
【パン】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 松山ワークセンター           川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部2528－1 0866-22-7101 0866-22-7128 就労B (福)旭川荘 パン・クッキー・パウンドケーキ 備中

2 デイセンターまにわ 吉岡　博子 719-3143 真庭市下市瀬６５３ 0867-52-7371 0867-52-7372 生介・移行 (福)蒜山慶光園 パン・ハーブ製品（入浴剤） 美作

3
障害福祉サービス事業所
ワークサポートひまわり

藤原　志保 712-8041 倉敷市福田町浦田2461-21 086-456-5707 086-436-9920 就労A・B (福)ひまわりの会
パン・せんべい・工芸・園芸・給食食材配
達・花苗運搬・肥料入れ（施設外就労）

倉敷

5 閑谷ワークセンター わけ 中島　健一 709-0452 和気郡和気町益原681-1 0869-93-0755 0869-92-4677 就労B・移・訓 (福)閑谷福祉会
パン・クッキー・ラスク・和紙製品・アク
リルたわし・山芋

備前

6 津山ひかり学園  ひかりの丘 清水　和泉 708-0841 津山市川崎1566-1 0868-26-7525 0868-26-5143 就移行・B
(福)津山社会福祉

事業会
パン・クッキー・パウンドケーキ・炭製
品・草木染製品・さをり織り

美作

7 ハローファクトリー 辻　　典次 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 086-296-2102
就移行・B・生

介
(福)美土里会

パン・クッキー・せんべい・自動車部品に
おバリ取り・菓子箱折

岡山

8 ワークステーション・コンドル 岸本　仁美 702-8026 岡山市南区浦安本町208-6 086-261-7885 086-261-7886 生介・B (福)浦安荘
パン・弁当配食サービス・吹きガラス・ト
ンボ玉・クッキー・軽作業

岡山

9 ネイチャーファーム 藤原　　博 702-8026 岡山市南区浦安本町190 086-262-7711 086-262-7744 就労A (福)泉学園 パン製造・販売・苗花の生産販売 岡山

10 福祉ワークセンター阿新 植野　千晶 718-0013 新見市正田3-3 0867-71-2122 0867-72-5701 就労B
(福)阿新社会福祉

事業会
パン製造販売・弁当製造販売・公園管理
（施設外就労）

備中

12 多機能型事業所グレイス・のぞみ 柏山幸雄 706-0143 玉野市木目1461 0863-71-0188 0863-71-0188 生介・B (福)同仁会 パン・クッキー・除草作業 備前

13 いこいファーム 小竹真琴 701-1223 瀬戸内市邑久町本庄3968 0869-22-2266 0869-22-2266 就労B
ベネフイットホテ

ル（株）
備前焼・パン 備前

14 自立支援センターであい工房母恵夢 政本昌美 708-0014 津山市院庄910 0868-28-3251 0868-28-3251 就労B (NPO)希福祉会 パン・クッキー・さをり織り・農業・軽作業 美作

15 ゆめこうば 有森良郎 709-1215 岡山市南区片山2370-1 0863-63-5105 0863-63-5106 就労B (福)希望 パン・クッキー・軽作業 岡山

16 せとうち旭川荘 小林由典 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4982-1 0869-34-6606 0869-34-6607 生介・B (福)旭川荘
パン・マンゴー・切り絵はがき・シルクス
クリーン・軽作業

備前

17 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり

岡山

19 多機能型事業所ひまわり 田淵泰子 700-0071 岡山市北区谷万成1-8-35 086-251-3566 086-251-3566 就労B 医療法人万成病院 パン・野菜・軽作業 岡山

21 にこにこパン 石戸紀代美 700-0953 岡山市南区西市476
セビアン西市駅前102

086-239-2539 086-239-2538 就労A (一社)フィール パン・クッキー・手工芸品・軽作業 岡山

【クッキー】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 松山ワークセンター           川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部2528－1 0866-22-7101 0866-22-7128 就労B (福)旭川荘 パン・クッキー・パウンドケーキ 備中

2 桑野ワークプラザﾞ 名越　宗一 702-8002 岡山市中区桑野715-2 086-274-5160 086-200-1350 就労B (福)泉学園
クッキー・清掃・花壇植栽・野菜つくり・
箸入れ・施設外就労

岡山

3
障害福祉サービス事業所
ワークサポートひまわり

藤原　志保 712-8041 倉敷市福田町浦田2461-21 086-456-5707 086-436-9920 就労A・B (福)ひまわりの会
パン・せんべい・工芸・園芸・給食食材配
達・花苗運搬・肥料入れ（施設外就労）

倉敷

5 多機能型事業所つばさせとうち 宮本　　勇 712-8015 倉敷市連島町矢柄6092 086-448-1811 086-448-1812 生介・B
(福)瀬戸内福祉事

業会
クッキー・肥料づめ・清掃・自動車部品加
工

倉敷

6 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

7 閑谷ワークセンター わけ 中島　健一 709-0452 和気郡和気町益原681-1 0869-93-0755 0869-92-4677 就労B・移・訓 (福)閑谷福祉会
パン・クッキー・ラスク・和紙製品・アク
リルたわし・山芋

備前

8 ほほえみ矢掛 友國　康司 714-1214 小田郡矢掛町南山田3034-4 0866-83-0491 0866-83-0492 就労B (福)敬業会
ジャム・クッキー・パウンドケーキ・草刈
作業・軽作業

備中

9 津山ひかり学園  ひかりの丘 清水　和泉 708-0841 津山市川崎1566-1 0868-26-7525 0868-26-5143 就移行・B
(福)津山社会福祉

事業会
パン・クッキー・パウンドケーキ・炭製
品・草木染製品・さをり織り

美作

10 わくわくワーク 五代儀 幸司 701-1211 岡山市北区一宮堂ノ本339-6 086-286-0951 086-284-9364 知通授 (福)金曜会
清掃・こんにゃく・味噌・米・マコモタ
ケ・コルク選別・ゴムバリ取り・白桃運搬
（施設外就労）

岡山

11 ハローファクトリー 辻　　典次 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 086-296-2102
就移行・B・生

介
(福)美土里会

パン・クッキー・せんべい・自動車部品に
おバリ取り・菓子箱折

岡山

12 ワークステーション・コンドル 岸本　仁美 702-8026 岡山市南区浦安本町208-6 086-261-7885 086-261-7886 生介・B (福)浦安荘
パン・弁当配食サービス・吹きガラス・ト
ンボ玉・クッキー・軽作業

岡山

13 障がい者デイセンターさくら 田坂　里美 702-8031 岡山市南区福富西1丁目14-29 086-261-0047 086-261-0057 生介・B (福)泉学園
クッキー・ケーキ・ビーズ細工・ボム製品
バリ取り・刺し子布きん

岡山

14
障害福祉サービス事業所
セルプみのり

黒住　和明 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労B・
(福)津山みのり学

園
米・花苗・レンタルプランター・クッキ０・カステラ・せんべい・アク
リルたわし・牛乳パック椅子・墓掃除・清掃・廃油回収（施設外就労） 美作

15 いっぽいっぽ 岩月　成臣 701-0105 倉敷市矢部530-6 086-462-2912 086-463-3221 就労B (福)めやす箱
クッキー・焼き菓子・軽作業（フルーツ
ネット・箸等）

倉敷

16 ワークハウスくるみ 岩下信精 701-0104 倉敷市山地１９７７ 086-463-3556　 086-463-3556 生介・B (NPO)くるみ
クッキー・パウンドケーキ・印刷・織物・野菜・草
刈・軽作業

倉敷

18 わくわくハンド・ベル 安井直人 719-1134 総社市真壁399 0866-94-9091 0866-94-9092 就労B・移行 (福)金曜会
大豆生産・きな粉・野菜・クッキー・焼菓子椎茸・
豆腐・パチンコ台分解仕分け・公園管理・箱折・
軽作業

備中

19 多機能型事業所グレイス・のぞみ 柏山幸雄 706-0143 玉野市木目1461 0863-71-0188 0863-71-0188 生介・B (福)同仁会 パン・クッキー・除草作業 備前

20 自立支援センターであい工房母恵夢 政本昌美 708-0014 津山市院庄910 0868-28-3251 0868-28-3251 就労B (NPO)希福祉会 パン・クッキー・さをり織り・農業・軽作業 美作

21 ゆめこうば 有森良郎 709-1215 岡山市南区片山2370-1 0863-63-5105 0863-63-5106 就労B (福)希望 パン・クッキー・軽作業 岡山

22 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

23 せとうち旭川荘 小林由典 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4982-1 0869-34-6606 0869-34-6607 生介・B (福)旭川荘
パン・マンゴー・切り絵はがき・シルクス
クリーン・軽作業

備前

24 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり

岡山

27 クラシス 小林章伸 701-0111 倉敷市上東827-7 086-463-1366 086-697-5400 就労B (福)クムレ クッキー・ラスク・軽作業・洗車 倉敷

28 にこにこパン 石戸紀代美 700-0953 岡山市南区西市476
セビアン西市駅前102

086-239-2539 086-239-2538 就労A (一社)フィール パン・クッキー・手工芸品・軽作業 岡山

29 グランひまわり 久本　浩司 713-8101 倉敷市玉島上成342-1 086-526-2123 086-441-2123 生介・B (福)ひまわりの会 焼菓子・店舗販売・軽作業 倉敷

【その他焼菓子】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 松山ワークセンター           川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部2528－1 0866-22-7101 0866-22-7128 就労B (福)旭川荘 パン・クッキー・パウンドケーキ 備中

2 社会就労センターあかつき 近土　泉 706-0305 玉野市胸上725 0863-41-3228 0863-41-2663 就労B・生介 (福)瀬戸内会
生うどん・冷凍うどん・せんべい・弁当・
漬物・魚加工・印刷・下請け

備前

3 も も ぞ の 福 祉 園 片山　有三 701-1461 岡山市北区栗井2778-4 086-299-0630 086-299-0791 就労B・生介 (福)ももぞの学園
苗花の生産販売・パン菓子・バリ取り・ウ
エス・公園管理

岡山

4
障害福祉サービス事業所
ワークサポートひまわり

藤原　志保 712-8041 倉敷市福田町浦田2461-21 086-456-5707 086-436-9920 就労A・B (福)ひまわりの会
パン・せんべい・工芸・園芸・給食食材配
達・花苗運搬・肥料入れ（施設外就労）

倉敷

6 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中
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№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

7 閑谷ワークセンター わけ 中島　健一 709-0452 和気郡和気町益原681-1 0869-93-0755 0869-92-4677 就労B・移・訓 (福)閑谷福祉会
パン・クッキー・ラスク・和紙製品・アク
リルたわし・山芋

備前

8 ほほえみ矢掛 友國　康司 714-1214 小田郡矢掛町南山田3034-4 0866-83-0491 0866-83-0492 就労B (福)敬業会
ジャム・クッキー・パウンドケーキ・草刈
作業・軽作業

備中

9 津山ひかり学園  ひかりの丘 清水　和泉 708-0841 津山市川崎1566-1 0868-26-7525 0868-26-5143 就移行・B
(福)津山社会福祉

事業会
パン・クッキー・パウンドケーキ・炭製
品・草木染製品・さをり織り

美作

10 ハローファクトリー 辻　　典次 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 086-296-2102
就移行・B・生

介
(福)美土里会

パン・クッキー・せんべい・自動車部品に
おバリ取り・菓子箱折

岡山

11 ワークステーション・コンドル 岸本　仁美 702-8026 岡山市南区浦安本町208-6 086-261-7885 086-261-7886 生介・B (福)浦安荘
パン・ラスク・弁当配食サービス・吹きガ
ラス・トンボ玉・クッキー・軽作業

岡山

12 ネイチャーファーム 藤原　　博 702-8026 岡山市南区浦安本町190 086-262-7711 086-262-7744 就労A (福)泉学園 パン製造・販売・ラスク・苗花の生産販売 岡山

13 障がい者デイセンターさくら 田坂　里美 702-8031 岡山市南区福富西1丁目14-29 086-261-0047 086-261-0057 生介・B (福)泉学園
クッキー・ケーキ・ビーズ細工・ボム製品
バリ取り・刺し子布きん

岡山

14
障害福祉サービス事業所
セルプみのり

黒住　和明 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労B・
(福)津山みのり学

園

米・花苗・レンタルプランター・クッキ０・カステラ・
せんべい・アクリルたわし・牛乳パック椅子・墓掃除・
清掃・廃油回収（施設外就労）

美作

15 いっぽいっぽ 岩月　成臣 701-0105 倉敷市矢部530-6 086-462-2912 086-463-3221 就労B (福)めやす箱
クッキー・焼き菓子・軽作業（フルーツ
ネット・箸等）

倉敷

16 ワークハウスくるみ 岩下信精 701-0104 倉敷市山地１９７７ 086-463-3556　 086-463-3556 生介・B (NPO)くるみ
クッキー・パウンドケーキ・印刷・織物・野菜・草
刈・軽作業

倉敷

18 わくわくハンド・ベル 安井直人 719-1134 総社市真壁399 0866-94-9091 0866-94-9092 就労B・移行 (福)金曜会
大豆生産・きな粉・焼菓子・野菜・椎茸・豆腐・パ
チンコ台分解仕分け・公園管理・箱折・軽作業

備中

19 ウイッシュランド 角野則夫 708-1205 津山市新野東557-2 0868-36-7116 0868-36-7117 就労B
(NPO)もっこクラ

ブ
豆腐,油あげの販売・手ぬぐいタオルのデザイン
印刷・座椅子・ポンポン菓子・軽作業

美作

20 ゆめこうば 有森良郎 709-1215 岡山市南区片山2370-1 0863-63-5105 0863-63-5106 就労B (福)希望 パン・クッキー・パウンドケーキ・軽作業 岡山

21 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

22 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・ラスク・備前焼・草木
染・四つ葉のクローバーしおり

岡山

25 クラシス 小林章伸 701-0111 倉敷市上東827-7 086-463-1366 086-697-5400 就労B (福)クムレ クッキー・ラスク・軽作業・洗車 倉敷

26 グランひまわり 久本　浩司 713-8101 倉敷市玉島上成342-1 086-526-2123 086-441-2123 生介・B (福)ひまわりの会 焼菓子・店舗販売・軽作業 倉敷

【加工食品】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1
たかはし障害者支援センター
たかはし松風寮

川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部字井谷2528-1 0866-22-7102 0866-22-0515 生介・移行 (福)旭川荘
花苗・プランター管理・野菜・漬物・ジャム・梅干し・
ラッキョウ・炭・公園管理・墓地管理 備中

2 吉備の里　なでしこ 水舟　　稔 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-12 0866-56-7779 0866-56-7774 生訓・移行 (福)吉備の里 農作業・花苗・漬物・清掃・軽作業 備前

3 ワークスひるぜん 立岡　一夫 717-0505 真庭市蒜山上長田2300-1 0867-66-7750 0867-66-7760 B・A・就移行 (福)蒜山慶光園 弁当・麺製造販売 美作

4 社会就労センターあかつき 近土　泉 706-0305 玉野市胸上725 0863-41-3228 0863-41-2663 就労B・生介 (福)瀬戸内会
生うどん・冷凍うどん・せんべい・弁当・
漬物・魚加工・印刷・下請け

備前

5 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

6 ほほえみ矢掛 友國　康司 714-1214 小田郡矢掛町南山田3034-4 0866-83-0491 0866-83-0492 就労B (福)敬業会
ジャム・クッキー・パウンドケーキ・草刈
作業・軽作業

備中

7 望の丘ワークセンター 宮﨑　暁弘 716-0211 高梁市川上町上大竹1231 0866-48-3080 0866-48-3088 就移行・B (福)旭川荘
椎茸・りんご・おから茶・豆腐・きなこ・
ハーブ枕・野菜・清掃作業（施設外就労）

備中

8 わくわくワーク 五代儀 幸司 701-1211 岡山市北区一宮堂ノ本339-6 086-286-0951 086-284-9364 知通授 (福)金曜会
清掃・こんにゃく・味噌・米・マコモタケ・コルク選
別・ゴムバリ取り・白桃運搬（施設外就労） 岡山

9 住倉学園　箭田作業所 花田　裕史 713-8111 倉敷市真備町箭田2439 086-698-7332 086-697-9291 生介・B (福)三穂の園
EMボカシ・地粉・梅干し・ラッキョウ・の
し紙・祝箸セット・花苗・除草・除虫

倉敷

10 社会就労センターワークスみのり 岩崎　道徳 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労A
(福)津山みのり学

園
弁当・ 美作

11 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗

備中

12 ぽけっと 中野　敬士 710-0133 倉敷市藤戸町藤戸1406-6 086-420-2335 086-420-2335 就労B
(福)中野社会福祉協

会
花壇整備・鉢植え・リサイクル作業・習
字・畑作業・味噌・手工芸品

倉敷

13 就労支援センターきんかえも 定岡直美 708-0006 津山市小田中676-1 0868-24-2745 0868-24-2745 就労B
(NPO)じゃがいも

の木
木製パレット・木箱・木製おもちゃ・プランター・農作業・
草取り・喫茶・弁当・剪定・植付け（施設外就労）

美作

15 わくわくハンド・ベル 安井直人 719-1134 総社市真壁399 0866-94-9091 0866-94-9092 就労B・移行 (福)金曜会
大豆生産・きな粉・野菜・椎茸・豆腐・パチンコ台
分解仕分け・公園管理・箱折・軽作業

備中

16 社会就労センターポピー 近土雅史 706-0305 玉野市胸上728 0863-41-3380 0863-41-3334 就労A・B (福)瀬戸内会 生うどん・割り箸袋入れ・農作業 備前

17 ウイッシュランド 角野則夫 708-1205 津山市新野東557-2 0868-36-7116 0868-36-7117 就労B
(NPO)もっこクラ

ブ
豆腐,油あげの販売・手ぬぐいタオルのデザイン
印刷・座椅子・ポンポン菓子・軽作業

美作

18 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

19 ふぁみりお 小橋陽一 700-0973 岡山市北区下中野246-4 086-259-1086 086-259-1087 就労B NPO県精家連 弁当・ノッティング・手工芸（デニム） 岡山

【手芸】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 あ さ ひ 園 小野　康治 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-1254 086-422-1172 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
木彫り素地の製作販売・漆塗り・布ぞう
り・自動車部品組立作業

倉敷

2 吉備ワークホーム 中村　誠一 703-8555 岡山市北区祇園866 086-275-2486 086-275-5643
就労B・移・生

介
(福)旭川荘

セラミック製品・ニット製本・木工・陶芸
品・印刷・下請け作業

岡山

3 みどりワークセンター 松本　好生 701-2155 岡山市北区中原664-1先 086-275-2074 086-275-7114 就労B・移行 (福)旭川荘
クリーニング・ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ・鍋敷き他・竹炭・
竹酢液・軽作業

岡山

4 いんべ通園センター 秋山　哲生 705-0001 備前市伊部974-12 0869-63-6001 0869-63-6002 生介・B (福)旭川荘
さをり織り・ビーズ手芸・バンガラ作業・
ポストカード・カレンダー

備前

5 吉備の里　ひなぎく 有根元和己 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-13 0866-56-8391 0866-56-8397 生介・B (福)吉備の里
さをり織り・陶芸・おしぼり加工（クリー
ニング）

備前

7 閑谷ワークセンター わけ 中島　健一 709-0452 和気郡和気町益原681-1 0869-93-0755 0869-92-4677 就労B・移・訓 (福)閑谷福祉会
パン・クッキー・ラスク・和紙製品・アク
リルたわし・山芋

備前

8 ワークほほえみ 田中　利幸 719-0241 浅口市鴨方町小坂東5030-424 0865-44-6257 0865-44-6266 就労B (福)敬業会
結び織り・草木染・木工・グランド整備・
花植え付け管理・箱折

備中

9
岡山県健康の森学園
就労継続支援事業所

真鍋　　衛 718-0313 新見市哲多町大野2034-5 0867-96-2995 0867-96-2998
移行・生訓・

B
(福)健康の森学園

鶏肉・椎茸・野菜・和牛飼育・果樹栽培管理・炭製品・
アクリル軍手・米・水田管理・餅

備中

10 津山ひかり学園  ひかりの丘 清水　和泉 708-0841 津山市川崎1566-1 0868-26-7525 0868-26-5143 就移行・B
(福)津山社会福祉

事業会
パン・クッキー・パウンドケーキ・炭製
品・草木染製品・さをり織り

美作

11 障がい者デイセンターさくら 田坂　里美 702-8031 岡山市南区福富西1丁目14-29 086-261-0047 086-261-0057 生介・B (福)泉学園
クッキー・ケーキ・ビーズ細工・ボム製品
バリ取り・刺し子布きん

岡山

12 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗

備中

13 地域活動支援センタースピカ 中島　洋子 700-0013 岡山市北区伊福町2丁目6-1 086-250-6161 086-250-6262 地域支援 医療法人豊仁会 草木染・手工芸品・清掃・軽作業 岡山

14 わくわく祇園作業所 蠅原美奈子 703-8207 岡山市中区祇園40 086-275-3345 086-275-3345 地域支援 (福)金曜会
木工品マグネットクリップ・なべ敷き・リモコンボッ
クス・布製品・軽作業

岡山

16 社会就労センター　さくらワークヒルズ 高橋恵子 708-0804 津山市勝部563 0868-31-3221 0868-31-3222 就労B (福)共栄会
手工芸（作州絣）ごみ袋箱詰め・モップ製品組立
て・塵取ほうき組み立て・電子部品検査

美作

17 自立支援センターであい工房母恵夢 政本昌美 708-0014 津山市院庄910 0868-28-3251 0868-28-3251 就労B (NPO)希福祉会 パン・クッキー・さをり織り・農業・軽作業 美作

18 津山しらうめの会共同作業所 可児保子 708-0051 津山市椿高下125 0868-24-9012 0868-24-9012 就労B
NPO津山しらうめ
の会共同作業所

フルーツキャップ折り・手工芸品・さをり織り 美作



№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

19 (NPO)ふれんど久米 武村邦彦 709-4603 津山市中北下1300 0868-57-7768 0868-57-7768 就労B
(NPO)ふれんど久

米
牛乳パック椅子・さをり織り・ペーパーウエイト・
農産物生産（施設外就労）

美作

20 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

21 ふぁみりお 小橋陽一 700-0973 岡山市北区下中野246-4 086-259-1086 086-259-1087 就労B NPO県精家連 弁当・ノッティング・手工芸（デニム） 岡山

22 (NPO)玉島たんぽぽ 林　寛子 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎2-1-10 086-522-4301 086-522-4301 地域支援
(NPO)玉島たんぽ
ぽ

さおり織り 倉敷

23 せとうち旭川荘 小林由典 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4982-1 0869-34-6606 0869-34-6607 生介・B (福)旭川荘
パン・マンゴー・切り絵はがき・シルクス
クリーン・軽作業

備前

24 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり

岡山

【印刷】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 ふ な ぐ ら 荘 松井　一司 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-2537 086-423-5126 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
レザークラフト・七宝焼き・軽作業・印刷 倉敷

2 吉備ワークホーム 中村　誠一 703-8555 岡山市北区祇園866 086-275-2486 086-275-5643
就労B・移・生

介
(福)旭川荘

セラミック製品・ニット製本・木工・陶芸
品・印刷・下請け作業

岡山

3 吉備の里　希望 小馬　孝男 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-10 0866-56-8219 0866-56-8224 就労B (福)吉備の里
レーザー加工品（木製・アクリル）・印
刷・下請け作業

備前

4 社会就労センターあかつき 近土　泉 706-0305 玉野市胸上725 0863-41-3228 0863-41-2663 就労B・生介 (福)瀬戸内会
生うどん・冷凍うどん・せんべい・弁当・
漬物・魚加工・印刷・下請け

備前

5 みつば会昭和町事業所 今石　仁美 700-0824 岡山市北区昭和町14-12 086-238-6695 086-238-6695 就労B
特非）みつば地域
生活サポートセン

ター
印刷・パソコン入力・印刷物 岡山

6 ワークハウスくるみ 岩下信精 701-0104 倉敷市山地１９７７ 086-463-3556　 086-463-3556 生介・B (NPO)くるみ
クッキー・パウンドケーキ・印刷・織物・野菜・草
刈・軽作業

倉敷

8 ワークショップちどり 木下逸子 703-8288 岡山市中区赤坂本町1-2 086-271-2075 086-237-2647 就労B (福) 泉学園
リサイクルはがき・名刺・しおり・弁当配
達・軽作業

岡山

9 せとうち旭川荘 小林由典 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4982-1 0869-34-6606 0869-34-6607 生介・B (福)旭川荘
パン・マンゴー・切り絵はがき・シルクス
クリーン・軽作業

備前

【ガラス・陶芸】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 ワークステーション・コンドル 岸本　仁美 702-8026 岡山市南区浦安本町208-6 086-261-7885 086-261-7886 生介・B (福)浦安荘
パン・弁当配食サービス・吹きガラス・ト
ンボ玉・クッキー・軽作業

岡山

2 いこいファーム 小竹真琴 701-1223 瀬戸内市邑久町本庄3968 0869-22-2266 0869-22-2266 就労B
ベネフイットホテ

ル（株）
備前焼・パン 備前

3 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり

岡山

【木　工】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 あ さ ひ 園 小野　康治 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-1254 086-422-1172 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
木彫り素地の製作販売・漆塗り・布ぞう
り・自動車部品組立作業

倉敷

2 吉備ワークホーム 中村　誠一 703-8555 岡山市北区祇園866 086-275-2486 086-275-5643
就労B・移・生

介
(福)旭川荘

セラミック製品・ニット製本・木工・陶芸
品・印刷・下請け作業

岡山

3 吉備の里　希望 小馬　孝男 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-10 0866-56-8219 0866-56-8224 就労B (福)吉備の里
レーザー加工品（木製・アクリル）・印
刷・下請け作業

備前

4 セ ル プ 弥 生 高橋　恵子 708-0804 津山市勝部609-1 0868-24-1588 0868-24-1590 就労B (福)共栄会
電気部品組立検査・帽子印刷・掃除道具加
工組立・木工作業・さき織り・カブト虫ブ
リード

美作

6 多機能型事業所つばさせとうち 宮本　　勇 712-8015 倉敷市連島町矢柄6092 086-448-1811 086-448-1812 生介・B
(福)瀬戸内福祉事

業会
クッキー・肥料づめ・清掃・自動車部品加
工

倉敷

7
岡山県健康の森学園
就労継続支援事業所

真鍋　　衛 718-0313 新見市哲多町大野2034-5 0867-96-2995 0867-96-2998
移行・生訓・

B
(福)健康の森学園

鶏肉・椎茸・野菜・和牛飼育・果樹栽培管
理・炭製品・アクリル軍手・米・水田管
理・餅

備中

8 就労支援センターきんかえも 定岡直美 708-0006 津山市小田中676-1 0868-24-2745 0868-24-2745 就労B
(NPO)じゃがいも

の木
木製パレット・木箱・木製おもちゃ・プランター・農作業・
草取り・喫茶・弁当・剪定・植付け（施設外就労）

美作

9 わくわく祇園作業所 蠅原美奈子 703-8207 岡山市中区祇園40 086-275-3345 086-275-3345 地域支援 (福)金曜会
木工品マグネットクリップ・なべ敷き・リモコンボッ
クス・布製品・軽作業

岡山

10 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

【農業】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1
たかはし障害者支援センター
たかはし松風寮

川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部字井谷2528-1 0866-22-7102 0866-22-0515 生介・移行 (福)旭川荘
花苗・プランター管理・野菜・漬物・ジャ
ム・梅干し・ラッキョウ・炭・公園管理・
墓地管理

備中

2 吉備の里　なでしこ 水舟　　稔 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-12 0866-56-7779 0866-56-7774 生訓・移行 (福)吉備の里 農作業・花苗・漬物・清掃・軽作業 備前

3 セ ル プ 弥 生 高橋　恵子 708-0804 津山市勝部609-1 0868-24-1588 0868-24-1590 就労B (福)共栄会
電気部品組立検査・帽子印刷・掃除道具加工組立・木工
作業・さき織り・カブト虫ブリード

美作

4 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

5 閑谷ワークセンター わけ 中島　健一 709-0452 和気郡和気町益原681-1 0869-93-0755 0869-92-4677 就労B・移・訓 (福)閑谷福祉会
パン・クッキー・ラスク・和紙製品・アク
リルたわし・山芋

備前

6 望の丘ワークセンター 宮﨑　暁弘 716-0211 高梁市川上町上大竹1231 0866-48-3080 0866-48-3088 就移行・B (福)旭川荘
椎茸・りんご・おから茶・豆腐・きなこ・
ハーブ枕・野菜・清掃作業（施設外就労）

備中

7
岡山県健康の森学園
就労継続支援事業所

真鍋　　衛 718-0313 新見市哲多町大野2034-5 0867-96-2995 0867-96-2998
移行・生訓・

B
(福)健康の森学園

鶏肉・椎茸・野菜・和牛飼育・果樹栽培管
理・炭製品・アクリル軍手・米・水田管
理・餅

備中

8 わくわくワーク 五代儀 幸司 701-1211 岡山市北区一宮堂ノ本339-6 086-286-0951 086-284-9364 知通授 (福)金曜会
清掃・こんにゃく・味噌・米・マコモタケ・コルク選
別・ゴムバリ取り・白桃運搬（施設外就労） 岡山

9 ネイチャーファーム 藤原　　博 702-8026 岡山市南区浦安本町190 086-262-7711 086-262-7744 就労A (福)泉学園 パン製造・販売・苗花の生産販売 岡山

10 住倉学園　箭田作業所 花田　裕史 713-8111 倉敷市真備町箭田2439 086-698-7332 086-697-9291 生介・B (福)三穂の園
EMボカシ・地粉・梅干し・ラッキョウ・の
し紙・祝箸セット・花苗・除草・除虫

倉敷

11
障害福祉サービス事業所
セルプみのり

黒住　和明 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労B・
(福)津山みのり学

園

米・花苗・レンタルプランター・クッキ０・カステラ・
せんべい・アクリルたわし・牛乳パック椅子・墓掃除・
清掃・廃油回収（施設外就労）

美作

12 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗

備中

13 就労支援センターきんかえも 定岡直美 708-0006 津山市小田中676-1 0868-24-2745 0868-24-2745 就労B
(NPO)じゃがいも

の木
木製パレット・木箱・木製おもちゃ・プランター・農作業・
草取り・喫茶・弁当・剪定・植付け（施設外就労）

美作

14 ワークハウスくるみ 岩下信精 701-0104 倉敷市山地１９７７ 086-463-3556　 086-463-3556 生介・B (NPO)くるみ
クッキー・パウンドケーキ・印刷・織物・野菜・草
刈・軽作業

倉敷

16 わくわくハンド・ベル 安井直人 719-1134 総社市真壁399 0866-94-9091 0866-94-9092 就労B・移行 (福)金曜会
大豆生産・きな粉・野菜・椎茸・豆腐・パチンコ台
分解仕分け・公園管理・箱折・軽作業

備中

17 自立支援センターであい工房母恵夢 政本昌美 708-0014 津山市院庄910 0868-28-3251 0868-28-3251 就労B (NPO)希福祉会 パン・クッキー・さをり織り・農業・軽作業 美作

18 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

19 せとうち旭川荘 小林由典 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4982-1 0869-34-6606 0869-34-6607 生介・B (福)旭川荘
パン・マンゴー・切り絵はがき・シルクス
クリーン・軽作業

備前

20 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり

岡山

22 (NPO)灯心会 藤原恒雄 708-0002  津山市上河原210-2-3 0868-22-0880 0868-22-0880 就労B (NPO)灯心会
お茶・ポストカード・花苗・果樹・軽作
業・農作業（施設外就労）

美作



№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

23 多機能型事業所ひまわり 田淵泰子 700-0071 岡山市北区谷万成1-8-35 086-251-3566 086-251-3566 就労B 医療法人万成病院 パン・野菜・軽作業 岡山

【園芸】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 松山ワークセンター           川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部2528－1 0866-22-7101 0866-22-7128 就労B (福)旭川荘 パン・クッキー・パウンドケーキ 備中

2 吉備の里　なでしこ 水舟　　稔 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-12 0866-56-7779 0866-56-7774 生訓・移行 (福)吉備の里 農作業・花苗・漬物・清掃・軽作業 備前

3 も も ぞ の 福 祉 園 片山　有三 701-1461 岡山市北区栗井2778-4 086-299-0630 086-299-0791 就労B・生介 (福)ももぞの学園
苗花の生産販売・パン菓子・バリ取り・ウ
エス・公園管理

岡山

4
障害福祉サービス事業所
ワークサポートひまわり

藤原　志保 712-8041 倉敷市福田町浦田2461-21 086-456-5707 086-436-9920 就労A・B (福)ひまわりの会
パン・せんべい・工芸・園芸・給食食材配
達・花苗運搬・肥料入れ（施設外就労）

倉敷

6 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

7 ネイチャーファーム 藤原　　博 702-8026 岡山市南区浦安本町190 086-262-7711 086-262-7744 就労A (福)泉学園 パン製造・販売・苗花の生産販売 岡山

8 住倉学園　箭田作業所 花田　裕史 713-8111 倉敷市真備町箭田2439 086-698-7332 086-697-9291 生介・B (福)三穂の園
EMボカシ・地粉・梅干し・ラッキョウ・の
し紙・祝箸セット・花苗・除草・除虫

倉敷

9
障害福祉サービス事業所
セルプみのり

黒住　和明 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労B・
(福)津山みのり学

園

米・花苗・レンタルプランター・クッ
キー・カステラ・せんべい・アクリルたわ
し・牛乳パック椅子・墓掃除・清掃・廃油

美作

10 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗

備中

12 (NPO)灯心会 藤原恒雄 708-0002  津山市上河原210-2-3 0868-22-0880 0868-22-0880 就労B (NPO)灯心会
お茶・ポストカード・花苗・果樹・軽作
業・農作業（施設外就労）

美作

【清掃】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1
たかはし障害者支援センター
たかはし松風寮

川上　一夫 716-0061 高梁市落合町阿部字井谷2528-1 0866-22-7102 0866-22-0515 生介・移行 (福)旭川荘
花苗・プランター管理・野菜・漬物・ジャム・梅干し・
ラッキョウ・炭・公園管理・墓地管理

備中

2 吉備の里　なでしこ 水舟　　稔 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-12 0866-56-7779 0866-56-7774 生訓・移行 (福)吉備の里 農作業・花苗・漬物・清掃・軽作業 備前

3 も も ぞ の 福 祉 園 片山　有三 701-1461 岡山市北区栗井2778-4 086-299-0630 086-299-0791 就労B・生介 (福)ももぞの学園
苗花の生産販売・パン菓子・バリ取り・ウ
エス・公園管理

岡山

4 桑野ワークプラザﾞ 名越　宗一 702-8002 岡山市中区桑野715-2 086-274-5160 086-200-1350 就労B (福)泉学園
クッキー・清掃・花壇植栽・野菜つくり・
箸入れ・施設外就労

岡山

5 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

6 ほほえみ矢掛 友國　康司 714-1214 小田郡矢掛町南山田3034-4 0866-83-0491 0866-83-0492 就労B (福)敬業会
ジャム・クッキー・パウンドケーキ・草刈
作業・軽作業

備中

7 望の丘ワークセンター 宮﨑　暁弘 716-0211 高梁市川上町上大竹1231 0866-48-3080 0866-48-3088 就移行・B (福)旭川荘
椎茸・りんご・おから茶・豆腐・きなこ・
ハーブ枕・野菜・清掃作業（施設外就労）

備中

8 わくわくワーク 五代儀 幸司 701-1211 岡山市北区一宮堂ノ本339-6 086-286-0951 086-284-9364 知通授 (福)金曜会
清掃・こんにゃく・味噌・米・マコモタケ・コルク選
別・ゴムバリ取り・白桃運搬（施設外就労） 岡山

9 福祉ワークセンター阿新 植野　千晶 718-0013 新見市正田3-3 0867-71-2122 0867-72-5701 就労B
(福)阿新社会福祉

事業会
パン製造販売・弁当製造販売・公園管理
（施設外就労）

備中

10 住倉学園　箭田作業所 花田　裕史 713-8111 倉敷市真備町箭田2439 086-698-7332 086-697-9291 生介・B (福)三穂の園
EMボカシ・地粉・梅干し・ラッキョウ・の
し紙・祝箸セット・花苗・除草・除虫・清
掃

倉敷

11
障害福祉サービス事業所
セルプみのり

黒住　和明 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労B・
(福)津山みのり学

園
米・花苗・レンタルプランター・クッキー・カステラ・せんべい・アク
リルたわし・牛乳パック椅子・墓掃除・清掃・廃油回収（施設外就労） 美作

12 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗・清掃

備中

13 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

14 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり・清掃

岡山

16 多機能型事業所ひまわり 田淵泰子 700-0071 岡山市北区谷万成1-8-35 086-251-3566 086-251-3566 就労B 医療法人万成病院 パン・野菜・軽作業・清掃 岡山

18 にこにこパン 石戸紀代美 700-0953 岡山市南区西市476
セビアン西市駅前102

086-239-2539 086-239-2538 就労A (一社)フィール パン・クッキー・手工芸品・軽作業・清掃 岡山

【その他役務】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 あ さ ひ 園 小野　康治 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-1254 086-422-1172 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
木彫り素地の製作販売・漆塗り・布ぞう
り・自動車部品組立作業

倉敷

2 倉 敷 授 産 場 坂本　達郎 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-1254 086-422-1172 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
自動車部品加工作業・フルーツネット・箱
折軽作業

倉敷

3 ふ な ぐ ら 荘 松井　一司 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-2537 086-423-5126 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
レザークラフト・七宝焼き・軽作業・印刷 倉敷

4 吉備ワークホーム 中村　誠一 703-8555 岡山市北区祇園866 086-275-2486 086-275-5643
就労B・移・生

介
(福)旭川荘

セラミック製品・ニット製本・木工・陶芸
品・印刷・下請け作業

岡山

5 みどりワークセンター 松本　好生 701-2155 岡山市北区中原664-1先 086-275-2074 086-275-7114 就労B・移行 (福)旭川荘
クリーニング・ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ・鍋敷き他・竹炭・
竹酢液・軽作業

岡山

6 いんべ通園センター 秋山　哲生 705-0001 備前市伊部974-12 0869-63-6001 0869-63-6002 生介・B (福)旭川荘
さをり織り・ビーズ手芸・バンガラ作業・
ポストカード・カレンダー

備前

7 吉備の里　希望 小馬　孝男 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-10 0866-56-8219 0866-56-8224 就労B (福)吉備の里
レーザー加工品（木製・アクリル）・印
刷・下請け作業

備前

8 吉備の里　なでしこ 水舟　　稔 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-12 0866-56-7779 0866-56-7774 生訓・移行 (福)吉備の里 農作業・花苗・漬物・清掃・軽作業 備前

9 セ ル プ 弥 生 高橋　恵子 708-0804 津山市勝部609-1 0868-24-1588 0868-24-1590 就労B (福)共栄会
電気部品組立検査・帽子印刷・掃除道具加
工組立・木工作業・さき織り・カブト虫ブ
リード

美作

10 桑野ワークプラザﾞ 名越　宗一 702-8002 岡山市中区桑野715-2 086-274-5160 086-200-1350 就労B (福)泉学園
クッキー・清掃・花壇植栽・野菜つくり・
箸入れ・施設外就労

岡山

11 エスポアール・セルプ 濱川　晴美 701-1225 岡山市北区福谷53 086-284-8004 086-284-8006 就移行・B (福)自然の森
さをり織り・七宝焼き・点字ブロック・ぼ
かし・箸入れ・箱折

岡山

13 多機能型事業所つばさせとうち 宮本　　勇 712-8015 倉敷市連島町矢柄6092 086-448-1811 086-448-1812 生介・B
(福)瀬戸内福祉事

業会
クッキー・肥料づめ・清掃・自動車部品加
工

倉敷

14 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

15 閑谷ワークセンター わけ 中島　健一 709-0452 和気郡和気町益原681-1 0869-93-0755 0869-92-4677 就労B・移・訓 (福)閑谷福祉会
パン・クッキー・ラスク・和紙製品・アク
リルたわし・山芋・軽作業

備前

16 ほほえみ矢掛 友國　康司 714-1214 小田郡矢掛町南山田3034-4 0866-83-0491 0866-83-0492 就労B (福)敬業会
ジャム・クッキー・パウンドケーキ・草刈
作業・軽作業

備中

17 わくわくワーク 五代儀 幸司 701-1211 岡山市北区一宮堂ノ本339-6 086-286-0951 086-284-9364 知通授 (福)金曜会
清掃・こんにゃく・味噌・米・マコモタ
ケ・コルク選別・ゴムバリ取り・白桃運搬
（施設外就労）

岡山

18 ハローファクトリー 辻　　典次 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 086-296-2102
就移行・B・生

介
(福)美土里会

パン・クッキー・せんべい・自動車部品に
おバリ取り・菓子箱折

岡山

19 ワークステーション・コンドル 岸本　仁美 702-8026 岡山市南区浦安本町208-6 086-261-7885 086-261-7886 生介・B (福)浦安荘
パン・弁当配食サービス・吹きガラス・ト
ンボ玉・クッキー・軽作業

岡山

20 障がい者デイセンターさくら 田坂　里美 702-8031 岡山市南区福富西1丁目14-29 086-261-0047 086-261-0057 生介・B (福)泉学園
クッキー・ケーキ・ビーズ細工・ボム製品
バリ取り・刺し子布きん

岡山

21
障害福祉サービス事業所
セルプみのり

黒住　和明 708-0013 津山市二宮999 0868-28-0522 0868-28-0502 就労B・
(福)津山みのり学

園

米・花苗・レンタルプランター・クッキ
０・カステラ・せんべい・アクリルたわ
し・牛乳パック椅子・墓掃除・清掃・廃油

美作

22 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗・軽作業

備中

23 いっぽいっぽ 岩月　成臣 701-0105 倉敷市矢部530-6 086-462-2912 086-463-3221 就労B (福)めやす箱
クッキー・焼き菓子・軽作業（フルーツ
ネット・箸等）

倉敷

24 ぽけっと 中野　敬士 710-0133 倉敷市藤戸町藤戸1406-6 086-420-2335 086-420-2335 就労B (福)中野社会福祉協会
花壇整備・鉢植え・リサイクル作業・習
字・畑作業・味噌・手工芸品

倉敷



№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

25 みつば会昭和町事業所 今石　仁美 700-0824 岡山市北区昭和町14-12 086-238-6695 086-238-6695 就労B
特非）みつば地域
生活サポートセン

ター
印刷・パソコン入力・印刷物・軽作業 岡山

26 わくわく祇園's 安井直人 703-8207 岡山市中区祇園40 086-275-3345 086-275-3345 地域支援 (福)金曜会
木工品マグネットクリップ・なべ敷き・リモコンボッ
クス・布製品・軽作業

岡山

27 ワークハウスくるみ 岩下信精 701-0104 倉敷市山地１９７７ 086-463-3556　 086-463-3556 生介・B (NPO)くるみ
クッキー・パウンドケーキ・印刷・織物・野菜・草
刈・軽作業

倉敷

29 (NPO)泉の会　交流プラザいずみ 大下政子 700-0823 岡山市北区丸の内1-12-13 086-227-0464 086-227-0464 地域支援 (NPO)泉の会
クッキー・揚げ菓子・布製コースター花瓶敷き・ブ
ローチ・ふきん・軽作業

岡山

30 社会就労センター　さくらワークヒルズ 高橋恵子 708-0804 津山市勝部563 0868-31-3221 0868-31-3222 就労B (福)共栄会
手工芸（作州絣）ごみ袋箱詰め・モップ製品組立
て・塵取ほうき組み立て・電子部品検査

美作

31 わくわくハンド・ベル 安井直人 719-1134 総社市真壁399 0866-94-9091 0866-94-9092 就労B・移行 (福)金曜会
大豆生産・きな粉・野菜・椎茸・豆腐・パチンコ台
分解仕分け・公園管理・箱折・軽作業

備中

32 自立支援センターであい工房母恵夢 政本昌美 708-0014 津山市院庄910 0868-28-3251 0868-28-3251 就労B (NPO)希福祉会 パン・クッキー・さをり織り・農業・軽作業 美作

33 ウイッシュランド 角野則夫 708-1205 津山市新野東557-2 0868-36-7116 0868-36-7117 就労B
(NPO)もっこクラ

ブ
豆腐,油あげの販売・手ぬぐいタオルのデザイン
印刷・座椅子・ポンポン菓子・軽作業

美作

34 ゆめこうば 有森良郎 709-1215 岡山市南区片山2370-1 0863-63-5105 0863-63-5106 就労B (福)希望 パン・クッキー・軽作業 岡山

35 コスモスワーク 長尾幸子 716-1401 真庭市五名10番地1 0866-52-9390 0866-52-9390 就労B (福)秋桜会
クッキー・焼き菓子・ピオーネ・黒大豆・たかきび・だるまさ
さげ・製品加工（木工・ぬいぐるみ）・軽作業・公園管理・苗
植え（施設外就労）

美作

36 ワークショップちどり 木下逸子 703-8288 岡山市中区赤坂本町1-2 086-271-2075 086-237-2647 就労B (福) 泉学園
リサイクルはがき・名刺・しおり・弁当配
達・軽作業

岡山

37 せとうち旭川荘 小林由典 701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4982-1 0869-34-6606 0869-34-6607 生介・B (福)旭川荘
マンゴー・切り絵はがき・シルクスクリー
ン・軽作業

備前

38 (NPO)あおぞら会 佐藤文和 703-8265 岡山市中区倉田264-13 086-274-1123 086-200-0771 就労A (NPO)あおぞら会
パン・クッキー・備前焼・草木染・四つ葉
のクローバーしおり・軽作業

岡山

40 多機能型事業所ひまわり 田淵泰子 700-0071 岡山市北区谷万成1-8-35 086-251-3566 086-251-3566 就労B 医療法人万成病院 パン・野菜・軽作業 岡山

42 クラシス 小林章伸 701-0111 倉敷市上東827-7 086-463-1366 086-697-5400 就労B (福)クムレ クッキー・ラスク・軽作業・洗車 倉敷

43 にこにこパン 石戸紀代美 700-0953 岡山市南区西市476
セビアン西市駅前102

086-239-2539 086-239-2538 就労A (一社)フィール パン・クッキー・手工芸品・軽作業 岡山

44 グランひまわり 久本　浩司 713-8101 倉敷市玉島上成342-1 086-526-2123 086-441-2123 生介・B (福)ひまわりの会 焼菓子・店舗販売・軽作業 倉敷

【その他】
№ 施設名 施設長名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 種別 運営母体 事業内容 圏域

1 あ さ ひ 園 小野　康治 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-1254 086-422-1172 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
木彫り素地の製作販売・漆塗り・布ぞう
り・自動車部品組立作業

倉敷

2 倉 敷 授 産 場 坂本　達郎 710-0045 倉敷市船倉町1273-5 086-422-1254 086-422-1172 就労B
(福)倉敷市社会福

祉事業団
自動車部品加工作業・フルーツネット・箱
折軽作業

倉敷

3 吉備ワークホーム 中村　誠一 703-8555 岡山市北区祇園866 086-275-2486 086-275-5643
就労B・移・生

介
(福)旭川荘

セラミック製品・ニット製本・木工・陶芸
品・印刷・下請け作業

岡山

4 みどりワークセンター 松本　好生 701-2155 岡山市北区中原664-1先 086-275-2074 086-275-7114 就労B・移行 (福)旭川荘
クリーニング・ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ・鍋敷き他・竹炭・
竹酢液・軽作業

岡山

5 いんべ通園センター 秋山　哲生 705-0001 備前市伊部974-12 0869-63-6001 0869-63-6002 生介・B (福)旭川荘
さをり織り・ビーズ手芸・バンガラ作業・
ポストカード・カレンダー

備前

6 吉備の里　希望 小馬　孝男 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-10 0866-56-8219 0866-56-8224 就労B (福)吉備の里
レーザー加工品（木製・アクリル）・印
刷・下請け作業

備前

7 吉備の里　ひなぎく 有根元和己 709-2344 加賀郡吉備中央町上野2320-13 0866-56-8391 0866-56-8397 生介・B (福)吉備の里
さをり織り・陶芸・おしぼり加工（クリー
ニング）

備前

8 社会就労センターあかつき 近土　泉 706-0305 玉野市胸上725 0863-41-3228 0863-41-2663 就労B・生介 (福)瀬戸内会
生うどん・冷凍うどん・せんべい・弁当・
漬物・魚加工・印刷・下請け

備前

9 セ ル プ 弥 生 高橋　恵子 708-0804 津山市勝部609-1 0868-24-1588 0868-24-1590 就労B (福)共栄会
電気部品組立検査・帽子印刷・掃除道具加
工組立・木工作業・さき織り・カブト虫ブ
リード

美作

10 も も ぞ の 福 祉 園 片山　有三 701-1461 岡山市北区栗井2778-4 086-299-0630 086-299-0791 就労B・生介 (福)ももぞの学園
苗花の生産販売・パン菓子・バリ取り・ウ
エス・公園管理

岡山

11 桑野ワークプラザﾞ 名越　宗一 702-8002 岡山市中区桑野715-2 086-274-5160 086-200-1350 就労B (福)泉学園
クッキー・清掃・花壇植栽・野菜つくり・
箸入れ・施設外就労

岡山

12 エスポアール・セルプ 濱川　晴美 701-1225 岡山市北区福谷53 086-284-8004 086-284-8006 就移行・B (福)自然の森
さをり織り・七宝焼き・点字ブロック・ぼ
かし・箸入れ・箱折

岡山

14 多機能型事業所つばさせとうち 宮本　　勇 712-8015 倉敷市連島町矢柄6092 086-448-1811 086-448-1812 生介・B
(福)瀬戸内福祉事

業会
クッキー・肥料づめ・清掃・自動車部品加
工

倉敷

15 多機能型事業所 かさおか 山本　吉章 714-0057 笠岡市金浦746 0865-66-0844 0865-66-3451 就移行・B
(福)笠岡市社会福

祉事業会
花・米・プリン・クッキー・パウンドケー
キ・鶏糞・クリーニング・牛乳パック再生

備中

16 ほほえみ矢掛 友國　康司 714-1214 小田郡矢掛町南山田3034-4 0866-83-0491 0866-83-0492 就労B (福)敬業会
ジャム・クッキー・パウンドケーキ・草刈
作業・軽作業

備中

17 望の丘ワークセンター 宮﨑　暁弘 716-0211 高梁市川上町上大竹1231 0866-48-3080 0866-48-3088 就移行・B (福)旭川荘
椎茸・りんご・おから茶・豆腐・きなこ・
ハーブ枕・野菜・清掃作業（施設外就労）

備中

18
岡山県健康の森学園
就労継続支援事業所

真鍋　　衛 718-0313 新見市哲多町大野2034-5 0867-96-2995 0867-96-2998
移行・生訓・

B
(福)健康の森学園

鶏肉・椎茸・野菜・和牛飼育・果樹栽培管理・炭製品・
アクリル軍手・米・水田管理・餅

備中

19 わくわくワーク 五代儀 幸司 701-1211 岡山市北区一宮堂ノ本339-6 086-286-0951 086-284-9364 知通授 (福)金曜会
清掃・こんにゃく・味噌・米・マコモタ
ケ・コルク選別・ゴムバリ取り・白桃運搬
（施設外就労）

岡山

20 ハローファクトリー 辻　　典次 701-0221 岡山市南区藤田1829-5 086-296-0370 086-296-2102
就移行・B・生

介
(福)美土里会

パン・クッキー・せんべい・自動車部品に
おバリ取り・菓子箱折

岡山

21 住倉学園　箭田作業所 花田　裕史 713-8111 倉敷市真備町箭田2439 086-698-7332 086-697-9291 生介・B (福)三穂の園
EMボカシ・地粉・梅干し・ラッキョウ・の
し紙・祝箸セット・花苗・除草・除虫

倉敷

22 ヴィレッジ興産 笹野　正之 714-0005
笠岡市新賀1008－3 ときわヴィ
レッジ内

0865-65-1056 0865-65-1058 就労A・B (福)敬業会
ハム・ベーコン・ソーセージ・手工芸品・
花苗・果物・野菜苗

備中

23 わくわくハンド・ベル 安井直人 719-1134 総社市真壁399 0866-94-9091 0866-94-9092 就労B・移行 (福)金曜会
大豆生産・きな粉・野菜・椎茸・豆腐・パチンコ台
分解仕分け・公園管理・箱折・軽作業

備中

24 ウイッシュランド 角野則夫 708-1205 津山市新野東557-2 0868-36-7116 0868-36-7117 就労B
(NPO)もっこクラ

ブ
豆腐,油あげの販売・手ぬぐいタオルのデザイン
印刷・座椅子・ポンポン菓子・軽作業

美作

25 津山しらうめの会共同作業所 可児保子 708-0051 津山市椿高下125 0868-24-9012 0868-24-9012 就労B
NPO津山しらうめ
の会共同作業所

フルーツキャップ折り・手工芸品・さをり織り 美作

26 ワークショップちどり 木下逸子 703-8288 岡山市中区赤坂本町1-2 086-271-2075 086-237-2647 就労B (福) 泉学園
リサイクルはがき・名刺・しおり・弁当配
達・軽作業

岡山

29 クラシス 小林章伸 701-0111 倉敷市上東827-7 086-463-1366 086-697-5400 就労B (福)クムレ クッキー・ラスク・軽作業・洗車 倉敷


