
【就労継続支援B型】 ※事業所によっては就労移行、A型、生活介護等のサービスを併せ持っているため、「主な活動内容」にB型以外の活動内容が記載されている場合があります。

可・不可 料金 特別食対応 可・否 車イス対応 範　囲

福祉就労センター楓葉館 沖縄市知花6-36-2 098-938-5443
http://www.fuyonokai.co

m
ﾋﾞﾙのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　下請け　木工 不可 可 300 要相談 要相談 不可 市内のバス停（送りのみ） 不可 可

読谷からはーい 読谷村大木124-5　大木Ｈ101 098-923-3614
http://karahai.okinawa/bu

siness.php

農作業、室内作業（野菜の出荷準備等）、村役場で

のカフェ運営等
不可 可 150 要相談 可 不可

読谷村

嘉手納町
要相談 要相談

多機能型障害福祉サービス事業所つながり うるま市田場52番地2 098-975-6181
http:///www.tunagari-

okinawa.com/tunagari
弁当製造 要相談 可 要相談 可 可 沖縄市　うるま市 要相談 要相談

福祉支援ちゅら　うるま うるま市平良川148番地2 098-979-3132
Tシャツ納品、シーツたたみ、おしぼり出荷、きくら

げ選別、創作活動
不可 可 300 要相談 可 不可 事業所より30～40分圏内 不可 不可

就労支援事業所　ゆいまーる うるま市石川2-40-7 098-964-6696
http://okinaka.or.jp/yuim

aru.html

農作業、土作り、草刈り作業、弁当販売、建物(ビ

ル）清掃作業
不可 可 350 要相談 可 不可

うるま市、沖縄市、金武町、恩納村、

読谷村（往復１時間程度）
要相談 要相談

就労支援センターぴゅあ 沖縄市登川508-1 098-989-7340
http://www.kisyouhukusi

kai.com/
食堂・弁当・食品加工（豆腐作り、菓子作り等） 不可 可 100 不可

A型:なし

B型：有
不可 不可 不可

就労支援センタージョイ
沖縄市大里一丁目11番37号

沖玩ビル4-B号室
098-989-7521

就労支援センター　うぃず 読谷村比謝矼55番地　比謝矼複合施設1階 098-989-5420 http://withyomitan.com
屋内作業（昆布結び、はし入れ、野菜皮むき）屋外

作業（畑、施設清掃、ごみ袋配達など）
不可 可 150 不可 可 不可 読谷村・嘉手納町・北谷町一部 要相談 要相談

就労継続支援事業所　ｅ－ライン 読谷村字座喜味1866 098-957-3890 HPなし

①沖縄黒線香の選別・結束・梱包・箱詰・袋詰め②

木炭の製粉・袋詰・運搬納品③廃油の回収・運搬④

精米・袋詰⑤野菜の袋詰

不可 可 150～300 要相談 可 不可 読谷～嘉手納 要相談 不可

可・不可 料金 特別食対応 可・否 車イス対応 範　囲

就労継続支援B型事業所　Luce 沖縄市古謝2-14-19 098-977-7202 ガラス工芸、染織、金工、アクセサリー作成 不可 可 不可 可 不可 うるま市、沖縄市 可 不可

就労継続支援B型事業所　サマンの木 うるま市前原411番地４ 098-989-5812
軽作業（①商品検品（菓子・建築資材）②袋・箱詰

③シール貼り）草刈・剪定作業　座学
不可 可 150 不可 可 不可 うるま市内（それ以外は要相談） 要相談 不可

就労継続支援A型事業所　明/　Ｂ型　日和 沖縄市泡瀬２丁目54番５号 098-937-6101 縫製作業　織物作業 不可 可 250 要相談 可 不可 沖縄市近郊（要相談） 不可 不可

就労センター　てぃーだ泡瀬
沖縄市泡瀬四丁目11番18号

てぃーだうりずんビル
098-929-0123 http://tida-social.com

農作業、野菜選別、チラシ折、ポスティング、自販

機補充、レコードクリーニング、パソコン、手工芸
不可 可 不可 要相談 不可 要相談 不可 不可

自立プラザ希織 沖縄市山内1-11-15 098-933-8810
http://www.sineikai.com/i

ndex.htm

木工、草刈、縫製、園芸、手芸作業、公園清掃、創

作活動、レクリエーション
不可 可 要相談 要相談 不可 中部圏域 要相談 要相談

自立サポートセンターみらそる 中城村南上原831 098-894-5570
http://www.milasol.org/in

dex.php

①座学:挨拶や報告の仕方など社会的マナーを修得し

ます。

②企業実習:職員が同行し、お仕事を体験します。

不可 可 100 不可 要相談 不可 可 不可

指定就労継続支援（B型）事業所　ありのまま 沖縄市美里一丁目４番27号 098-938-1530 HPなし 手工芸・EM洗剤・編み物・パッチワーク・他 不可 可 200 要相談 可 可 うるま市・沖縄市 可 要相談

就労継続支援(B型)事業所　あいとぴあ うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 http://aitopia.okinawa 男性建築業の手伝い、草刈り、資源ゴミの回収 不可 可
0（現在無

償提供中）
不可 可 可 うるま市、沖縄市 可 可

西海岸中部地域総合支援センター　たかしほ 読谷村字高志保1047-1 098-958-4483
http://www.kaihofukushi.

com
パン製造・宅配・調理 不可 可 350 不可 可 可 中部圏域　要相談 要相談 要相談

可・不可 料金 特別食対応 可・否 車イス対応 範　囲

元気サポートウェルよみたん 読谷村座喜味1866番地 098-957-1107 HPなし 軽作業　制作活動　機能訓練　入浴（B型外作業） 不可 可 150
要相談（特別

食きざみ）
可 不可 読谷村～北谷（一部） 不可 不可

ゆいまーる元気
沖縄市登川１丁目３番25号

メゾン都志102号
098-989-4744

https://www.yuima-

ru2016.jp/
公園清掃、草取り、ビーズ作成(手工芸)、封入作業 不可 可 100 不可 可 不可 不可 要相談

楽学喜support ACCENDO 音市場
沖縄市上地１－１－１

コザミュージックタウン102
098-987-8530

https://ameblo.jp/bossgo

rilla0123/
ポップコーン製造・販売など 不可 不可 可 可 可 可

楽学喜support ACCENDO 宜野湾市宇地泊549番地 金盛ビル2F 098-943-7300
https://ameblo.jp/bossgo

rilla0123/

ポップコーン製造・販売など

ホテルバックヤード清掃など
不可 不可 可 可 うるま市～西原町一部 可 可

楽学喜support ACCENDO kitanaka office 北中城村安谷屋2191-4 098-923-1553
https://ameblo.jp/bossgo

rilla0123/
ポップコーン製造など 不可 不可 可 可 うるま市～西原町一部 可 可

愛音楽（アネラ）はうす 沖縄市海邦1-8-3 098-989-3912
http://anerahousi2.wixsit

e.com/kentomi
通所Ｂ型在宅就労Ｂ型 不可 可

200

（保護世帯

100）

要相談 可 可
うるま市

沖縄市
可 要相談

ゆいまーる
沖縄市泡瀬２-28-17

コーポゆうな１Ａ号室
098-937-6522

洗車作業、箱折り作業、ホテル清掃作業、FC琉球

ホームゲーム看板・のぼり設置作業
不可 可 0 不可 可 不可 沖縄市近郊（他市要相談） 要相談 要相談

ゆいふぁーむ沖縄 沖縄市大里一丁目26番29号 098-989-3326 HPなし ハーブ苗や水草類の生育、販売 不可 可 150 不可 可
沖縄市内のみ

要相談
不可 不可

多機能事業所　てぃーだ 沖縄市古謝津嘉山町14番16号　1階 098-989-7075

http://yui-

taishin.jimdofree.com/多

機能型事業所-てぃーだ/

パン作り、ラベル貼り、洗い物、販売、清掃など 不可 要相談 350か450 不可 可 要相談 不可

可・不可 料金 特別食対応 可・否 車イス対応 範　囲

チャレンジドセンターてぃだ うるま市勝連平安名1655番1（3階） 098-978-7236
https://thida-

yokatsu.com/

もやしのヒゲ取り・手工芸・老人ホーム清掃・道路

清掃・鶏舎清掃・移動販売・パソコン訓練
不可 可

0（現在無

償提供中）
不可 可 可 うるま市・沖縄市・その他地域要相談 可 要相談

チャレンジド・ファームおきなわ うるま市みどり町二丁目15番5号　２階 098-988-5644 https://cf-okinawa.com/
完全密閉型の水耕栽培設備による葉野菜生産が主な

活動内容
不可 可 100 不可 可 不可 うるま市・沖縄市 不可 不可

ソーシャルトレーニングアソシア 北谷町上勢頭669-1 098-989-1818 https://associa-lnd.co.jp/
カフェレストラン運営（接客、厨房、製菓、庶務）

宿泊施設の清掃
不可 可 250 要相談 可 不可 沖縄市、北谷、宜野湾、浦添 要相談 不可

セルフサポートセンターぴゅあ 沖縄市登川2-31-10 098-934-9700
http://www.kisyouhukusi

kai.com/

（A型）食堂（接客・調理）

（Ｂ型）食品加工（豆腐、みそ）、畑・陶芸など

（生活訓練）ＡＤＬ指導、訓練

要相談 可
100(加算割

の場合）
要相談 可 可 沖縄市、うるま市 要相談 可

スーパーチャレンジセンターミライ 沖縄市胡屋七丁目５番35　伊禮門１階
098-987-8157

(FAX兼用）
http://mirai-center.com/ EM洗剤作り、箱折り作業、PC練習、洗車 不可 可 250 可 不可 沖縄市内 不可 不可

ジョブきらめき水釜 嘉手納町水釜１５１番地１ 098-989-7207
https://kirameki-

family.org/facility_11/

手工芸品作り(ｿｰﾌﾟﾌﾗﾜｰ・木工商品・島ぞうり等)クｸ

ﾗﾌﾄ・PPﾊﾞﾝﾄﾞｶｺ作り、畑作業、野菜の仕分け作業ﾞ
不可 可 150 要相談 可 不可 嘉手納町　読谷村　沖縄市　北谷町等 不可 不可

プラザあやはし
うるま市勝連平安名1845

佐久田アパート1F
098-978-7317

自社ビニールハウスにてネギの生産、出荷、清掃作

業、手工芸作業
不可 可 100 不可 可 不可

うるま市

沖縄市
要相談 不可

コピス 沖縄市海邦2丁目27番6号 098-989-8701
https://twitter.com/coppi

ce777
小物、雑貨等の作成・販売 不可 不可 可 不可 沖縄市内 可 可

就労継続支援事業所B型　きずな 沖縄市泡瀬1-5-14 098-929-4733

http://yui-

taishin.jimdofree.com/就

労継続支援ｂ型-きずな/

弁当づくり等 不可 要相談 350か450 不可 可 要相談 不可

可・不可 料金 特別食対応 可・否 車イス対応 範　囲

エデュカーレ
宜野湾市真栄原三丁目17番２号

友愛ビル２階
098-975-5048

https://educareginowan.c

om/
・施設内外での作業、生活訓練など（B型） 要相談 可

￥200（減免対

象は￥100）
要相談 可 可 本島中南部 可 可

うるま市障がい者支援センターあやはし苑 うるま市与那城照間702 098-978-1280
http://www.ayahashien.c

om

軽作業（建設資材の部品組立）・革レザークラフ

ト・工場作業・草刈作業・洗車作業
不可 可

400（地活

の場合）
可 可 可 うるま市 可 不可

studio life work 沖縄市中央四丁目11番2号 098-923-1709 http://studiolifework.com
・生産活動あり（希望者）　・写真、小物製作等

・ラジオ出演　・youtube動画作成
可 可 250 要相談 可 可

沖縄市・うるま市・中部地区（要相

談）
可 可

sorato 沖縄市照屋１丁目15番２号 098-937-2500
http://www.sorato1152.c

om

ＤＴＰ（パソコンでのデザイン注文作成、チラシ、

パンフレット、名刺）

印刷（Ｔシャツ、タオル、トートバッグ）

軽作業（クラフト、ステッカー）

不可 可 70 不可 可 可
うるま市、沖縄市、北中城沖縄市以外

は要相談
可 要相談

ｆｕｎラボ うるま市田場1105番地9 098-974-6080
http://www.funee.okinaw

a

さをり織り　縫製　イラスト作成　カラーセラピー

ウォーキング　調理実習
不可 不可 可 不可 うるま市　沖縄市 要相談 要相談

福祉支援ちゅら　えのび
うるま市栄野比805-1

ロイヤルヒルズ101
098-982-4657

Tシャツ納品、シーツたたみ、おしぼり出荷、

きくらげ選別、創作活動
不可 可 300 要相談 可 可 事業所より30～40分圏内 可 可

就労支援事業所　こみこみ うるま市石川東山本町2-12-15 098-963-0073 https://kisanishikawa.jp/

パンの製造販売、農産物の委託販売、弁当、

ケータリング、カフェ（コロナで休）、一般就労に

向けての就職活動

不可 可 385 要相談 不可 不可 不可 不可

昼食提供 送 迎 の 対 応
事業所－名称 事業所－住所 事業所－電話番号 事業所ＨＰアドレス 主な活動内容 医療的ケア

車イス利用者
の受入

トイレ・　移乗等
の介助

事業所－名称 事業所－住所 事業所－電話番号 事業所ＨＰアドレス 主な活動内容 医療的ケア
昼食提供 送 迎 の 対 応

車イス利用者
の受入

トイレ・　移乗等
の介助

事業所－名称 事業所－住所 事業所－電話番号 事業所ＨＰアドレス 主な活動内容 医療的ケア
昼食提供 送 迎 の 対 応

車イス利用者
の受入

トイレ・　移乗等
の介助

事業所－名称 事業所－住所 事業所－電話番号 事業所ＨＰアドレス 主な活動内容 医療的ケア
昼食提供 送 迎 の 対 応

車イス利用者
の受入

トイレ・　移乗等
の介助

事業所－名称 事業所－住所 事業所－電話番号 事業所ＨＰアドレス トイレ・　移乗等
の介助主な活動内容 医療的ケア

昼食提供 送 迎 の 対 応
車イス利用者

の受入
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