
 
 
 
 

特定非営利活動法人山脈の新たな挑戦！ 
昨年の大幅な報酬改定の後、障がい者福祉サービスの事業運営がより難しくなってきました。特に

就労支援事業においては、より高工賃、企業への就職率が求められる成果主義への大きな舵とりが行

われ、成果による報酬の増減の荒波に翻弄されています。 
このような厳しい状況の中、私達は障がい者の方々のニーズに対し、これまで以上に細かな対応を

図ることで、各事業所の魅力を引出しこの荒波を乗り越えようと考えています。 
8 月 1 日より、一部の事業所を複数の福祉サービスを提供する多機能型福祉サービスに移行します。

また、授産事業による工賃の向上を目指す部門、企業への就職を支援する部門、仲間作り等の居場所

を提供する部門など、それぞれの事業コンセプトを明確化し利用者の方の選択肢を拡げ、ニーズに対

応します。私達の新たな挑戦は始まったばかりですが、ご支援をこれからも宜しくお願い致します。 
 

(１) ワークハウスみやま(多機能型福祉サービス事業所)  
                

 

 
※7/31 就労継続支援Ｂ型を廃止            ※8 月 1 日より開始 

(２) キッチンハウスみやま(多機能型福祉サービス事業所) 
 
                                  
                       ※8 月 1 日より開始 

(３) 麦のゆめ(就労継続支援Ｂ型) 
                                    
 
 
 
                        
                       ※8 月 1 日、新たな場所に事業所を開設 

（中面に続く） 

新サービスの開設に伴い、職員を急募！ 詳細の問い合せは法人本部まで！ 
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生活訓練(6 名) 

就労継続支援Ｂ型(14 名) 

生活訓練(10 名)

就労移行支援(10 名) 

就労継続支援Ｂ型(20 名) 
就労継続支援Ｂ型(10 名) 

就労継続支援Ａ型(10 名) 

就労継続支援Ｂ型(20 名) 

製菓製パン事業 

主たる事業所｢麦のゆめ｣(10 名) 

製菓製パン事業 

従たる事業所｢(仮称)工房はるな｣(10 名) 

内職などの軽作業が中心 

居場所、仲間作りなど、

共同作業所のような空間

を提供！ 

売れるパン屋さんを目標に、 

利用者さんの工賃ＵＰを！ 

2 年間の就労訓練を通じて、

企業への就職を支援します。 

利用者さんと雇用契約を結び、 

群馬県の最低賃金を保障！ 

①職業指導員（正職員） 
【資格】経験不問、要普免。 

経営･営業等の経験者、歓迎！ 

【勤務】8:00～17:00(8h/日) 

    月～金、第 2･4 土曜日(週 5 日) 

【給料】高卒 16.5 万～、大卒 18.5 万～ 

  大卒 18.5 万～、社保完備、手当あり 

②パン製造スタッフ（パート） 
【資格】経験不問、要普免。ﾊﾟﾝ好き歓迎 

   パン研修・指導あり。土日勤務有 

【勤務】6:00～12:00、10：00～16：00 

1 日 5~6h、週 4~6 日(週 20~30h) 

【時給】８８０円から 各種手当あり 

    賞与あり、有給休暇あり他 

③送迎ドライバー（パート） 
【資格】大型自動車運転免許  

【時間】朝 7:00～9:00、昼 12:00～14:00 

     夕 15:30～17:30(途中、中抜け有) 

    週 5~6 日勤務(5h/日、30h/週) 

【時給】８８０円から 各種手当あり 

    賞与あり、有給休暇あり他 



（表面から続く）　

※就労定着支援は今後、開設予定。

　　まだｻｰﾋﾞｽの提供は行っていません。

一般企業への就職を目指し
就労移行支援を利用

一般企業に就職後、
更に定着を図るため
就労移行支援を利用

特別支援学校の卒業生を
モデルとしたイメージです。
利用者の方の能力に応じ、
就労移行支援から利用す
ることも可能です。
精神障がい者の方もご利
用頂けます。

(1) ワークハウスみやまの多機能型福祉サービスのイメージ

会社訪問、企業や他の関係者との支援体制を構築し、職場への定着を支援

【生活技能訓練】

調理、洗濯、掃除、整容管理等
【生産活動】

売店業務、厨房作業等

就労訓練、ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙ＆ﾏﾅｰ、面接指導、企業実習等

【特別支援学校】

【就労移行支援】

利用期間2年間＋就労後6ヵ月まで

就労定着支援

（企業に努める方）

【就労定着支援】

企業等へ就職後、6ヵ月以降から支援

【生活訓練】

利用期間2年間

主な移行先となる福祉ｻｰﾋﾞｽ

生活介護

就労継続支援Ｂ型

来春、特別支援学校、高等特別支援

学校をご卒業予定の皆様へ

見学、体験、実習のご相談、随時、お

受けいたします。
学校の担任の先生、進路指導の先生
等をご相談の上、ご連絡下さい。

就労移行支援

（定員10名）

生活訓練

（定員10名）

ワークハウスみやまは

３つのサービスで地域生活を支援します

主な移行先となる福祉ｻｰﾋﾞｽ

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

訓練の結果を踏まえ、他の福祉ｻｰﾋﾞｽを利用

訓練の結果を踏まえ、他の福祉ｻｰﾋﾞｽを利用

ワークハウスみやまの支援の特徴

特別支援学校を卒業後、就労に関
して、途中で支援が途切れることな
く、長期に渡り行えるため、支援体
制等が変わらず、利用者の皆様に
もご安心頂けます。



（２）　キッチンハウスみやまの多機能型福祉サービスのイメージ

（３）　麦のゆめの事業所のイメージ

【場 所】

榛東村新井（予定地）

【事業のコンセプト】

共同作業所のように、日中活動(軽作業)、
居場所、仲間（ﾋﾟｱ）が集う場

【場 所】

榛東村山子田（しんとうふるさと公園）

【事業のコンセプト】

売れるパン屋さんを目指して工賃ＵＰ

【障害者雇用】

ルート配送ドライバー、弁当製造スタッフ等

【給 料】

時給制、最低賃金の保障あり

【就労訓練】

調理補助、配膳補助、配達補助、事務補助

【工 賃】

利益の一部を分配。最低賃金の保障なし。

キッチンハウスみやまは、

障がい者の方と一緒に

手作りしたお弁当を

宅配します！

就労継続支援Ａ型の利用者募集！
【内 容】 軽自動車による宅配弁当のルート配送ドライバー

【資 格】 要普免 ※利用にあたり障害者福祉サービスの支給決定が必要になります。

【勤 務】 月曜日～金曜日、10時～15時（4h/日・20h/週程度）

【時 給】 ８１０円 ※群馬県の最低賃金を保障します。

※但し、労働状況により最賃除外を受ける場合もあります。

【その他】労働条件により雇用保険加入あり、ﾏｲｶｰ通勤可。送迎サービス有り

就労継続支援Ａ型の対象者

①障害者手帳をお持ちの方で
就職したい方

②うつ病等でリワーク活動中の方

③就労継続支援B型や生活訓練か
ら ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟしたい方

就労継続支援Ａ型の利用は、就労

訓練ではなく、雇用契約を結び障

害者雇用となります。

ご利用できる方は、病状が安定し、

上手に病気と付き合い、病状管理

がある程度できる方が対象です。

「キッチンハウスみやま」

【就労継続支援Ｂ型】 【就労継続支援Ａ型】

就労継続支援Ｂ型

（定員10名）

就労継続支援Ａ型

（定員10名）

キッチンハウスみやまは

２つのサービスで就労を支援します

ご応募をお待ち
しています！

麦のゆめは
ふたつの事業所になります。

場所も異なります。

「麦のゆめ」

就労継続支援Ｂ型

（10名+10名）

【麦のゆめ】

主たる事業所（10名）

【（仮称）工房はるな】

従たる事業所（10名）

それぞれ、異なるコンセプト



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新年度(平成 31 年)度賛助会員募集中！ 
 「山脈」の設立趣旨に賛同し、私達の活動を応援してくれる方を募集します。一口 2,000 円で何口でもか

まいません。昨年に引続き、皆様の温かいご理解とご支援を宜しくお願い致します。 
賛助会員 年会費 2,000 円(一口) 

法人からのご案内 

法人の最新情報は下記のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧になれます！ 

レクリエーションのご案内 

絵 画 教 室  
日 時：7 月 17 日(水) 14：00～15：00 
場 所：みやま工房 事務棟 2 階 会議室 
参加費：200 円 材料費等 
初心者でも参加できます。興味のある方は、

是非、ご参加下さい。 
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