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鎌倉市障害者支援協議会　就労支援部会



はじめに 

 

鎌倉市障害者支援協議会就労支援部会では、障害のある方々の「はたらく」につい

ての取り組み、また各障害福祉サービス事業へのご理解を広げていただき、障害の

ある方が就労への第 1 歩を踏み出すための参考になることを願って、平成 29(2017)

年 9 月に市内の就労支援事業所等の皆様のご協力をいただいて『平成 29 年度鎌倉市

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。 
 

その後、国の制度改正等もあり市内就労支援事業所で動きがみられたことから、こ

の度『就労支援等事業所ガイド』の部分を中心に改めて市内就労支援事業所の皆様

のご協力をいただいて情報等を更新し、平成 30(2018)年度版「鎌倉市仕事応援ガイ

ドブック／鎌倉市就労支援等事業所ガイド』を作成させていただきました。 

就職に向けてなにがしかの支援や訓練等を望まれている方々、またその関係する皆

様への事前情報としてご活用いただければ幸いです。 

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。 

 

平成 30(2018)年 10 月  鎌倉市障害者支援協議会 就労支援部会 

 

 

 

※本ガイドブックの記載内容は、平成 30 年(2018)年 8 月現在の情報です。 

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

あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 



仕事応援ガイドブック ＜平成 30年(2018)度版＞ 

鎌倉市就労支援等事業所ガイドの案内 
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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 知的 工房ひしめき 鎌倉山2－8－34 0467-33-0882

② 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

③ 精神 富士ソフト企画 就職予備校 岡本2－13－18 0467-47-5944

④ 知的・精神 笑ん座カフェ 城廻423－121 0467-33-4083

⑤ 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

番号 障害別 事業所名 所在地 電話

⑥ 精神 ココピアワークス鎌倉 小町2－8－7 0467-81-5334

⑦ 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

⑧ 特定なし Bizパートナー大船 梶原2－19－19 0467-39-5101

⑨ 特定なし ピースウェーブ 御成町3－10 0467-33-4401

⑩ 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

⑪ 知的 鎌倉薫風 関谷1351 0467-47-9358

⑫ 知的 鎌倉はまなみ 由比ガ浜2－3－11 0467-24-5873

⑬ 知的 工房ひしめき 鎌倉山2－8－34 0467-33-0882

⑭ 精神 青い麦の家 大町5－2－11 0467-23-0026

⑮ 精神 café 茶るら 大船2－20－38 0467-47-1975

⑯ 精神 かまくらふれんず 御成町2－5 0467-23-5420

⑰ 精神 ジャックと豆の木 由比ガ浜2－4－39 0467-24-6202

⑱ 精神 道工房 小町2－12－37 小町ティアビルⅡ2Ａ 0467-23-8772

⑲ 精神 みらいの種 大船2－10－26 0467-47-5051

⑳ 精神 もっこす 大船2－24－11 0467-44-1841

㉑ 精神 りっしん洞 梶原3－21－3 0467-53-8157

㉒ 精神 れざみ 御成町7－11 0467-23-9817

㉓ 精神 Work shop レスカル 小袋谷2－14－10 0467-46-9335

㉔ 知的・身体 すてっぷ鎌倉ときわ 常盤530 Ｉビル1階 0467-31-1717

㉕ 知的・精神 アトリエそらのいろ 由比ガ浜1－2－6 0467-22-5400

㉖ 知的・精神 笑ん座カフェ 城廻423－121 0467-33-4083

㉗ 特定なし らぱんステップ 大町5－12－16 0467-23-0730

就労継続支援Ａ型事業所

鎌倉市内就労支援事業所一覧 ＜平成30(2018)年8月現在＞
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  130円～

地図の添付をお願いいたします

 9:00～15:30

① 工房ひしめき
就労移行

知的

　 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  奥山 親志　／  齋藤 歩

開　所  週 5 日（土日・年末年始休）

　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

　　Ｅ-mail   ikou@hoshizuki.or.jp

ホームページ 　http://www.hoshiduki.com/

工賃支給 あり 　時給（2017年度実績）(主な作業収入の内容)
　　清掃、事務補助等

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6名）

 平均年齢：30歳  男女比： 1：0

利用に関しての
留意事項

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

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 　　 なし

・清掃作業（施設内・施設外＊）
　＊市内公園での草取り等　4～5回/月
・事務補助作業（施設外）　市内図書館　4～5回/月
・ＳＳＴ（ビジネスマナー、履歴書作成、模擬面接）
　　　　　1回/月
・求人検索（ハローワーク等）
・企業見学・実習

【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  振り返り、夕会

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横須賀線鎌倉駅より京急バス鎌倉山行又
は江ノ島行にて　旭ヶ丘バス停下車徒歩1分

一般就労に向けて、職場開拓を随時行いながら職
場実習を経験して頂きます。ご利用者と実習先と
のマッチングを行い、就労に結びつけていきま
す。

2018年8月現在
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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。

2018年8月現在

○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　作業他
 10:30～10:45　休憩
 10:45～12:00　作業他
 12:00～13:00　休憩
 13:00～14:15　作業他
 14:15～14:30　休憩
 14:30～15:45　作業他

活動内容・プログラム 基本的な1日の流れ

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

利用に関しての
留意事項

 週3日AM以上からの利用開始となります。

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

工賃支給 あり 　時給（2017年度実績）(主な作業収入の内容)
封入・丁合・仕分け・データ入力

利用者
 現登録利用者数：22名  1日の平均利用者数：19.2名（定員20名）

 平均年齢：36歳  男女比： 4：1

  80円～140円

　　Ｅ-mail 　next@npo-mind.or.jp

ホームページ 　http://npo-mind.or.jp/next/

　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

 9:00～17:00 週 5 日（土日祝日・年末年始休）

② 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  高野 宏章　／ 八木 苑子

開　所
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③ 富士ソフト企画 就労予備校
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  須藤 勝　／  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

　　Ｅ-mail   GJINZAI@fsk-inc.co.jp

ホームページ   http://www.fsk-inc.co.jp/

工賃支給 なし

利用者
 現登録利用者数：9名  1日の平均利用者数：7名（定員20名）

 平均年齢：35歳  男女比： 5：4

 工賃は発生しません

開　所  10:00～16:00 週 5 日（土日祝日・夏期・年末年始休）

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。
(エレベーターなし）

送迎 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 なし

その他の費用負担 　　 なし

2018年8月現在

・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
・就労スキル：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

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】
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190名
のうち、障がい者が約160名在籍しております。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。

大
船
駅

戸部

郵便

富士ソフト企画

至 横浜

大船観
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 17,000円～19,000円

事業所PR 【事業所アクセス】
神奈中バス「城廻中村」バス停から徒歩１分
神奈中バス「島の神」バス停から徒歩７分「笑ん座カフェ」は、働くことの喜びを感じるこ

とができる、温かく、ときには厳しい『居場所』
になります。安心して、社会の中で働く準備がで
きる場所であり、安心して働くことができる場所
です。

2018年8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）
・パソコン指導（Excel・Wordの技術指導、データ入力作業）
・商品のラッピング、検品、外部受注作業、チラシ折り込み
・施設外就労
・履歴書作成、面接練習、就職活動

【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

活動内容・プログラム 基本的な1日の流れ

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 　　 なし

利用に関しての
留意事項

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

工賃支給 あり 　月給（2017年度実績）(主な作業収入の内容)
　　　カフェでの作業

利用者
 現登録利用者数：4名  1日の平均利用者数：4名（定員6名）

 平均年齢：19歳  男女比： 3：1

　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

写真添付
お願いします

　電話／ＦＡＸ  0467-33-4083 ／ 0467-33-4084

　　Ｅ-mail   enzacafe@kamakura-enza.or.jp

就労移行
 笑ん座カフェ

 週 5 日（土日祝日・夏期・年末年始休）

④

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　／  秋山 篤

開　所  9:00～15:00

精神知的
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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）

⑤
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  9:00～18:00

　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 (主な作業収入の内容)
 なし

利用者
 現登録利用者数：7名  1日の平均利用者数：7名（定員20名）

 平均年齢：19.8歳  男女比： 7：0

（2017年度実績）

利用に関して
の留意事項

面接、アセスメントあり

送迎 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 なし

その他の費用負担 　　なし

・職業スキル（定期的な現場実習等）
・職業準備スキル（記載能力、ICT活用、環境設定など）
・自立生活スキル（身だしなみマナー、健康と身体づく
り、
  　　　　　　　　 地域生活とレジャーなどへの取組み）
・生涯学習につながる自立課題学習
　（生活スキル、教養など）

【サービス提供時間9:00～16:00】
  9:00～10:30　自立課題学習
10:30～12:00  実習を中心とした
　　　　　　　職業経験
12:00～13:00  昼食･休憩
13:00～14:30  職業ライセンスに
　　　　　　　　向けた作業･学習
14:30～16:00  評価改善(振り返り)

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定期的なキャリア･アセスメントの実施
心理、認知、感覚運動などの専門家が多方面
から評価。ご本人の意向やニーズに、しっか
りと向き合います。
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、
商社、製造、小売等）における現場実習が可
能です。
③職業と地域生活の両面にトータルでアプ
ローチ
公共交通機関を利用した移動スキル、土日の
生涯学習やレジャー活動の充実

2018年8月現在

 ８
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よろしくお願いいたします。

地図

⑥ ココピアワークス鎌倉
就労継続Ａ

精神

　 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  ／  0467-330-4069

　　Ｅ-mail   info@cocopia.jp

ホームページ

 9:00～18:00 週 5 日（土日祝日・夏期・年末年始休）

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

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6時間～8時間

事業所開設年月日  2018年6月1日

管理者／担当者  森島 聖　／  鶴原 頌太郎

開　所

利用者
 現登録利用者数：10名  1日の平均利用者数：8名（定員17名）

 平均年齢：36歳  男女比： 6：4

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

月　収  平均　12万円（開所後実績）

給食 なし 　給食費／1回    円 　

その他の費用負担 　　 なし

2018年8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。

 ９
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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。

2018年8月現在

 9:00～17:00 週 5 日（土日祝日・年末年始休）

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

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。

開　所

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 　　 なし

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

利用者
 現登録利用者数：15名  1日の平均利用者数：15名（定員10名）

 平均年齢：38歳  男女比： 11：4

月　収  平均 48,000円（2017年度実績）＊県への実績報告額に基づく

ホームページ

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

　 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

⑦ 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
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⑧ Bizパートナー大船
就労継続Ａ

身体 知的 精神

　 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  嶋田秀子　／  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 94,022円（2017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

利用者
 現登録利用者数：15名  1日の平均利用者数：14名（定員18名）

 平均年齢：45歳  男女比： 2：1

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 　給食費／1回　300円 　アレルギー対応あり

その他の費用負担      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

・農家（除草）
・チラシセット
・ポスティング
・ベーカリー（製造・販売）
・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

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）

2018年8月現在

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

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。

2018年8月現在

・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

【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 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 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 なし

利用に関しての
留意事項

 特になし

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

 平均年齢：37歳  男女比： 11：8

開　所

月　収  平均 41,107円（2017年度実績）＊県への実績報告額に基づく

 10:00～15:00 週 5 日（土日祝日・夏期・年末年始休）

ホームページ

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

　 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

　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

　電話／ＦＡＸ  0467-33-4401 ／ 0467-33-4042

　　Ｅ-mail   info@be-oneself.com

⑨ ピースウエーブ
就労継続Ａ

身体 知的 精神
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⑩ 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

　 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  川出 寛子　／　川出 寛子

開　所

月　収  平均 107,649円（2017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）

利用に関しての
留意事項

利用者
 現登録利用者数：10名  1日の平均利用者数：7名（定員12名）

 平均年齢：30.9歳  男女比： 5：5

その他の費用負担      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

給食 あり 　給食費／1回　 0円 　アレルギー対応 なし

事業所PR 【事業所アクセス】

現在10名（男性5名･女性5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名ではありますが、現在新規の受け入れは
行っていません。

2018年8月現在

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

【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

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

乗り場② 江ノ電バス
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2018年8月現在

社会福祉法人ラファエル会鎌倉薫風の就労継続支
援B型事業では、知的障害者の方を主な対象者と
しています。
主にクッキーの生産を通じて、就労の機会の提供
及び規則正しい社会生活を営めるように、支援を
行っています。
クッキーの主な販売先は、地域のお祭りや、学校
の行事、教会などのバザーとなっており、ご利用
者と一緒に販売に行くこともあります。夏季、冬
季の生産量の少ない時期には、施設周辺の清掃な
ども行っています。

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）

鎌倉薫風

④クッキー袋詰め資材準備(シール貼り･ゴム印押し･袋数え)

⑤クッキー原材料量り(小麦粉･砂糖･マーガリン）

⑥掃除・裁縫

①クッキー生地作り(粉混ぜ→袋詰め→生地のばし） 【サービス提供時間9:00～15:30】
   9:00～  9:30　準備時間
   9:30～  9:45　朝礼
   9:45～12:00　クッキー作業
　　　　　　　　（15分休憩）
 12:00～13:00   昼食・休憩
 13:00～15:15　クッキー作業
　　　　　　　　（15分休憩）
 15:15～15:30　帰宅準備　帰宅

②クッキー生地切り・焼き・冷まし

③クッキー袋詰め(種類別･グラム量り･ポリシーラー･ビニタイ）

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

給食 あり 　給食費／1回 270円 　アレルギー対応 あり

工　賃  時給151円（2017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：12名 1日の平均利用者数：10名（定員10名）

 平均年齢：35歳  男女比： 7：5

 8:30～17:30

　　Ｅ-mail   k.oosima@raphael‐kai.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　／  大島 和栄

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）

　法人設立年月日  1992年5月8日

　所在地  鎌倉市関谷1351

⑪ 鎌倉薫風
就労継続Ｂ

知的

　 運営法人名  社会福祉法人ラファエル会

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

事業所開設年月日

大船駅西

関谷ｲﾝﾀｰ藤沢行

清泉女子 栄光学園

植木小

交番

大船植物園
バスターミナ

三井団地入口
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⑫ 鎌倉はまなみ
就労継続Ｂ

知的

　 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

　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   www.kanagawa-id.org/seiwa

 2011年4月1日

管理者／担当者  淺井 一志　／  寺田 勝昭

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）

工　賃  時給207円～419円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

見学や体験実習できます。クラブ活動は実費をいただきます。

利用者
 現登録利用者数：11名  1日の平均利用者数:10.3名(定員10名)

 平均年齢：36歳  男女比： 8：3

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

給食 あり 　給食費／1回 259円 　アレルギー対応 あり

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

・ベーカリー（パン・ケーキ・クッキー）作業
・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

2018年8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  平成7年４月開設の通所施設。鎌倉市からの指定管理

を受け、社会福祉法人清和会が運営しています。
  「鎌倉はまなみ」は施設の総称で、障害福祉サービス
事業所としては、就労継続支援B型（定員１０名）と生
活介護（定員15名）の多機能型事業所で、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
併設しています。作業としては、何と言っても23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、これも鎌倉
の顔、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、大船軒さんの
お仕事、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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⑬ 工房ひしめき
就労継続Ｂ

知的

　 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

　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

 9:00～16:00

　　Ｅ-mail   tedukuri@hoshizuki.or.jp

ホームページ   http://www.hoshiduki.com/

 2009年1月1日

管理者／担当者  奥山 親志　／  齋藤 歩

開　所  週 5 日（土日・年末年始休）

工　賃  時給130円～140円（2018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：36名  1日の平均利用者数：33名（定員34名）

 平均年齢：39.3歳  男女比： 4：3

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

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      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

・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

2018年8月現在

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。

・栄養士が毎日カロリー計算をしたバランスの良
い日替わり弁当や、季節に合わせたスポンジがふ
わふわなシフォンケーキなどを、毎日手作りして
います。
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⑭ 青い麦の家
就労継続Ｂ

知的 精神

　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  ／  0467-23-0026

　　Ｅ-mail 　aoimugi@nifty.com

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

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）  9:00～16:30

利用者
 現登録利用者数：16名  1日の平均利用者数：11名（定員20名）

 平均年齢：46.5歳  男女比： 14：2

工　賃  時給338円～497円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

送迎 なし   送迎費／1回　  円 　送迎範囲／

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
　　　・寺院等掃、その他
　　　・パソコン教室
　　　・ミュージックベル
　　　・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

2018年8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、寺院掃除などの作業と、パソ
コン教室やミュージックベル、麻雀、食事会、散策等
のレクリエーションも行っています。また皆で年に一
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。
2017年度　平均工賃　25,025円　最高工賃53,261円
（10月支給分）
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2018年8月現在

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 　　閉店作業

事業所PR

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

【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   送迎費／1回　  円 　送迎範囲／

給食 あり 　給食費／1回 300円 　アレルギー対応 なし

工　賃  時給400円 ボーナスあり（2017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：23名  1日の平均利用者数：12名（定員38名）

 平均年齢：44歳  男女比： 4：19

 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  週 5 日（土日祝日・年末年始・夏季休）

　法人設立年月日  2006年3月1日

　所在地  鎌倉市大船2－20－38

⑮ 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

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
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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

2018年8月現在

・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
　　　　　　　 接客

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　  円 　送迎範囲／

給食 あり 　給食費／1回 150円 　アレルギー対応 なし

工　賃  時給520～620円（2018年実績）＊実績に応じて年度末にボーナス支給予定

利用に関しての
留意事項

利用者
 現登録利用者数：11名 1日の平均利用者数：8.2名（定員10名）

 平均年齢：47歳  男女比： 3：7

 8:30～18:00

　　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  宇都宮 彩子　／　宇都宮 彩子

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

⑯ 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  0467-24-1116　／  0467-23-5420

事業所開設年月日

 19

mailto:friends@npo-mind.or.jp
http://npo-mind.or.jp/office/#office2


2018年8月現在

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。

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
ト時間は勘案。

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 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 

工　賃  時給620円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

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

利用者
 現登録利用者数：4名  1日の平均利用者数：7名（定員10名）

 平均年齢：40歳  男女比： 2：8

　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  宇都宮 彩子　／  荒川 玲子

開　所  週 6 日（月曜日・年末年始休）

　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

⑰ 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
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⑱
　 運営法人名  特定非営利活動法人道

写真
　電話／ＦＡＸ  0467-23-8772  ／  0467-33-5505

事業所開設年月日

道工房
就労継続Ｂ

知的

　法人設立年月日  2010年6月8日

　所在地  鎌倉市小町2-12-37　小町ティアイビルⅡ2A

　　Ｅ-mail   office@kamakura-michi.com

ホームページ   http://kamakura-michi.com/

 男女比： 2：1

 2012年2月1日

管理者／担当者  岩立 実勇　／  岩立 実勇

開　所

工　賃  工賃平均　時給298円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

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

利用者
 現登録利用者数：27名  1日の平均利用者数：13名（定員20名）

送迎 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

その他の費用負担      なし

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）

出張アート教室

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。

小町商店会会員
鎌倉美術連盟所属

精神

2018年8月現在

 9:00～17:00 原則週 5 日（土日祝日・年末年始・夏季休）

 平均年齢：42歳

 21

mailto:reshindo17@circus.ne.jp#


2019年8月現在

事業所PR 【事業所アクセス】
 大船駅東口から徒歩10分

開所してからまだ数年の新しい事業所です。

作業は大船駅から徒歩10分、大船行政センター近
くの「みらいの種」での焼き菓子やお惣菜作り
と、大船駅からバスで15分のところにある高齢者
施設「みらたねカフェ」での接客や園芸作業、週
数回の清掃作業があり、作業によって時給も異な
ります。

自分のペースで自分の居場所として作業されてい
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。

どの作業もメンバー募集中です。
是非足を運んでみてください！

・焼き菓子、総菜作り
・カフェ作業
    接客、洗物、調理補助、清掃
　 園芸作業
・清掃（高齢者施設など）

《みらいの種店舗作業》
【サービス提供時間10:00～15:30】
  10:00～10:10清掃
  10:10～10:30開店作業
  10:10～12:00焼き菓子･惣菜作り
  12:00～13:00昼休憩
  13:00～15:00焼き菓子･惣菜作り
  15:00～15:30清掃･片付け

《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

その他の費用負担      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 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 

工　賃  時給170円～500円

利用に関しての
留意事項

利用者
 現登録利用者数：25名  1日の平均利用者数：7名（定員13名）

 平均年齢：40歳  男女比： 2：3

 9:00～17:00

　　Ｅ-mail   miratane@npo-mind.or.jp

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

 2015年7月1日

管理者／担当者  藤井 要子　／  平 至貴

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）

　法人設立年月日  2001年12月20日

　所在地  鎌倉市大船2－10－26

⑲ みらいの種
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
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地図の添付をお願いいたします

もっこす
就労継続Ｂ

知的 精神

2018年8月現在

 9:00～16:00 週 5 日（土日祝日・年末年始休）

事業所PR 【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。

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

・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）

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

給食 あり 　給食費／1回  300  円 　アレルギー対応 あり

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：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（2017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

⑳

　 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： 31  歳  男女比： 8 ： 12
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2018年8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いたします。コーヒーの好み
は人それぞれ、ご注文をいただいてから、製品創り
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。

・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

その他の費用負担      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 あり   送迎費／1回　0円 　送迎範囲／鎌倉・藤沢・大船駅

給食 あり 　給食費／1回 100～200円 　アレルギー対応 あり

工　賃  時給300円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）  9:30～16:00

利用者
 現登録利用者数： 18名  1日の平均利用者数：8名（定員20名）

 平均年齢：35歳  男女比： 14：4

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

　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.ne.jp

㉑ りっしん洞
就労継続Ｂ

知的 精神
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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。

2018年8月現在

お弁当作りと配達

【サービス提供時間9:00～16:00】

   9:00～12:00　お弁当作りと配達
 13:00～14:00 　弁当箱回収と洗い物
 14:00～16:00　 オープンスペース

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　  円 　送迎範囲／

給食 あり 　給食費／1回 300円 　アレルギー対応 なし

工　賃  時給400円（2017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：23名  1日の平均利用者数：12名（定員20名）

 平均年齢：45歳  男女比：　2：3

 8:45～17:30

　　Ｅ-mail   lesamis@npo-mind.or.jp

ホームページ   http://www.npo-mind.com/re/

 1995年4月1日

管理者／担当者  土居 裕治　／  土居 裕治

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始・夏季休）

　法人設立年月日  2001年12月20日

　所在地  鎌倉市御成町7-11

㉒ 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
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㉓ 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650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）

 9:30～17:00 週 5 日（土日祝日・年末年始休）

利用に関しての
留意事項

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

送迎 なし   送迎費／1回　  円 　送迎範囲／

給食 あり 　給食費／1回 280円～ 　アレルギー対応 なし

その他の費用負担 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

・喫茶業務（接客、調理、清掃）
・草刈り
・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》11:30～17:30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

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。

工賃の支払総額は神奈川県内450以上あるB型事業
所の中でも上位に入っております。（平成28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。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。

2018年8月現在
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2018年8月現在

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

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。

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 　給食費／　回 　　円 　アレルギー対応 なし

工　賃  時給85円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

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。

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）  9:00～16:00

利用者
 現登録利用者数： 7名  1日の平均利用者数：6名（定員10名）

 平均年齢：46歳  男女比： 4：3

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  内藤 浩幸　／  長瀬 宗

　法人設立年月日  2006年10月17日

　所在地  鎌倉市常盤530 Ｉビル1階　　

　 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

㉔ すてっぷ鎌倉ときわ
身体知的精神

就労継続Ｂ

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

鎌倉駅

長谷
藤沢駅
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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

2018年8月現在

・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 　　 なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

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～600円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

　特になし

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始休）  9:00～17:00

利用者
 現登録利用者数： 29 名  1日の平均利用者数：15名（定員20名）

 平均年齢： 28 歳  男女比： 6：4 

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 

　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

㉕ アトリエそらのいろ
就労継続Ｂ

知的 精神
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2018年8月現在

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、働くことの喜びを感じるこ
とができる、温かく、ときには厳しい『居場所』
になります。安心して、社会の中で働く準備がで
きる場所であり、安心して働くことができる場所
です。

鎌倉薫風

藤沢行

・カフェでの作業（接遇、コミュニケーショ指導、
　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）
・外部受注作業、チラシ折り込み
・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

その他の費用負担      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

給食 あり 　給食費／1回 300円 　アレルギー対応 あり

工　賃  月給 12,000円～15,000円（2017年度実績）

利用に関しての
留意事項

開　所  週 5 日（土日祝日・年末年始・夏季休）  9:00～15:00

利用者
 現登録利用者数：19名  1日の平均利用者数：14名（定員20名）

 平均年齢：34歳  男女比： 9：10

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　／  秋山 篤

　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

㉖ 笑ん座カフェ
就労継続Ｂ

知的 精神
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地図

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。

2018年8月現在

・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

【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      なし

主な作業内容 基本的な1日の流れ

送迎 なし   送迎費／1回　　円 　送迎範囲／　

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

利用者
 現登録利用者数：37歳名  1日の平均利用者数278名（定員20名）

 平均年齢：40歳  男女比： 3：2

開　所

月　収  2018年開所のため実績なし

 9:00～17:00 週 7 日（日・年末年始12/31～1/3 休）

ホームページ

事業所開設年月日  2018年4月1日

管理者／担当者  高橋 鴨人　／ 浜室 果耶

　 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

　所在地  鎌倉市大町5-12-16

　電話／ＦＡＸ  0467-23-0730  ／  0467-22-1591

　　Ｅ-mail   nagoe@1188-bunny.com

㉗ らぱんステップ
就労継続B

身体 知的 精神
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性別 障害の種別 年代 事業所名 種別

1 専門的・技術的職業 男 発達障害 30代 就労サポートセンターねくすと 移

2 生産工程の職業 男 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

3 生産工程の職業 女 精神障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

4 事務的職業 男 知的障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

5 事務的職業 男 精神障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

6 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

7 事務的職業 男 精神障害 20代 就労サポートセンターねくすと 移

8 事務的職業 男 精神障害 30代 就労サポートセンターねくすと 移

9 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

10 事務的職業 女 精神障害 30代 富士ソフト企画 就職予備校 移

11 事務的職業 男 精神障害 40代 富士ソフト企画 就職予備校 移

12 事務的職業 女 精神障害 40代 富士ソフト企画 就職予備校 移

13 事務的職業 女 知的障害 30代 富士ソフト企画 就職予備校 移

14 事務的職業 男 精神障害 40代 富士ソフト企画 就職予備校 移

15 サービスの職業 男 発達障害 30代 就労サポートセンターねくすと 移

16 サービスの職業 女 精神障害 20代 笑ん座カフェ 移

17 サービスの職業 男 発達障害 20代 道工房 Ｂ

18 サービスの職業 男 知的障害 50代 笑ん座カフェ Ｂ

19 運搬・清掃・包装等の職業 女 精神障害 50代 就労サポートセンターねくすと 移

20 運搬・清掃・包装等の職業 男 精神障害 30代 就労サポートセンターねくすと 移

21 運搬・清掃・包装等の職業 女 発達障害 30代 就労サポートセンターねくすと 移

22 運搬・清掃・包装等の職業 男 精神障害 20代 富士ソフト企画 就職予備校 移

23 販売の職業 男 精神障害 40代 就労サポートセンターねくすと 移

就労先での職務内容
就労支援事業所対象者

就労支援事業所からの一般就労への移行実績（29年度実績）

31 



就労支援事業所からの一般就労への移行実績の内訳 
 

（28年度実績） 

合計 障害の種別 就労先での職務内容 性別 事業所種別 

34名 

身体障害 2名 

保守の職業 2名 

男 24名 

移行 26名 専門的・技術的職業 7名 

知的障害 1名 

生産工程 1名 

事務的 13名 

A型 2名 

精神障害 31名 

サービス 1名 

女 10名 

建設 1名 

発達障害 0名 

運搬・清掃・包装等 8名 

B型 6名 飲食・接客 1名 

販売 0名 

 

（29年度実績） 

合計 障害種別 就労先事業内容別 男女別 事業所別 

23名 

身体障害 0名 

保守の職業 0名 

男 15名 

移行 21名 専門的・技術的職業 1名 

知的障害 3名 

生産工程 2名 

事務的 11名 

A型 0名 

精神障害 16名 

サービス 4名 

女  8名 

建設 0名 

発達障害 4名 

運搬・清掃・包装等 4名 

B型 2名 飲食・接客 0名 

販売 1名 
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鎌倉市障害者二千人雇用センターのご案内 
  

「社会に出て働きたい」、「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。 
 
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）で次のとおりです。 

   ・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 

３ 雇用センター利用の流れ 
 １）電話連絡 
   ・まずは電話でのご相談を承ります。その後、必要に応じて、初回面談日

を設定いたします。 
 ２）初回面談 
   ・現在の状況をお伺いし、今後のスケジュールを確認します。 
 ３）登録 
   ・継続して利用される場合、雇用センターに登録を行います。 
 ４）相談（継続） 
   ・課題解決に向けた相談を継続します。 
 

 
 

鎌倉市障害者二千人雇用センター利用案内 

・所 在 地…〒248-0012 鎌倉市御成町 20-21 鎌倉市福祉センター１階 
・電   話…0467-53-9203 ・F A X…0467-53-9204 
・E メ ー ル…koyoucenter@npo-mind.or.jp 
・開 所 日…月曜日～金曜日  

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 
・受 付 時 間…9：30～12：00 13：00～16：00 
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○就職に向けての訓練から
就職後の定着支援までを一
貫して受けたい。

就労移行支援事業
・一般就労への移行に向けて、就労移行支援
事業所内での作業や、一般企業における実
習、適性に合った職場探し、就労後の職場定
着のための支援を行います。

※各就労移行支援事業所に
直接ご連絡ください。

○職業に必要な技能を身に
付けたい。

公共職業訓練
・国や県が実施する専門の職業訓練と民間教
育機関での委託訓練を実施します。

〇就職に向けての課題や自
分に合った仕事を知りたい。
〇専門的な職業評価を受け
たい。

職業相談、職業評価
・仕事の種類や働き方などについて,希望や障
害特性、課題等を踏まえながら、相談・助言
職業評価の実施、情報提供を行います。
 
・必要に応じて、障害者職業センターにおいて
専門的な支援を行います。

神奈川県障害者職業センター

☎０４２－７４５－３１３１

○就職に向けての課題を把
握し、その課題の改善や適応
能力の向上を図るための訓
練を受けたい。

職業準備支援
・作業支援、職業準備講習、精神障害者、発
達障害者向けのカリキュラムを通じて、基本
的な労働習慣の習得、作業能力の向上、　コ
ミュニケーション能力・対人対応力の向上を支
援します。

神奈川県障害者職業センター

☎０４２－７４５－３１３１

各自治体、ハローワーク、特別支援学校、地
域障害者職業センターなどの関係機関と連携
して、障害のある方の就業面及び生活面の一
体的な支援を行います。

よこすか障害者就業・生活支
援センター

☎046-820-1933

ハローワーク藤沢

☎ 0466-23-8609(代)

ハローワーク藤沢

ハローワーク藤沢
※問い合わせは
神奈川県障害者能力開発校
☎　042-744-1243

障害のある方への就労支援内容一覧（1）

【就労に向けての相談】

相談内容 支援機関支援内容

〇働きたいが、何から始めて
よいかわからないので相談し
たい。
〇就職に向けて、受けられる
支援制度や支援機関を知り
たい。

・ 企業 ・ 民間教育機関 ・ 特定非営利法人に
委託した３ヵ月以内の短期訓練 （「トライ！」） を
実施します。

障害者職業能力開発校
・障害の事情に応じて、職業能力の回復。
増進、付与等可能にするための1年間の
職業訓練を実施します。
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○在職中に受障し、障がいと
なった。この職場で働き続け
たいのだが、どうすればよい
か。

継続雇用の支援
・在職中に障害を受障した方が慣れた職場で
の雇用を継続できるよう、種々の支援策を活
用し、また、地域の関係機関と連携して、障が
い者と一般企業の事業主に対する支援を行い
ます。

神奈川県障害者職業センター

☎０４２－７４５－３１３１

○うつ病等により休職してい
が、もとの職場へ復帰するた
めに、専門的な支援を受けた
い。

精神障害者の職場復帰支援
・主治医等との連携の下、職場復帰に向けた
コーディネート、生活リズムの立て直し、ストレ
ス対処力を高める支援等の復職前リハビリ
テーション、職場の受け入れ体制の整備等の
支援を行います。

神奈川県障害者職業センター

☎０４２－７４５－３１３１

○職場に適応できるか不安な
ので、専門的な支援を受けな
がら就労したい。
○仕事や職場でのコミュニ
ケーションが上手くいかない
ので、ジョブコーチの支援を
受けたい。

 ジョブコーチ（職場適応援助者）支援事業＝
・一般企業にジョブコーチを派遣し、障害があ
る方や一般企業の事業主に対して、雇用の
前後を通じて障害特性を踏まえた直接的な援
助を実施します。
（ジョブコーチは、障害者職業センターのほか
に、就労支援を行う社会福祉法人等にも配置
されています。）

神奈川県障害者職業センター

☎０４２－７４５－３１３１

○職場での様々な悩みにつ
いて相談したい。
○職場での生活だけでなく日
常生活面での相談をしたい。

障害のある方の職業生活における自立を図る
ため、就職や職場適応などの就業面の支援及
び生活習慣の形成や日常生活の自己管理な
どの生活面の支援を一体的かつ総合的に実
施しています。

よこすか障害者就業・生活支
援センター

☎046-820-1933

○すぐ就職活動を始めたい。
○就職先を探したい。

求職登録、職業紹介
・就職を希望してハローワークに求職申込みを
行っていただき、求職者の能力等と職務の要
件とを十分照合して職業紹介を行います。

ハローワーク藤沢

☎ 0466-23-8609(代)

○紹介された事業所で働き続
けることができるかどうか試し
たい。

障害者試行雇用（トライアル雇用）事業
・一般企業の事業主と有期雇用契約を締結
し、３ヶ月間の試行雇用を行います。
就職に対する不安を軽減し、一般企業の事業
主と障害のある方の相互の理解を深め、その
後の常用雇用を目指します。

ハローワーク藤沢

☎ 0466-23-8609(代)

障害のある方への就労支援内容一覧（2）

【就職活動，雇用前・定着支援】

相談内容 支援内容 支援機関
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○就職したくて就労移行支援
事業を利用したが、一般就労
は難しかった。
○体力面の問題で働き続け
ることが難しくなった。

就労継続支援事業（Ａ型）
・雇用契約に基づく就労の機会を提供するとと
もに、就労に向けた必要な知識・能力が高まっ
た方に対して一般就労への移行に向けた支援
を行います。
就労継続支援事業（Ｂ型）
・就労や生産活動の機会を提供するとともに、
一般就労に必要な知識、能力が高まった方に
対しては、一般就労への移行に向け支援しま
す。

就労継続支援事業所（Ａ型）を
ご覧ください。

就労継続支援事業所（Ｂ型）を
ご覧ください。

障害者に対する就労支援内容一覧（３）

【離職・転職時の支援，再チャレンジへの支援】 

相談内容 支援内容 支援機関

○今の職場での仕事になじめ
ないので転職したい。
○仕事を辞めてしまったが、
再就職したい。
○企業で働いていたが解雇さ
れた。

ハローワーク藤沢

☎ 0466-23-8609(代)

転職を希望する場合、ハローワークに求職申込
を行い、希望に応じて職業紹介を行います。
職業訓練・紹介は在職中でも可能です。
　雇用保険に加入した会社を退職した場合、雇用
保険失業給付の受給手続後、指定の認定日ごとに
基本手当を支給します。

就労系の福祉サービスを検討する方法も
あります。
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