現するため、雇用・福祉・教育等の機関と人たち

と協力して、障害のある方の就労支援と職場定着支援を行います。また職業生活の悩みや不

安について支援します。（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町にお住まい方が対象で

す）「働きたいが、どうしたらよいか分からない」「就労の悩みや不安を相談したい」「職業生

活の悩みや不安を相談したい」など、お気軽にご相談ください。 

就労援助センター   

祝日、年末年始(12/29～1/3)をのぞく 

 

登録手続きのため、センターに来所していただきます。あなたの希望や状況 

①相談・面接  
 
②登 録 

③求職活動 
 

ハローワークを通して就労先、実習先を一緒に探します。企業面接時には、 

④職場見学 就労を希望する職場の様子や仕事内容等を一緒に見学に行きます。 

⑤職場実習 実際の職場で仕事を体験します。 

⑥就 労 働き始めるにあたり、職場で⾧く働き続けられるよう、本人・関係者と必要な 

⑦定着支援 就労開始後、センタ―職員が定期的に事業所を訪問し、人間関係や仕事の調整 

をお聞きしたうえで、関係機関と連携しながら、必要なことを一緒に考えて 
いきます。 

センター職員が助言したり、同行する支援を行います。 

調整を行います。 

を行ったり、本人や企業からの相談に応じるなど、職場定着の支援を行います。 

利用のながれ 
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就労移行支援事業所

番号 障害別 事業所名 所在地 電話

① 精神 就労サポートセンターねくすと 大船3－1－3 セイショウナンビル6階 0467-38-4322

② 精神 富士ソフト企画 就職予備校 岡本2－13－18 0467-47-5944

③ 知的・精神 トライフル鎌倉 雪ノ下3－4－25 五十嵐ビル2階 0467-23-2156

④ 知的・精神 楽しむ力！KAMAKURA 雪ノ下636-10 立花大倉ビル３階 0467-53-8700

番号 障害別 事業所名 所在地 電話

⑤ 精神 ココピアワークス鎌倉 小町2－8－7 すみのプラザ３階 0467-81-5334

⑥ 特定なし 障害者雇用開発ネット ワーカービー 由比ガ浜2－9－53 マセハイム２階 0467-23-2374

⑦ 特定なし Bizパートナー大船 梶原2－19－19 0467-39-5101

⑧ 特定なし ピースウェーブ 御成町3－10　鎌万ビル４階 0467-33-4401

⑨ 特定なし ワークセンター かまくら愛の郷 岡本1022－32 0467-41-1129

就労継続支援Ｂ型事業所

番号 障害別 事業所名 所在地 電話

⑩ 知的 鎌倉薫風 関谷1351 0467-47-9358

⑪ 知的 鎌倉はまなみ 由比ガ浜2－3－11 0467-24-5873

⑫ 知的 工房ひしめき 鎌倉山2－8－34 0467-33-0882

⑬ 精神 青い麦の家 大町5－2－11 0467-23-0026

⑭ 精神 café 茶るら 大船2－20－38 0467-47-1975

⑮ 精神 かまくらふれんず 御成町2－5 0467-23-5420

⑯ 精神 ジャックと豆の木 由比ガ浜2－4－39 0467-24-6202

⑰ 精神 道工房 小町2－12－37 小町ティアイビルⅡ2Ａ 0467-23-8772

⑱ 精神 みらたね 大船2－10－26 0467-47-5051

⑲ 精神 もっこす 大船2－24－11 0467-44-1841

⑳ 精神 りっしん洞 梶原3－21－3 0467-53-8157

㉑ 精神 れざみ 御成町7－11 0467-23-9817

㉒ 精神 Workshop レスカル 小袋谷2－14－10 0467-46-9335

㉓ 身体・知的 すてっぷ鎌倉ときわ 常盤530 Ｉビル1階 0467-31-1717

㉔ 知的・精神 アトリエそらのいろ 由比ガ浜1－2－6 0467-22-5400

㉕ 知的・精神 笑ん座カフェ 城廻423－121 0467-33-4083

㉖ 特定なし らぱんステップ 大町5－12－16 0467-23-0730

㉗ 精神 ココピアワークス鎌倉 扇ガ谷4-1-15 0467-84-7415

就労継続支援Ａ型事業所

鎌倉市内就労支援事業所一覧  ＜2020年12月現在＞
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出入口段差：無

 9:00～17:00 週 ５日（土日祝日・年末年始休）

① 就労サポートセンターねくすと　
就労移行

精神

運営法人名  特定非営利活動法人　地域生活サポートまいんど

写真
電話／ＦＡＸ  0467-38-4322 ／ 0467-38-4320

事業所開設年月日  2007年５月１日

管理者／担当者  坂上 拓也 ／ 八木 苑子

開　所

法人設立年月日  2001年12月20日

所在地  鎌倉市大船３-１-３ セイショウナンビル６階

Ｅ-mail 　next@npo-mind.or.jp

ホームページ 　http://npo-mind.or.jp/next/

工賃支給 あり
　時給（2019年度実績）(主な作業収入の内容)

封入・丁合・検品・データ入力他

利用者
 現登録利用者数：16名  1日の平均利用者数：10.7名（定員20名）

 平均年齢：35.3歳  男女比： ２：１

  60円～130円

送 迎 なし

利用に関しての
留意事項

 週3日AM以上から利用開始となりま
す。

エレベーター：有 建物内車椅子移動：要相談

階段手すり：有 トイレ：洋式

給 食 あり 　給食費／１回 300円 　アレルギー対応 なし

その他の費用負担 なし

○定期プログラム
　パソコン、軽作業、清掃、調理、体力づくり、企業内
　作業
○不定期プログラム
　マナー講座、企業や当事者の講演、SST、企業見学等
○求職支援
　ハローワーク、職業センター、企業への同行等

【サービス提供時間9:00～17:00】
  9:15～10:30　作業・プログラム
 10:30～10:45　休憩
 10:45～12:00　作業・プログラム
 12:00～13:00　休憩
 13:00～14:15　作業・プログラム
 14:15～14:30　休憩
 14:30～15:45　作業・プログラム

活動内容・プログラム 基本的な1日の流れ

事業所PR 【事業所アクセス】
　JR大船駅から徒歩５分就労サポートセンターねくすとは、「一般企業で働きた

い！」と考えている障害のある方たちのための、就労支
援施設です。週3日、半日の通所から利用することがで
き、利用期間2年の間に就職を目指してプログラムに参
加していただきます。
ねくすとに通い、プログラムに参加することで、「働く
体力」「職場の人とのコミュニケーション力」などを
養っていただくことが可能です。また、担当職員との面
談などを通して「自分に合った仕事を選ぶために、自分
を知ること」「職場の人に自分の病気や障害のことを伝
えられるようになること」を目指します。
休まず通所することができ、自分に合った仕事のイメー
ジができてきたら、就職活動の開始です。求人検索や履
歴書作成、面接練習や同行などを担当職員と行い、就職
を目指します。
就職後も、必要に応じて面談や会社訪問をしています。

2020年12月現在
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利用に関しての
留意事項

徒歩で通所できること。
訓練会場(２階)まで自力で上がれる
こと。

エレベーター：無 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：洋式

出入口段差：有

② 富士ソフト企画 就職予備校
就労移行

精神

運営法人名  富士ソフト企画株式会社

写真添付
お願いします

電話／ＦＡＸ  0467-47-5944 ／ 0467-44-6117

事業所開設年月日  2014年11月１日

管理者／担当者  弘島 真吾

法人設立年月日  1991年１月４日

所在地  鎌倉市岡本２-13-18

開　所  10:00～16:00 週 ５日（土日祝日・夏期・年末年始休）

工賃支給 なし

利用者
 現登録利用者数：９名

Ｅ-mail   syusyoku_yobikou@fsk-inc.co.jp

ホームページ   http://www.fsk-inc.co.jp/

 １日の平均利用者数：５名(定員20名)

 平均年齢：38歳  男女比：10：０

 工賃は発生しません（2019年度実績）

2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
大船駅から徒歩12分就職予備校を展開している富士ソフト企画は、IT会社富士

ソフト株式会社の特例子会社です。社員約250名のうち、
障がい者が約9割在籍しております。そのうち6割近くの方
が精神障害者保健福祉手帳を保持しています。
就職予備校の特長は以下の通りです。
１．企業が行う訓練である。
２．訓練と実習が同じ組織内でできる。
３．障がいを持った当事者が講師を務める。
・企業のことは企業が一番知ってます。
当事業所では『企業が行う就労訓練』に意味があると考え
ます。
・富士ソフト企画には様々な部門があり、利用者様はそこ
で実習を受けることができます。
・就職予備校の講師には障がいを持った社員が数多くおり
ます。障がいに苦労した経験があるからこそ、利用者様に
寄り添いきめ細やかな支援が出来ると考えます。

活動内容・プログラム 基本的な1日の流れ

送 迎 なし

なし

・基礎スキル：ラジオ体操、発声練習、笑顔の練習
・セルフケアスキル：認知行動療法、WRAP、IMR、NLP、K-STEP
・就労スキル：就労パスポート、社会人マナー、言葉遣い、就職対策、
　　　　　　　電話応対
・パソコンスキル：Word、Excel、PowerPoint、Outlook等
・コミュニケーションスキル：1分間スピーチ、ディスカッション、
                                     　　 グループワーク、1ヶ月の振り返り発表
・実務スキル：企業内実習
・イベント：アニマルセラピー、フラワーセンター、WRAP集中クラス

【サービス提供時間10:00～16:00】

10:00～  ラジオ体操･清掃･１時限目
11:00～　２限目
12:00～　昼休み
13:00～　３限目
14:00～　４限目　終礼
15:00～　個別面談、自習

給 食 なし

その他の費用負担

大
船
駅

戸部

郵便

富士ソフト企画

至 横浜

大船観
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地図の添付をお願いします

 週 ６日（月･GW・夏期･年末年始休）

③
精神知的

就労移行
トライフル鎌倉

ホームページ  http://tasuc.com

事業所開設年月日  2015年９月１日

管理者／担当者  増子 拓真 ／ 大澤 淳一

開　所  10:00～16:00

法人設立年月日  2011年２月14日

所在地  鎌倉市雪ノ下３-４-25 五十嵐ビル２階

運営法人名  株式会社ダブルコーポレーション

電話／ＦＡＸ  0467-53-7370 ／ 0467-53-7370

Ｅ-mail  tryfull@tasuc.com

工賃支給 なし

利用者
 現登録利用者数：10名  １日の平均利用者数：10名

（定員 自立訓練(生活訓練)14名、移行支援6名、合計20名）

 平均年齢：19.8歳  男女比： ９：１

（2019年度実績）

給 食 なし

その他の費用負担 なし

(自立訓練/移行支援共通)
□意思決定を支援するためのコミュニケーション力の育成
□自己権利擁護（セルフアドボカシー）のための言語技術、論理力の向上
□記載能力、ICT活用、環境設定など職業準備スキルの習得
□社会自立のための公共交通機関での移動手段の獲得
□就労維持のための手帳使用の習慣づくり、週末の運動習慣の獲得
(就労移行)
□就職活動のための個人別のポートフォリオの作成、自己PRのプレゼン能
力
□年間100日程度の現場実習の実行による職業能力の開発　等

【サービス提供時間10:00～16:00】
  10:00～朝礼・手帳記載、目標の設定
  10:30～ポートフォリオ作成
12:00～ 昼食（カロリー計算）
13:00〜 ポートフォリオ作成、職業技能ラ
イセンス
14:30～自己省察（手帳への記入）
15:00〜移動スキル、又は身体づくり
16:00〜帰宅

活動内容・プログラム 基本的な1日の流れ

事業所PR 　【事業所アクセス】
     鎌倉駅から徒歩15分  大学前バス停下車1分

＜トライフルの３つの特徴＞
①定期的なアセスメントの実施
　構造化を中心に、心理、行動、認知、感覚運動などの
専門家が複数で特性に基づく支援方法を明らかにしま
す。本人やご家族の希望に添った、プログラムを立案し
ます。
②実習をベースにしたキャリア教育の実施
　自社所有の実習先（食品加工、農業、縫製事業等）
や、地域の協力企業（サービス、飲食、製造等）におけ
る実習を中心とした体験をして、キャリアの選択をしま
す。
③豊かな生涯を描くためにトータルでアプローチ
　L(住まい)、W(仕事)、C（地域）、F(資金管理)をベー
スに、生涯にわたる充実た人生を目指します(LWCF-
Base)。

2020年12月現在

要相談

利用に関しての
留意事項

 面接、アセスメントあり

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

出入口段差：有

送 迎 　送迎範囲／三浦半島、藤沢、横浜
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利用に関しての
留意事項

送 迎 なし

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

出入口段差：有

事業所PR 【事業所アクセス】
 ・JR／江ノ電　鎌倉駅より徒歩17分
 ・JR／江ノ電　鎌倉駅より京急バス5分
 「岐れ道」下車 徒歩1分
 ・京急電鉄　金沢八景駅より京急バス25分
 「岐れ道」下車 徒歩1分

　就労移行支援事業所「楽しむ力！KAMAKURA」では、障害
のある方の働きたいという想いを心から応援し、サポートい
たします。自信がない…不安でいっぱい…最初はそう感じる
かもしれません。私たちはご利用者様お一人お一人の状況や
目標に合わせたカスタマイズサポートをしていきます。お一
人お一人と向き合い、それぞれのペースで、一つずつ課題を
クリアしていくことにより不安を解消し、働くために必要な
知識と能力を高めることができるようサポートいたします。
　また、障がいのある方が自立した日常生活を送ることがで
きるようサポートいたします。生活リズムを整えるお手伝い
や、病気や障がいとうまく付き合いながら、どのように自分
らしく生活していくかを共に考え、実践できるようにしてい
きます。
　晴れて就職がかない、環境が変化すると、新たな課題が出
てくることがあります。私たちはご利用者様が就職後も日常
生活・社会生活における悩み事の相談を受け、安心して長く
働き続けることができるようサポートいたします。

2020年12月現在

【パソコン】Word、Excel、PowerPoint、タイピング、ビジネス文書
【コミュニケーション】グループワーク、グループディスカッション、ア
サーショントレーニング、マインドマップ
【心理プログラム】SST(社会生活技能訓練)、アンガーマネジメント、メ
タ認知トレーニング、リフレーミング
【ビジネスマナー】身だしなみ、挨拶、敬語、電話応対、来客対応、報連
相、タスク管理、メモの取り方
【就職活動】履歴書・職務経歴書作成、模擬面接、企業研究、企業実習、
就職面接同行
【精神安定・体力増進】アートセラピー、ヨガ、ラジオ体操、鎌倉散策

【サービス提供時間10:00～15:00】
 10:00～10:30　朝礼・ラジオ体操・他
 10:30～10:40　休憩
 10:40～11:00　タイピング
 11:00～12:00　午前プログラム
 12:00～13:00　休憩
 13:00～13:50　午後プログラム
 13:50～14:00　休憩
 14:00～14:30　個別課題・他
 14:30～15:00　掃除

活動内容・プログラム 基本的な1日の流れ

給 食 なし

その他の費用負担 なし

工賃支給 なし

利用者
 現登録利用者数：２名  １日の平均利用者数：２名（定員20名）

 平均年齢：36歳  男女比： ０：２

Ｅ-mail  　info@tanoshimuchikara.com

ホームページ 　 https://tanoshimuchikara.com/

法人設立年月日  2019年７月16日

精神
楽しむ力！ KAMAKURA

就労移行

 10:00 ～ 15:00 週 ５日（土日祝日・年末年始休）

④

運営法人名  株式会社幸せの指揮者

電話／ＦＡＸ  0467-53-8700 ／ 0467-53-8711

事業所開設年月日  2020年８月１日

管理者／担当者  小川匠 ／ 松下幸揮

開　所

所在地  鎌倉市雪ノ下636-10立花大倉ビル3階

知的
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よろしくお願いいたします。

地図

就労継続A

精神

2020年12月現在

主な作業内容 基本的な1日の流れ

○エンジニア
　開発･プログラミング、テスト･バグチェック、アノテーション、エラー
対応
○デザイン
　動画加工･編集、クリエイティブ製作、アイデア発案、画像加工･編集
○マーケティング
　記事ライティング、アクセス解析、Web広告運用、ソーシャルリスニング
○調査･経営企画
　マーケット調査、資料作成、株式調査、プレスの露出調査

【サービス提供時間9:00～18:00】

  9:00～  朝礼
  9:15～  午前業務開始(適宜休憩)
 12:00～  お昼休憩
 13:00～  午後業務開始(適宜休憩)
 18:00～  終礼

事業所PR 【事業所アクセス】
　JR鎌倉駅東口より徒歩5分

①インターネットを用いた職種に特化
　仕事を通して、一般就労でも役立つスキルを身
に着けて頂くことが可能です。ひとりひとりのレ
ベルに合わせ、幅広い業務の中から最適な仕事を
選択いただけます。

②心に障がいをお持ちの方に特化
　障がい領域を特化してサービスをご提供するこ
とで、利用者の方にとっての利便性と運営の専門
性･安全性を高いレベルで担保します。

③一般就職の支援にも対応
　就労継続支援だけではなく、一般企業で働ける
機会の相談も行います。利用者の方に代わり、専
門のスタッフが職場探し･ご紹介をサポートしま
す。

給 食 なし

月 収  平均　12万円（2019年度実績）

その他の費用負担 なし

送 迎 なし

利用に関しての
留意事項

精神・発達障害をお持ちの方が対象 ／
就業時間は9:00～18:00の中で
４時間～８時間

エレベーター：無 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：洋式

利用者
 現登録利用者数：21名  １日の平均利用者数：15名（定員17名）

 平均年齢：34歳  男女比： ５：２

 9:00～18:00 週 ５日（土日祝日・年末年始休）

  https://www.cocopia-works.jp/

事業所開設年月日  2018年６月１日

管理者／担当者  加納 茜 ／ 加納 茜

開 所

出入口段差：有

⑤ ココピアワークス鎌倉

運営法人名  株式会社Cocopia（ココピア）

写真添付お願いします

法人設立年月日  2018年１月

所在地  鎌倉市小町２-８-７ すみのプラザ３階

電話／ＦＡＸ  0467-81-5334 ／ 045-330-4069

Ｅ-mail   info@cocopia.jp

ホームページ
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事業所PR 【事業アクセス】
 JR鎌倉駅より徒歩7分

利用者が自立した日常生活・社会生活を営むこと
が出来る様、雇用契約に基づく就労機会の提供、
知識及び能力の向上の為に必要な訓練を行いま
す。
点字名刺の作成、チラシの丁合作業、宅配弁当の
お箸・しゃもじセット等の作業を行っています。

 9:00～17:00 週 ５日（土日祝日・年末年始休）

送 迎 なし

開　所

建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

名刺点字・点刻作業
音声データー作成
丁合作業
タイピング
宅配弁当箸・しゃもじセット作り

【サービス提供時間9:00～15:00】

  9:00～11:45　 作　業
 12:00～13:00　昼食・休憩
 13:00～14:00　作　業
 14:00～15:00　生活支援

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

給 食 あり 　給食費／１回 480円 　アレルギー対応 あり

なし

月　収  平均 48,000円（2019年度実績）＊県への実績報告額に基づく

利用に関しての
留意事項

適応除外申請あり。
契約前に見学をお願い致します。

エレベーター：無

出入口段差：有

利用者
 現登録利用者数：11名  １日の平均利用者数：10名（定員10名）

 平均年齢：38歳  男女比： ９：４

事業所開設年月日  2007年４月１日

管理者／担当者  阿部 里美 ／ 阿部 里美

⑥ 障害者雇用開発ネットワーカービー
就労継続Ａ

身体 知的 精神

ホームページ

2020年12月現在

運営法人名  特定非営利活動法人ｅ-ライフサポート

写真

法人設立年月日  2007年４月１日

所在地  鎌倉市由比ガ浜２-９-53 マセハイム２階

電話／ＦＡＸ  0467-23-2374 ／ 0467-23-2374

Ｅ-mail   workerbee@cronos.ocn.ne.jp
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2020年12月現在

出入口段差：有

なし

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：無 トイレ：洋式

送 迎 あり   送迎費／１回０円 　送迎範囲／大船駅から事業所　

給 食 あり

運営法人名  レジェンドプロパティ一般社団法人

法人設立年月日  2010年10月６日

所在地  鎌倉市梶原２-19-19

電話／ＦＡＸ  0467-39-5101 ／ 0467-39-5101

Ｅ-mail   info@legend-association.org

ホームページ

事業所開設年月日  2013年９月１日

管理者／担当者

⑦ Bizパートナー大船
就労継続Ａ

身体 知的 精神

 告野 充 ／ 告野 充 

開 所  週５日（土日祝日・年末年始休）  9：00～17：00

月 収  平均 94,821円（2019年度実績）＊県への実績報告額に基づく

利用者
 現登録利用者数：19名  1日の平均利用者数：17名（定員18名）

 平均年齢：45歳  男女比： ２：１

事業所PR 【事業所アクセス】
■ＪＲ大船駅から事業所まで送迎致します。
■ＪＲ藤沢駅から、小田急バス 桔梗山
　または鎌倉行きで「梶原口」バス停まで
　１５分、下車徒歩8分

・３障害の方々を受け入れています。
・Ｂｉｚパートナー内（大船・藤沢）に、
　就労３事業（Ａ型・Ｂ型・移行）が
　揃っています。
・最低賃金を全利用者さんに支給しています。
・出勤率が全員８割以上で有給休暇を取得して
　います。
・利用料は不要です。(負担軽減のため）
・種類豊富なお仕事を用意しています。
・教育に力を入れています。
　(週間の振り返り、毎月の自己啓発セミナー、
　 半期ごとの外部研修）
・就職活動に注力しています。
　(当社移行事業所での就活研修、
　 外部就活日の活動）

　アレルギー対応あり

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

・農家（作付・除草・収穫）
・農家（薪割）
・チラシセット
・ポスティング
・高齢者向けフィットネス業務
・事務等（ＰＣ入力、事務作業）

【サービス提供時間10:00～16:00】
 　　　　　（準備体操）
　１０：００　　朝礼
　１０：１５　　朝のワーク
　１０：３０　　業務１
　１１：００　　＜休憩＞
　１１：１０　　業務２
　１２：００　　＜昼食休憩＞
　１３：００　　業務３
　１４：３０　　＜休憩＞
　１４：４０　　業務４
　１５：４０　　清掃
　１６：００　　終礼

　給食費／１回300円

大船駅

藤沢

駅

山の上ロータリー

梶原口

※希望者には、ＪＲ大船駅から車にて送迎します。

バスルート

徒歩ルート

北鎌倉駅

鎌倉駅
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恐れ入りますが、地図の添付を
よろしくお願いいたします。

地図

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：無

事業所PR 【事業所アクセス】
  JR鎌倉駅東口より徒歩5分

障がいを持った人たちへの就労支援及び生活支援
を行っています。
障がいを持って人たちと一緒に仕事をしたり、生
活の中での楽しみを見つけていきます。そして、
就労に向けた支援の強化を図っています。

送 迎 なし

トイレ：洋式

・軽作業（チラシ折り作業、丁合作業、DM等の封入
　封緘作業、ラベル貼り作業、その他軽作業多数）
・提携先企業での施設外就労（リサイクル業務、他）
・自主事業として白洋舎由比ガ浜チェーン店の運営、
　及び白洋舎本部からの下請業務
・AmazonなどのＥコマース下請作業
（ＰＣやカメラ等を使用した簡単な作業）

【サービス提供時間10:00～15:00】

 10:00～12:00　作業
 12:00～13:00　休憩
 13:00～15:00　作業

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

給 食 なし

なし

利用者
 現登録利用者数：25名(内施設外就労8名)  １日の平均利用者数：24名（定員20名）

 平均年齢：42歳  男女比： 16：９

出入口段差：有

利用に関しての
留意事項

Ｅ-mail   info@be-oneself.com

ホームページ

開　所

月　収  平均 52,092円（2019年度実績）

 10:00～15:00 週 ５日（土日祝日・夏期・年末年始休）

法人設立年月日  2011年９月15日

所在地  鎌倉市御成町３-10 鎌万ビル４階

2020年12月現在

⑧ ピースウエーブ
就労継続Ａ

身体 知的 精神

運営法人名  特定非営利活動法人Be-Oneself

写真添付お願いします
電話／ＦＡＸ  0467-33-4401 ／ 0467-33-4042

事業所開設年月日  2011年９月15日

管理者／担当者  西久保 大道 ／ 松岡 健太
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出入口段差：無

なし

事業所PR 【事業所アクセス】

現在7名（男性3名･女性4名）の利用者が、特養入
居者の衣類等の洗濯・乾燥・畳み・集配業務を
行っています。
定員12名です。現在新規の募集行っていますの
で、ぜひ見学にいらしてください。

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／1回　 0円 　アレルギー対応 なし

利用に関しての
留意事項

車椅子不可（階段使用の為）

2020年12月現在

エレベーター：有 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：洋式

特養入居者等の衣類のクリーニング業務
タオル・オシボリ・下拭きタオルのクリーニング業務等

【サービス提供時間9:00～17:00】
 
 9:00～16:00　作業
　　もしくは
10:00～17:00　作業

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

 箕輪 惠子 ／ 箕輪 惠子

 現登録利用者数：７名 １日の平均利用者数：５名（定員12名）

 平均年齢：31.7歳  男女比：　３：４

開　所

月　収  平均 110,854円（2019年度実績）＊県への実績報告額に基づく

 8:30～17:00 週 ６日（日・年末年始休）

利用者

運営法人名  社会福祉法人　湘南愛心会

写真添付お願いします

法人設立年月日  2002年３月25日

所在地  鎌倉市岡本1022-32

電話／ＦＡＸ  0467-41-1129 ／ 0467-41-1121

Ｅ-mail   ainosato-wc@tokushukai.jp

ホームページ   http://www.s-aishinkai.jp/ainosato/

事業所開設年月日  2016年９月１日

管理者／担当者

⑨ ワークセンターかまくら愛の郷
就労継続Ａ

身体 知的 精神

大船駅ご利用の場合

★徒歩でお越しの場合
ＪＲ大船駅西口(大船観音側)15分

★バスでお越しの場合
大船駅西口

乗り場① 神奈中バス

『船32・藤沢駅北口(渡内経由)』行

『船101・大船駅西口(城廻中村)』行

『船102・城廻中村(公会堂前)』行「岡本」下車5分

乗り場② 神奈中バス

『船34・南岡本』行「南岡本」下車2分

大船駅東口交通広場
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2020年12月現在

9:00～9:30 通所・作業準備

 9:30～9:45 朝礼

作業（休憩15分） 9:45～12:00

昼食（休憩） 12:00～13:00

作業（休憩15分）

鎌倉薫風では、ラファエルクッキーの製造・販売
をとおして、就労や社会参加の機会を提供してい
ます。主な販路としては、地域の催事や学校の文
化祭、教会のバザーを中心に、市内のレストラン
やカフェの窓口でも販売いただいています。毎月
市役所で開催している「ふれあいショップ」にも
出店しています。また「鎌倉漁業協同組合と海の
SDGsを実行する会」の活動に参加し、海洋漂着物
の回収と飼料化作業にも取り組んでいます。

事業所PR 【事業所アクセス】
　最寄りの駅：大船駅
　バス：大船駅西口乗車⇒坂口下車３分
（所要時間18分）

　・クッキー製造（生地づくり、焼き、袋詰め等）

　・クッキー販売（バザー等での対面販売）

　・施設内清掃

　・海藻回収・飼料化作業

　  13:00～15:15

後片付け・解散 15:15～15:30

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送　迎 なし

給　食 あり 　給食費／１回 270円 　アレルギー対応 あり

その他の費用負担 　　外出企画等に参加した場合、実費負担あり。

利用に関しての
留意事項

　主たる対象者：知的障害

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式・男子小用

出入口段差：有

工　賃 　時給160円（2019年度実績）

利用者
　現登録利用者数：10名 　１日の平均利用者数：10名（定員10名）

　平均年齢：38歳 　男女比： ６：４

 　8:30～17:30

Ｅ-mail 　kamakun@abeam.ocn.ne.jp

ホームページ 　http://raphaelkai.com/

　2010年３月１日

管理者／担当者 　太田 顕博 ／ ｽﾄｩﾙｼｪｳﾞｨｯﾁ めぐみ

開　所 　週５日（土日祝日・年末年始休）

写真
電話／ＦＡＸ 　0467-47-9358 ／ 0467-47-9359

事業所開設年月日

就労継続Ｂ

知的

法人設立年月日 　1992年５月８日

所在地 　鎌倉市関谷1351

⑩

運営法人名 　社会福祉法人ラファエル会

鎌倉薫風

大船駅西口

関谷ｲﾝﾀｰ藤沢行

清泉女学院 栄光学園

植木小

交番

大船植物園
バスターミナル

三井団地入口

鎌倉薫風
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出入口段差：無

⑪

運営法人名  社会福祉法人清和会

写真
電話／ＦＡＸ  0467-24-5873 ／ 0467-24-5907

事業所開設年月日

鎌倉はまなみ
就労継続Ｂ

知的

法人設立年月日  1972年２月１日

所在地  鎌倉市由比ガ浜２-３-11

　9:00～16:00

Ｅ-mail   hamanami@leaf.ocn.ne.jp

ホームページ   http://kanagawa-seiwa.or.jp

 2012年４月１日

管理者／担当者  淺井 一志 ／ 丹 理良 

開　所  週 ５日（土日祝日・年末年始休）

工　賃  時給212円～455円（2019年度実績）

利用者
 現登録利用者数：14名  １日の平均利用者数:8.3名(定員10名)

 平均年齢：41歳  男女比： ３：４

利用に関しての
留意事項

送 迎 なし

エレベーター：有 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：車椅子用有

その他の費用負担   クラブ活動（音楽活動・体育館活動）実費

主な作業内容 基本的な1日の流れ

給 食 あり 　給食費／１回 259円 　アレルギー対応 あり

・ベーカリー作業と販売
（パン・ケーキ・クッキー）
・函折り作業
・チラシ折り、帳合作業
・手芸品作り
・クラブ活動
・個別活動

【サービス提供時間  9:00 ～16:00  】
～9:00　登所
   9:00～12:00　作業（クラブ活動）
 12:00～13:00　昼食休憩
 13:00～15:30　作業
　　　（ウォ－キング・個別活動）
 15:30～16:00　清掃
 16:00～　帰宅

2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】ＪＲ鎌倉駅から徒歩10分
       京急・江ノ電バス六地蔵バス停から徒歩5分

1995年（平成7年）4月に知的障害者更生・授産通所施
設「鎌倉はまなみ」として開設後、現在は就労継続支
援B型（定員10名）と生活介護（定員15名）の多機能
型事業所として活動しています。同じ建物の中に「鎌
倉わかみや」として生活介護（定員30名）を併設し、
施設の総称として『鎌倉はまなみ』として社会福祉法
人清和会が運営をしています。作業としては、25年に
渡って地域の皆様にご愛顧いただいております「はま
なみベーカリー」のパン・クッキーそしてケーキ、香
ばしさあふれる調理場と売店にぜひお越しください。
注文もお受けいたしております。
  函折り班では、鎌倉銘菓
豊島屋さんのお菓子を詰め
る箱の組み立てや鎌倉ビー
ルさんの仕事、広告折りや
帳合の作業を毎日真心を込
めて行っております。
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主な作業内容 基本的な1日の流れ

送 迎 なし

なし

事業所PR 【事業所アクセス】
（最寄りの駅・バス停から）所要時間１分
JR横須賀線鎌倉駅より
  京急バス鎌倉山行   又は　江の島行  にて
    旭ヶ丘バス停下車

・手芸品と外注の下請け作業をメインに、複雑な
作業からシンプルな作業まで、その人に合った幅
広い作業を提供しています。

・栄養士がカロリー計算をしたバランスの良い日
替わり弁当を毎日作っています。外部からの注文
も受けており、日々100食程度を作ります。

・スポンジがフワフワなシフォンケーキなどをご
注文ごとに手作りしています。キャラメル味、コ
コア味などを中心に季節に合わせた風味のケーキ
も作っています。

2020年12月現在

・指人形作り(アンパンマンシリーズ）
・刺し子ふきん、トートバック、キーホルダーなど
　手芸品
・外注作業
・弁当作り（内販・外販）
・シフォンケーキ作り

【サービス提供時間9:00～15:30】
  9:00～ 9:10　体操、朝会
  9:10～12:00  作業
 12:00～13:00  昼食・休憩
 13:00～15:00  作業
 15:00～15:30  清掃、夕会

給 食 あり 　給食費／１回 250円 　アレルギー対応 あり

出入口段差：無

その他の費用負担

利用に関しての
留意事項

エレベーター：有 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：洋式・車椅子利用可

開　所  週 ５日（土日祝祭日・年末年始休）

工 賃  時給130円～140円（2020年度実績）

 平均年齢：43.5歳  男女比： ４：３

 9:00～15:30

利用者
 現登録利用者数：36名  １日の平均利用者数：33名（定員34名）

Ｅ-mail   tedukuri@hoshizuki.or.jp

ホームページ   http://www.hoshiduki.com/

法人設立年月日  1997年10月１日

所在地  鎌倉市鎌倉山２-８-34

⑫

運営法人名  社会福祉法人　ほしづきの里

写真
電話／ＦＡＸ  0467-33-0882 ／ 0467-33-0765

事業所開設年月日  2009年１月１日

管理者／担当者  中村 浩人 ／ 八重樫 葉月

工房ひしめき
就労継続Ｂ

知的
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 男女比： 20：３

⑬ 青い麦の家
就労継続Ｂ

精神

開 所  週 ５日（土日祝日・年末年始休）  9:00～16:30

ホームページ 　http://mugi.my.coocan.jp

事業所開設年月日  1981年５月15日

管理者／担当者  水口 晋 ／ 竹谷 敦史

法人設立年月日  2003年６月20日

所在地  鎌倉市大町５-２-11

運営法人名  社会福祉法人　麦の里

電話／ＦＡＸ  0467-23-0026 ／ 0467-55-5162

Ｅ-mail 　aoimugi@nifty.com

工　賃  時給349円～411円（2019年度実績）

実習（体験利用）を行った上で正式な利
用契約となります。

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

出入口段差：有

利用者
 現登録利用者数：23名  １日の平均利用者数：14名（定員20名）

 平均年齢：51.7歳

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／１回 250円 　アレルギー対応 なし

その他の費用負担  飲み物代100円／週

主な作業内容 基本的な1日の流れ

作業　・箱折り作業（和菓子・洋菓子）
　　　・クロネコＤＭ便配達
　　　・情報誌・広報配布
　　　・寺院等清掃、その他
　　　・パソコン教室
　　　・麻雀

【サービス提供時間 9:00～16:30】
 9:00～12:00 　作業
12:00～13:00 ミーティング・食事・昼休み
13:00～16:00 　作業
　　   　(日によってレクリエーション)
16:00～　　　掃除　帰宅

2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
・鎌倉駅の東口改札「緑が丘入口行き」(約6分)
　「長勝寺」下車、徒歩1分。
・徒歩　鎌倉駅より約15分

昭和56年（1981年）より地域作業所として開所し、現
在は障害者総合支援法における就労継続支援Ｂ型事業所
として活動しています。
活動内容は、箱折、クロネコＤＭ便配達、ポスティン
グ、チラシの折り込み、寺院清掃などの作業と、パソコ
ン教室や、麻雀、食事会、散策等のレクリエーションも
行っています。昨年までは皆で年に一度、旅行にも行っ
ています。
通所しながら、就労に必要なスキルを磨くと共に、生活
のリズムを整え、対人関係の練習をしながら地域で自立
した生活がより豊かで楽しくなるために日々活動してい
ます。
青い麦の家では、平均水準より高い工賃を出せるよう取
り組んでいます。また、自分の適性に合わせた作業内容
を選ぶことや、クロネコＤＭ便や清掃等の出来高払い制
の作業を選ぶことで、より高い工賃も目指せます。
2019年度　平均工賃　25,565円　最高工賃47,371円
（10月分）
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事業所PR

なし

カフェ、レンタルスペースを営業。接客、調理、製
菓、買い物、洗い物、清掃、納品が主な仕事です。

【サービス提供時間 9:00～18:30】
  9:00～12:00 店舗清掃、仕込み、開店準備
 11:00～18:00 オープン
　　　　　　　接客、サンドイッチ作り
　　　　　　　お菓子作り
　　　　　　　厨房、休憩室の清掃
 18:00　　オーダーストップ
 18:30 　　閉店

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

利用に関しての
留意事項

シフト制なので、決められた日、時間に
通所できることが望まれます

【事業所アクセス】
  JR大船駅笠間口から徒歩8分

時給400円、年2回のボーナスあり。

1日1時間～4時間のシフト制。

約1時間働くごとに10分休憩があります。

利用者の希望、体力、能力に応じてシフトや仕事

を決めています。

カフェメニュー飲食時のスタッフ割引制度もあり

ます。

 

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／１回 300円 　アレルギー対応 なし

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：無

 週 ５日（土日祝日・年末年始・夏季休）第４土曜日は営業

工 賃  時給400円 ボーナスあり（2020年度実績）

利用者
 現登録利用者数：21名  １日の平均利用者数：12名（定員15名）

 平均年齢：45歳  男女比： １：９

 2006年３月１日

所在地  鎌倉市大船２－20－38

 9:00～18:30

Ｅ-mail   cafe_charla2@yahoo.co.jp

ホームページ

 2006年４月１日

管理者／担当者  白井 洋子 ／ 竹田 恵子

開 所

トイレ：洋式

出入口段差：有

2020年12月現在

⑭ café茶るら
就労継続Ｂ

精神

 運営法人名  特定非営利活動法人ゆうほ

電話／ＦＡＸ  0467-47-1975 ／ 0467-47-1975

事業所開設年月日

法人設立年月日

大船駅 笠間口

西友 三菱東京UFJ銀行

大船田園眼科

イトーヨーカ堂

●Café茶るら

  29

mailto:cafe_charla2@yahoo.co.jp


2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
 鎌倉駅から徒歩5分①飲食業の店舗運営を通じて就労の機会を提供します。

・働くための技術やコミュニケーション力を磨いていきます。
・実際に働くことで自然な形で接客技術が上がっていきます。
・調理の現場で働くことで家庭内での生活力アップも期待できま
す。（調理、洗い物、清掃など、家事でつかえる技術もたくさん
あります）
・一人ではなく仲間がいる安心感や働く場所で自分を生かしてい
く経験が健康を取り戻すきっかけになることがあります。
②生活の中での不安や悩みをご一緒に考えます。
仕事やその他生活の中での不安や悩み事を職員や仲間同士で話す
ことができます。課題の内容によっては関連機関と連携をとり協
働して解決に向けて動きます。
③さらなるステップアップを目指す方へ
働くことに自信が持てるようになってきたら、ご希望により一般
就労や就労継続支援A型事業所への移行の支援をすることができ
ます。

地図の添付をお願いします

・調理補助（盛り付け、食材の下ごしらえ等）
・食器洗い
・店内清掃
（テーブル拭き･床の清掃･厨房内の清掃･花壇の水やり等）
・買い物
・配膳・接客
（お膳にセットされたお食事をお一人ずつ運びます）
※得意・不得意に合わせて配置を考えます。

【サービス提供時間  9 :00～17:30】

 9:30～11:30　店内清掃、盛り付け
11:30～13:00　接客、配膳、食器洗い
　　　　　　　 お弁当配達、盛り付け
13:30～18:00　食器洗い、厨房片付け
　　　　　　　 買い物
　　　　　　　 食材の下ごしらえ

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／１回 150円 　アレルギー対応 応相談

工 賃  時給520～620円（2020年度実績）

利用者
 現登録利用者数：16名 １日の平均利用者数：8.1名（定員10名）

 平均年齢：45歳  男女比： ２：３

 9:30～17:00

Ｅ-mail   friends@npo-mind.or.jp

ホームページ   http://npo-mind.or.jp/office/#office2

 1998年４月１日（福祉ショップとしてスタート）

管理者／担当者  荒川 玲子 ／ 滝澤 駿一

開 所  週６日（日祝日・年末年始）

法人設立年月日  2001年12月20日

所在地  鎌倉市御成町２-５

⑮ かまくらふれんず
就労継続Ｂ

精神

運営法人名 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど

写真添付お願いします
電話／ＦＡＸ  0467-23-5420 ／ 0467-23-5420

事業所開設年月日

階段手すり：有 トイレ：洋式・車椅子利用可

出入口段差：無

利用に関しての
留意事項

エレベーター：有 建物内車椅子移動：不可
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出入口段差：無

⑯ ジャックと豆の木
就労継続Ｂ

精神

運営法人名 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど

電話／ＦＡＸ  0467-24-6202 ／ 0467-24-6202

事業所開設年月日

法人設立年月日  2001年12月20日

所在地  鎌倉市由比ガ浜２－４－39

　9:15～18:00(事業所開所時間）

Ｅ-mail   jack-bean@npo-mind.or.jp

ホームページ   http://www.jack-bean.jp 

 2013年７月１日

管理者／担当者  荒川 玲子 ／ 荒川 玲子

開 所 週 ６日（月曜日・年末年始休）

工 賃  時給630円 他、月毎の精勤手当あり（2020年度実績）

利用者
 現登録利用者数：27名  １日の平均利用者数：９名（定員10名）

 平均年齢：35歳  男女比： ３：７

夜のパーティー等の臨時営業日は、
事業所営業時間･サービス提供時間共に
延長有り

利用に関しての
留意事項

送 迎 なし

エレベーター：無 建物内車椅子移動：可

階段手すり：無 トイレ：洋式・車椅子利用可

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

給 食 なし

2020年12月現在

カフェにおける接客、厨房内作業
　（洗い物・食事作り等）
ギャラリー設営手伝い
掃除等

【サービス提供時間 9:30～17:30】
基本的には一日4時間シフトの中で
休憩を挟みながらの連携作業
  9:30～13:30 （賄い食はなし）
 （又は）
13:30～17:30
但し、ご本人の能力・症状に合わせ
シフト時間・回数は勘案。

事業所PR 【事業所アクセス】
　鎌倉駅から徒歩5分

明るいギャラリー&カフェの中でのお仕事です。
週替わりの展示内容は絵画から洋服販売まで様々
にギャラリーご利用希望のお客様に合わせ変わり
ます。
人と触れ合い、それぞれの能力に合わせたお仕事
の中で自信を持って働いていただきたいと日々皆
で努力しています。
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 特定非営利活動法人道

写真
　電話／ＦＡＸ

　所在地  鎌倉市小町2-12-37　小町ティアイビルⅡ2A

 0467-23-8772 ／ 0467-33-5505

　　Ｅ-mail

道工房
就労継続Ｂ

⑰

ホームページ   http://kamakura-michi.com/

　法人設立年月日  2010年6月8日

　 運営法人名

 男女比： 6：4

 2012年2月1日

管理者／担当者  岩立 実勇　／ 岩立 実勇

開　所

事業所開設年月日

 平均年齢：44歳

  office@kamakura-michi.com

工　賃  工賃平均　月額5289円（2019年度実績）

利用に関しての
留意事項

利用者
 現登録利用者数：32名  1日の平均利用者数：13名（定員20名）

エレベーター（無）、建物内車椅子移動(不可)
階段手すり(有)、トイレ(洋式)、出入口段差
(有)

なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

給食 なし 　給食費／1回    円 　アレルギー対応

 原則、行政機関、相談支援機関、
医療機関、他施設などの紹介が必要

送迎

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

アート活動
（パステル・水彩・アクリル・色鉛筆・日本画
　・美文字・銅版画・陶芸・デッサン）

出張アート教室・デザイン受注
道ギャラリーでのグッズ販売・ギャラリー清掃

店舗販売

【サービス提供時間10:00～15:15】
 
 10:00～12:00  アート活動
 13:15～15:15  アート活動

　その他、個別支援計画による

事業所PR 【事業所アクセス】
   鎌倉駅東口から徒歩4分

障害の有無に関係のないアートをコミュニケー
ション・ツールにした社会参加を主眼に活動して
います。

道工房では、心を和ます「ほっこりアート」を
創作しています。得意なアートを使用した社会
貢献を目指しています。

作品の販売、絵画レンタル、絵はがきやトート
バグなどのアートグッズ販売、名刺やリーフレッ
トの印刷デザインの受注などで就労支援を行って
います。

鎌倉市雪ノ下に展示スペース「道ギャラリー」を
開設しました。

小町商店会会員
鎌倉美術連盟所属

精神

なし

2020年12月現在

 9:00～17:00 原則週 5 日（土日祝日・年末年始・夏季休）
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法人設立年月日

⑱ みらたね
就労継続Ｂ

精神

運営法人名 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど

電話／ＦＡＸ  0467-47-5051 ／ 0467-40-4598

事業所開設年月日

 2001年12月20日

所在地  鎌倉市大船２－10－26

ホームページ   http://npo-mind.or.jp/office/#office8

Ｅ-mail   miratane@npo-mind.or.jp

 2015年７月１日

管理者／担当者  藤井 要子 ／ 萩原 奈津子

開 所  週 ５日（土日祝日・年末年始休）

 平均年齢：44.6歳  男女比： ２：３
利用者

 現登録利用者数：21名  1日の平均利用者数：８名（定員10名）

利用に関しての
留意事項

 ８：45～17：30

送 迎 なし

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

出入口段差：有

工 賃  時給300円　　＊作業内容により200円～750円

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

給 食 あり 　給食費／１回 150 円 　アレルギー対応  なし

ランチ営業・弁当販売・喫茶・
焼き菓子・軽作業・清掃

《みらたね店舗作業》
【サービス提供時間10:00～
15:30】
 10：00～13：00　ランチ・弁当

 13:00～15:30　喫茶・クッキー作
り・軽作業

《みらたねカフェ作業》
【サービス提供時間 9:00～16:00】
   9:00～10:00開店前作業
   10:00～15:30ランチ･カフェ作業
　　　    (接客、洗物、調理補助、
　　　     清掃、園芸作業)
   15:30～16:00 閉店前作業
＊現在コロナにより営業中止

事業所PR 【事業所アクセス】
 大船駅東口から徒歩10分

　大船駅から徒歩10分、大船行政センター近くに
ある「みらたね」ではランチの営業・喫茶・弁当
販売・クッキー作り・軽作業・清掃と自分に合っ
た作業を選んで行えます。

　自分のペースで作業されている方から、一般就
労や復職を目指して作業に参加されている方まで
様々です。通所する中で、就労や生活に必要なス
キルを身に付け、一人一人の希望に応じたステッ
プを踏んでいけるように支援を行っています。

是非足を運んでみてください。

2020年12月現在
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地図の添付をお願いいたします

精神

2020年12月現在

もっこす
就労継続Ｂ

 9:00～16:00 週 ５日（土日祝日・年末年始休）

事業所PR

基本的な1日の流れ

【事業所アクセス】
  大船駅から徒歩8分

通所時間、作業内容等、各人に合った活動をして
頂けます。レストラン、アパレル（インターネッ
トオークション）、ポスティング、自家農園まで
幅広いお仕事からご自分にあった作業を見付けて
下さい。体を動かすのがお好きな方はレストラ
ン。洋服好きな方や事務系のお仕事がお好きな方
はインターネットオークション。慣れない部分は
サポート致しますので、ご自身のペースで就労の
訓練をしていただけます。本格和食のお店ならで
はの、美味しい昼食も魅力です。見学大歓迎で
す。是非一度足を運んでみて下さい。

主な作業内容

・和レストラン「もっこす」での調理補助、ホール、
　店内清掃等
・アパレルインターネットオークションに係る業務
　（コンディションチェック、採寸、撮影、梱包）
・ポスティング（広告折込、配布）

その他の費用負担

なし

給 食 あり 　給食費／１回  300 円 　アレルギー対応 あり

利用者
 現登録利用者数： 18 名  １日の平均利用者数：12名（定員20名）

 2011年5月1日

管理者／担当者  小野 ふみ代 ／ 江崎 弥生

開 所

工 賃  時給　～380円（2019年度実績）

Ｅ-mail   motsukos0505@yahoo.co.jp

ホームページ

法人設立年月日  2011年５月１日

所在地  鎌倉市大船２－24－11

【サービス提供時間 9:00～16:00 】
 9:00～11:00　ミーティング
　　店内清掃、仕込等の開店準備
 11:30～開店
 12:00～13:00　昼食・休憩
 14:00～お皿洗い、店内清掃等
 15:30～16:00　帰宅

⑲

運営法人名  特定非営利活動法人響

写真添付をお願いします
電話／ＦＡＸ  0467-44-1841 ／ 0467-44-1841

事業所開設年月日

 平均年齢： 35  歳  男女比： ８：10

なし

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：無 トイレ：洋式

出入口段差：有

送 迎
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出入口段差：有 スロープに手すり：有

⑳ りっしん洞
就労継続Ｂ

知的 精神

ホームページ   https://www.reshindo.com/

事業所開設年月日  2016年７月１日

管理者／担当者  神藤 優子 ／ 飯田 宏行

開 所  週 ５日（土日祝日・年末年始休）  10:00～16:00

法人設立年月日  2015年12月17日

所在地  鎌倉市梶原３-21-３

運営法人名  一般社団法人りっしん洞

電話／ＦＡＸ  0467-53-8157 ／ 0467-53-8157

Ｅ-mail   reshindo17@circus.ocn.ne.jp

工 賃  時給300～350円（2019年度実績）

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

利用者
 現登録利用者数： 20名  １日の平均利用者数：10名（定員20名）

 平均年齢：25～50歳  男女比： 16：４

送 迎 あり  送迎費／１回０円 送迎範囲／鎌倉・藤沢・深沢駅

給 食 あり  給食費／１回 150〜250円 　アレルギー対応 あり

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

・コーヒー生豆焙煎作業
・外売り販売
・レクリエーション

【サービス提供時間10:00～16:00】
 10:00～10:30　朝の会
 10:30～11:20　11：30～12：20
　　コーヒーの生豆をハンドピック・焙煎
 12:20～13:30　昼食・休憩
 13:30～14:20　14：30～15：00
　　コーヒーの製品化・配達・発送
 15:00～珈琲ブレイク＆終わりの会
　　※他、レクリエーション等

2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
　藤沢・大船・鎌倉からバス停「梶原」下車、徒歩5分
　大船からバス停「山の上中央」下車より徒歩3分

　「一般社団法人　りっしん洞」
★りっしん洞は梶原の閑静な住宅街の一軒家で精
神、知的の障がいを持った方々と珈琲を通じて、共
に社会貢献できる環境作りをめざしております。最
初は週1日からの作業も可能なので、体調にあった
日々の過ごし方をスタッフと考えていきましょう。
★レクリエーションは毎週水曜日にメンバーがやっ
てみたい事を取り入れています。
★スペシャルティコーヒーとは、生豆から丁寧に豆
を選り分け、焙煎をしてお客様に美味しいと言って
もらえる珈琲をお届けする事です。コーヒーの好み
は人それぞれ、ご注文をいただいてから、製品作り
をしていますので、どうぞお気軽にお声かけくださ
い。
★事業所や電話での販売も致しております。
★かん太村で農福連携も進行中
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2020年12月現在

㉑ れざみ
就労継続Ｂ

精神

運営法人名 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど

電話／ＦＡＸ  0467-23-9817 ／ 0467-23-9817

事業所開設年月日

 ８:45～17:30

 1995年４月１日

管理者／担当者  土居 裕治 ／ 土居 裕治

開 所

法人設立年月日  2001年12月20日

所在地  鎌倉市御成町７-11

Ｅ-mail   lesamis@npo-mind.or.jp

ホームページ   http://www.npo-mind.com/re/

 週 ５日（土日祝日・年末年始・夏季休）

工 賃  時給400円

利用に関しての
留意事項

利用者
 現登録利用者数：20名  １日の平均利用者数：13名（定員20名）

 平均年齢：50歳  男女比：　２：３

エレベーター（無）、建物内車椅子移動(不可)
階段手すり(有)、トイレ(洋式)
出入口段差(有)

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／１回 300円 　アレルギー対応 なし

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

事業所PR 【事業所アクセス】
  鎌倉駅西口から徒歩4分

弁当の製造および販売の事業を通じて、御成商店
街の一員として地域に根ざした活動を行っていき
ます。
利用者は継続したれざみの訓練を行い、一人一人
が希望する生活が続けられるよう支援し、就労の
準備が整った方には一般就労及び福祉的就労等を
目指します。
衛生管理にも努め、安全な食の提供を行います。

弁当作りと配達  市役所4F及び店頭にて弁当販売

【サービス提供時間9:00～17:00】
  9:00～12:00　弁当作りと配達,販売
 13:00～15:00 弁当箱回収と洗い物
             　 オープンスペース
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㉒ Workshop レスカル
就労継続Ｂ

精神

運営法人名  特定非営利活動法人ゆうほ

電話／ＦＡＸ  0467-46-9335 ／ 0467-46-9335

事業所開設年月日  1994年４月１日

管理者／担当者  白井 洋子 ／ 菊池 朝臣

法人設立年月日  2006年３月１日

所在地  鎌倉市小袋谷２－14－10

Ｅ-mail   lesukaru@yahoo.co.jp

ホームページ   http://lesukarupcf.jimdo.com/

開 所

工 賃 時給637円（喫茶:時給600円、個人派遣･草刈り:時給1000円程度、内職･テープ反訳:出来高制）
(2019年度実績）

 ９:30～17:00 週 ５日（土日祝日・年末年始休）

利用者
 現登録利用者数：39名  １日の平均利用者数：23名（定員23名）

 平均年齢：46.3歳  男女比： ６：１

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

給 食 あり 　給食費／１回 280円～ 　アレルギー対応 なし

・喫茶業務（接客、調理、清掃）
・草刈り（公的機関など中心）
・内職（チラシ折り）
・パソコン作業（テープ反訳）
・個人派遣での作業（清掃）

 
【サービス提供時間 】9:30～原則16:00
《喫茶》11:30～15:30のうち2時間
《内職･パソコン作業》
　　　　10:00～16:00
　　　  （体調に合わせて時間調整可能）
《草刈り》概ね2時間程度

2020年12月現在

出入口段差：有

事業所PR 【事業所アクセス】
 JR大船駅東口から徒歩13分私どもの一番の特徴は「色々な仕事を選べる」という

ところです。そのときどきの希望や体調に合わせて、
ご自身で作業を選んで参加することができます。

工賃は作業の種別ごとに単価が異なりますが、色々な
仕事を組み合わせて参加することで平均工賃以上の収
入も可能です。

工賃の支払総額および時給平均は神奈川県内500以上あ
るB型事業所の中でも上位に入っております。（2019
年度時点）

詳しい内容は「レスカル」で検索して、ホームページ
をご覧ください。Twitter( @lesukaru )も毎日更新してお
り日々の様子をご覧いただけます。

見学・体験もいつでも可能ですのでお気軽にご連絡く
ださい。

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

送 迎 なし
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就労継続Ｂ

知的身体

 ９:00～16:00

事業所PR 【事業所アクセス】
（最寄駅・バス停から）
① 藤沢駅南口：江ノ電バス
② 鎌倉駅東口：江ノ電バス／京急バス
　 共に「火の見下」下車より徒歩3分

　様々な障がいをお持ちの方が通所されていま
す。事業所の雰囲気は良く、アットホームのため
無理なく楽しく作業を行うことが出来ます。（※
納期が近い時は忙しいです。）
　また当事業所から一般就労や就労移行支援事業
所へステップされる方もいます。当事業所から少
しずつ就労準備を始め、将来一般就労を目指して
みてはいかがでしょうか。

【見学・実習】
　随時、受け付けています。興味がありました
ら、お気軽にお問い合わせください。
　見学・実習（5日間程度）を行っていただいてか
らの、ご利用となります。

《軽作業を中心に行っています》

　チラシ関連・・・折り込み
　自動車部品の組み立て
　洗浄部品の組み立て
　調理実習、季節ごとの行事など

【サービス提供時間 9:00～16:00】
（午前）
　9:50朝礼／10:00作業／11:10休憩
　12:00～13:00　昼食・休憩
（午後）
  13:00作業／14:00休憩／14:10作業
  15:00作業終了・掃除
  15:30　退勤

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送 迎 あり   送迎費はかかりません ※送迎区間（事業所⇔鎌倉駅西口）

給 食 なし

その他の費用負担    ※行事や余暇等の費用は、自己負担となります。

所在地  鎌倉市常盤530 Ｉビル１階　　

 平均年齢：43歳

利用契約間に見学・実習をお願いします。
精神障害・発達障害・知的障害・身体障害の
方を対象としています。

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：可

階段手すり：無 トイレ：洋式・車椅子利用可

工 賃  時給80円（2019年度実績）

運営法人名  特定非営利活動法人あゆみの会

写真
電話／ＦＡＸ  0467-31-1717 ／ 0467-33-4172

Ｅ-mail   step-ktokiwa@dream.jp

法人設立年月日  2006年10月17日

2020年12月現在

㉓ すてっぷ鎌倉ときわ

ホームページ

事業所開設年月日  2015年11月１日

管理者／担当者  片山 壽 ／ 竹下 淳史

開 所  週５日（土日・年末年始休）

 男女比： １：２

出入口段差：有

利用者
 現登録利用者数：３名  １日の平均利用者数：３名（定員10名）

火の見下

鎌倉市常盤530

Iビル1F

すてっぷ鎌倉ときわ

八雲神社前

鎌倉駅

長谷
藤沢駅
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2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
　鎌倉駅西口徒歩5分

環境・自己表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの3つのコンセプト
を実現していきます。
①喜びと達成感の得られる環境づくり
②新たな自己表現の啓発
③地域社会とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

地図

・絵画を中心した芸術性の開発
・作品の創造など支援及び
・展示会・ワークショップ等の開催を通じた地域との
　連携

【サービス提供時間10:00～16:00】

 10:00～12:00　創作的活動
 12:00～13:00　昼食、休憩
 13:00～16:00　創作的活動

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／1回 300    円 　アレルギー対応：出来る範囲

工 賃  日給150円（2019年度実績）

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：洋式・車椅子利用不可

出入口段差：無

 ９:00～17:00

利用者
 現登録利用者数： 26 名  １日の平均利用者数：15名（定員20名）

 平均年齢： 27 歳  男女比： ６：４ 

開 所  週５日（土日祝日・年末年始休）

法人設立年月日  2009年11月６日

所在地  鎌倉市由比ガ浜１-２-６

運営法人名  特定非営利活動法人アートスタジオかまくらの森

写真添付お願いします
電話／ＦＡＸ  0467-22-5400 ／ 0467-22-5400 

Ｅ-mail 　a-soranoiro@ah.wakwak.com

㉔ アトリエそらのいろ
就労継続Ｂ

知的 精神

ホームページ   www.ateliersoranoiro.com

事業所開設年月日  2010年１月１日

管理者／担当者  矢田 順二 ／ 矢田 順二 
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開 所  週５日（土日祝日・年末年始・夏季休）  ９:00～15:00

利用者

ホームページ   http://kamakura-enza.or.jp

事業所開設年月日  2015年３月１日

管理者／担当者  伊藤 裕美 ／ 伊藤 裕美

 現登録利用者数：26名  １日の平均利用者数：22名（定員26名）

 平均年齢：34歳  男女比： ４：６

㉕ 笑ん座カフェ
就労継続Ｂ

知的 精神

法人設立年月日  2013年６月20日

所在地  鎌倉市城廻423-121

運営法人名  特定非営利活動法人かまくら笑ん座

写真
電話／ＦＡＸ  0467-33-4083 ／ 0467-33-4084

Ｅ-mail   enzacafe@kamakura-enza.or.jp

工 賃  時給370円～550円（平均工賃 20,504円／月）

利用に関しての
留意事項

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

出入口段差：有

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／１回300円 　アレルギー対応 あり

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

なし

2020年12月現在

・カフェでの作業（接遇、コミュニケーション指導、
　調理補助、盛り付け、洗い場、キッチン清掃、
　開店準備、配膳、注文など）
・工房での作業（商品作成、織物、縫物など）
・軽作業、クリーニングの代理店（接客）
・施設外就労、施設外支援

【サービス提供時間 9:00～15:00】
9:00～  9:30 出勤･朝礼･作業内容確認
9:30～ 12:00 午前の作業
12:00～13:00 昼休憩
13:00～14:30 午後の作業
14:30～14:50 清掃
14:50～15:00 終礼

事業所PR 【事業所アクセス】
（神奈中バス「城廻中村」バス停から）
　　・所要時間１分
（神奈中バス「島の神」バス停から）
　　・所要時間７分

「笑ん座カフェ」は、一人ひとりの特性に合わせ
て、働く環境を提供しています。

カフェ（オープンテラス付）では、社会との接点
が多いので、コミュニケーション能力などの向上
が期待できます。工房では、ものづくりを通し
て、集中力や創造力などの向上が期待できます。
工房で作った商品は、カフェで販売をして働く意
欲を高めます。

カフェ・encafe（クリーニングとカフェ）は大船
駅から徒歩４分の場所にあり、工房は閑静な住宅
街にあります。

藤沢行

案内図

「城廻中村」バス停

笑ん座カフェ
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地図

2020年12月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
　JR鎌倉駅より京急バス
 　鎌31「緑ヶ丘入口」行き･
　「長勝寺」下車、徒歩5分（所要時間10分)

・とても忙しくても、みんなで力を合わせ、事前
　の話し合いのもとに対応しています。
・利用者さんと職員、「共に学び、共に育ちま
　す」を合言葉に少しでも居心地の良い場所に
　なれればと、日々努力しています。
・障がいの違いにより、出来る事出来ない事を
　お互い助け合う姿をよく目にします。

・お弁当作成業務
・同じグループ内での作業（調理補助、市役所販売等）
・容器洗浄
・清掃
・その他(施設がい就労有）

【サービス提供時間8:00～17:00】
  8:00～11:30　お弁当各種作成
 11:30～14:00　休憩（交代制）
 12:30～17:00　野菜カット、
　　　　　　　 肉カット、洗浄、
　 　　　　　　清掃

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送 迎 なし

給 食 あり 　給食費／１回 ０円 　アレルギー対応 なし

利用に関しての
留意事項

 利用前に見学、実習は必須

エレベーター：無 建物内車椅子移動：不可

階段手すり：有 トイレ：洋式

工 賃 平均工賃　30,795円/月（2019年度実績）

 8:00～17:00 週７日（日・年末年始12/31～１/３休）

利用者
 現登録利用者数：26名  １日の平均利用者数20名（定員20名）

 平均年齢：40歳  男女比： ３：２

事業所開設年月日  2018年４月１日

管理者／担当者 浜室 果耶 ／ 高橋 結実

開 所

所在地  鎌倉市大町５-12-16

電話／ＦＡＸ  0467-23-0730 ／ 0467-22-1591

Ｅ-mail info@lpin-inc.co.jp

ホームページ

出入口段差：有

なし

㉖ らぱんステップ
就労継続B

身体 知的 精神

 運営法人名  株式会社　ラパン

写真

法人設立年月日  2012年４月１日
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地図

2020年12月現在

【事業所アクセス】
　JR鎌倉駅西口より徒歩15分
駅前の紀伊国屋を前にし右折。道なりに歩き、鎌倉
山荘の看板が左手に見えたら、手前の道を左折。直
進するとココピアワークスの旗が見えます。

事業所PR

①インターネットを用いた職種に特化
　仕事を通して、一般就労でも役立つスキルを
身に着けて頂くことが可能です。ひとりひとり
のレベルに合わせ、幅広い業務の中から最適な
仕事を選択いただけます。

②心に障がいをお持ちの方に特化
　障がい領域を特化してサービスをご提供する
ことで、利用者の方にとっての利便性と運営の
専門性･安全性を高いレベルで担保します。

③一般就職の支援にも対応
　就労継続支援だけではなく、一般企業で働け
る機会の相談も行います。利用者の方に代わ
り、専門のスタッフが職場探し･ご紹介をサポー
トします。

○エンジニア
　開発･プログラミング、テスト･バグチェック、アノテーション、エラー対応
○デザイン
　動画加工･編集、クリエイティブ製作、アイデア発案、画像加工･編集
○マーケティング
　記事ライティング、アクセス解析、Web広告運用、ソーシャルリスニング
○調査･経営企画
　マーケット調査、資料作成、株式調査、プレスの露出調査

【サービス提供時間10:00～17:00】
10:00～ 朝礼
10:15～ 午前業務開始（適宜休憩）
12:00～ お昼休憩
13:00～ 午後業務開始（適宜休憩）
17:00～ 終礼

その他の費用負担

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送 迎 なし

給 食 なし

なし

利用に関しての
留意事項

精神・発達障害をお持ちの方が対象/
就業時間は10:00～17:00の中で４時間
～６時間

エレベーター：無 建物内車椅子移動：可

階段手すり：有 トイレ：洋式・車椅子利用可

開 所

工 賃 時給：500円（2019年度実績）

 10:00～17:00 週５日（土日祝日・年末年始休）

利用者
 現登録利用者数：19名  １日の平均利用者数：15名（定員20名）

 平均年齢：35歳  男女比： ６：５

所在地  鎌倉市扇ガ谷４-１-15

Ｅ-mail   info_b@cocopia.jp

ホームページ   https://www.cocopia-works.jp/

出入口段差：有

㉗ ココピアワークス鎌倉
就労継続Ｂ

精神

運営法人名  株式会社Cocopia（ココピア）

写真
電話／ＦＡＸ  0467-84-7415 ／ 045-330-4069

事業所開設年月日 　2019年５月１日

管理者／担当者  水河 なつみ ／ 角野 菜摘

法人設立年月日  2018年１月
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性別 障害の種別 年代 事業所名 種別

1 事務的職業 男 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

2 サービスの職業 女 知的障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

3 事務的職業 女 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

4 販売の職業 男 精神障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

5 運搬・清掃・包装等の職業 男 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

6 サービスの職業 男 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

7 事務的職業 女 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

8 販売の職業 女 知的障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

9 販売の職業 男 精神障害 30代 就労サポートセンターねくすと 移

10 事務的職業 男 身体障害 40代 富士ソフト企画就職予備校 移

11 運搬・清掃・包装等の職業 男 知的障害 30代 富士ソフト企画就職予備校 移

12 専門的・技術的職業 男 精神障害 20代 富士ソフト企画就職予備校 移

13 生産工程の職業 男 知的障害 20代 トライフル鎌倉 移

14 生産工程の職業 女 知的障害 10代 トライフル鎌倉 移

15 サービスの職業 女 精神障害 40代 ココピアワークス鎌倉 Ａ

16 専門的・技術的職業 男 精神障害 20代 ココピアワークス鎌倉 Ａ

17 サービスの職業 男 精神障害 30代 ココピアワークス鎌倉 Ａ

18 生産工程の職業 女 精神障害 30代 Bizパートナー大船 Ａ

19 生産工程の職業 男 精神障害 40代 Bizパートナー大船 Ａ

20 生産工程の職業 男 知的障害 20代 鎌倉薫風 Ｂ

21 サービスの職業 女 精神障害 40代 Café茶るら Ｂ

22 販売の職業 男 精神障害 20代 かまくらふれんず Ｂ

23 サービスの職業 女 精神障害 60代 かまくらふれんず Ｂ

24 専門的・技術的職業 男 精神障害 30代 ジャックと豆の木 Ｂ

25 専門的・技術的職業 女 精神障害 40代 ジャックと豆の木 Ｂ

就労支援事業所からの一般就労への移行実績（2019年度実績）

一般就労先事業内容
対象者 就労支援事業所
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26 事務的職業 女 精神障害 40代 ジャックと豆の木 Ｂ

27 事務的職業 女 精神障害 40代 みらたね Ｂ

28 児童指導補助員 女 精神障害 30代 笑ん座カフェ Ｂ

29 清掃業 女 精神障害 30代 笑ん座カフェ Ｂ

運搬・清掃・包装等の職業, 

2

サービスの職業, 6

事務的職業, 6

生産工程の

職業, 5

専門的・技術的職業, 

4

販売の職業, 

4

児童指導補助員, 1
清掃業, 1就労先での職務内容

運搬・清掃・包装等の職業 サービスの職業

事務的職業 生産工程の職業

専門的・技術的職業 販売の職業

児童指導補助員 清掃業

10代, 1

20代, 8

30代, 7

40代, 12

50代, 0

60代, 1
70代, 0

年代

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

身体障害, 1

知的障害, 6

精神障害, 
22

その他, 0

障害の種別

身体障害 知的障害 精神障害 その他

就労移行

支援, 14

就労継続

支援A型, 5

就労継続

支援B型, 
10

就労支援事業所種別

就労移行支援 就労継続支援A型

就労継続支援B型
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発行者 鎌倉市障害者支援協議会 

事務局 〒248-0012 

    鎌倉市御成町 20-21 鎌倉市福祉センター内 

    鎌倉市基幹相談支援センター 

    TEL 0467-39-6122  FAX 0467-39-6132 

 

    〒248-8686 

    鎌倉市御成町 18-10 

    鎌倉市健康福祉部障害福祉課 

    TEL 0467-61-3974(直通) 
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