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（様式２） 物品・役務一覧表

就労
移行

就労
継続Ａ

就労
継続Ｂ 分類 具体的内容 特記事項

1 サンクスラボ株式会社 サンクスラボ名護オフィス
沖縄県名護市大中1-5-1

具志堅ビル1F
0980-53-7600 0980-53-7600 ○ I　T インターネットサービス

インターネットサービスの中で

コミュニケーションを行うお仕

事です。

2
NPO法人名護市障がい者関

係団体協議会
福祉サービス事業所のびる 沖縄県名護市為又1220-112 0980-54-1493 0980-53-1295 ○ ○ 食品

菓子製造販売・調理パ
ン(サンドイッチ等)製造
販売

道の駅・病院等の売店にて販売

3
NPO法人名護市障がい者関

係団体協議会
福祉サービス事業所のびる 沖縄県名護市為又1220-112 0980-54-1493 0980-53-1295 ○ ○ 食品

オードブル、弁当、重箱
製造販売

受注製造販売

4
NPO法人名護市障がい者関

係団体協議会
福祉サービス事業所のびる 沖縄県名護市為又1220-112 0980-54-1493 0980-53-1295 ○ ○ 手工芸品

貝殻細工、革製品作
り、その他手工芸

道の駅等で販売

5 一般社団法人アトリエみらい
福祉サービス事業所フロンティ

ア
沖縄県名護市字我部祖河208-1 0980-52-4848 0980-52-4848 〇 食品 コーヒー 道の駅等で販売、ギフト等

6 一般社団法人アトリエみらい
福祉サービス事業所フロンティ

ア
沖縄県名護市字我部祖河208-1 0980-52-4848 0980-52-4848 〇 軽印刷

チラシ、パンフレット、名
刺他

7
(株)知的障害者支援センター

かけはし
障害福祉サービス事業所

かけはし
沖縄県名護市我部祖河１１９７番

１３
0980-54-4933 0980-43-7011 〇 食品 パン製造・販売 販売場所や、その他事項　等

8
(株)知的障害者支援センター

かけはし
障害福祉サービス事業所

かけはし
沖縄県名護市我部祖河１１９７番

１３
0980-54-4933 0980-43-7011 〇 清掃 除草、施設清掃

アパートの草刈り・清掃、公共
施設等のハウスキーピングを
行っています。　等

9
(株)知的障害者支援センター

かけはし
障害福祉サービス事業所

かけはし
沖縄県名護市我部祖河１１９７番

１３
0980-54-4933 0980-43-7011 〇 寝具

タオル仕分け、ガウン
たたみ

綿久寝具会社名護工場にて
施設外就労を行っています。

10
社会福祉法人
いしなぐ福祉会

いしなぐ
（多機能型事業所）

沖縄県名護市字
宇茂佐804番地２

0980-52-1479 0980-53-5964 ○ 清掃・管理
除草、トイレ掃除、ゴミ
拾い、剪定

公共施設や民間、委託作業で
の実績があります。

11
社会福祉法人
いしなぐ福祉会

いしなぐ
（多機能型事業所）

沖縄県名護市字
宇茂佐804番地２

0980-52-1479 0980-53-5964 ○ 手芸
さをり織り、製品作成販
売

記念品や贈り物等に利用され
ています。

12
社会福祉法人
いしなぐ福祉会

いしなぐ
（多機能型事業所）

沖縄県名護市字
宇茂佐804番地２

0980-52-1479 0980-53-5964 ○ 木工製品
座卓、皿、花台、バター
ナイフ他、小物の製造
販売

座卓、花台等は、個人宅や居
酒屋への納品実績がありま
す。

法人名
提供可能な物品・役務（サービス）

事業所名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
サービス種類
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13
社会福祉法人
いしなぐ福祉会

いしなぐ
（多機能型事業所）

沖縄県名護市字
宇茂佐804番地２

0980-52-1479 0980-53-5964 ○ 創作品
ポチ袋、マグネット等、
創作品作成販売

記念品や贈り物等に利用され
ています。

14
一般社団法人

フォープレストwill
就労継続支援A型

夢咲来
沖縄県名護市大北4-23-6 0980-54-2755 0980-54-2765 ○ 食品 塩製造・販売 道の駅などで販売しています

15
一般社団法人

フォープレストwill
就労継続支援A型

夢咲来
沖縄県名護市大北4-23-6 0980-54-2755 0980-54-2765 ○ 雑貨 洋裁・木工等

地域のイベントや福祉祭り等
に
出店・販売をしています

16
一般社団法人

フォープレストwill
就労継続支援A型

夢咲来
沖縄県名護市大北4-23-6 0980-54-2755 0980-54-2765 ○ 清掃 施設清掃

施設外就労として老人ホーム
の
施設清掃を行っています

17
一般社団法人

フォープレストwill
就労継続支援A型

夢咲来
沖縄県名護市大北4-23-6 0980-54-2755 0980-54-2765 ○ 厨房 洗浄・調理補助

施設外就労として老人ホーム
の
厨房の補助作業を行っていま
す

18 特定非営利法人 ロービジョンライフ名護 沖縄県名護市為又１０５０－１ 0980-54-3460 0980-54-3460 ○ 食品 もやしの整除･販売
　○1袋200グラム（100円）
　○注文の場所への配達
　○毎週水曜日

19 特定非営利法人 ロービジョンライフ名護 沖縄県名護市為又１０５０－１ 0980-54-3460 0980-54-3460 ○リサイクル
用品の収集
　古紙・ダンボール
空き缶等の回収

公的機関等からの連絡を受
け、訪問して回収します。

20 特定非営利法人 ロービジョンライフ名護 沖縄県名護市為又１０５０－１ 0980-54-3460 0980-54-3460 ○ 点字打刻 名刺や案内文等を点字
で作成

当事業所は、平成30年3月8日
申請により、一般債権者として
沖縄県に登録されています。

21 合同会社　ONEHEART わんはーと
沖縄県国頭郡国頭村辺土名263-

３
0980-41-3010 0980-41-2495 ○ 食品 カフェ 事業所内

22 合同会社　ONEHEART わんはーと
沖縄県国頭郡国頭村辺土名263-

３
0980-41-3010 0980-41-2495 ○ 食品 パン製造・販売 事業所内

23 合同会社　ONEHEART わんはーと
沖縄県国頭郡国頭村辺土名263-

３
0980-41-3010 0980-41-2495 ○ 清掃 除草、清掃 施設外作業

24 合同会社 ONE HEART 障がい者支援センターぴゅあはーと
沖縄県国頭郡国頭村字辺土名

275-1
0980-50-1013 0980-50-1014 〇 手工芸

クラフトバック製造・販
売
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25
社会福祉法人今帰仁村社会

福祉協議会
ソーシャルサポートおとばの杜 沖縄県今帰仁村字天底６２番地 0980-56-4788 0980-43-5518 〇 〇

食品
弁当販売

パン・菓子製造・販売、
弁当・オードブル製造・
販売

パンは、平日週４回（木曜休
み）、午前中に製造し午後移
動販売。
弁当・オードブルは注文に応じ
て対応しています。

26
社会福祉法人今帰仁村社会

福祉協議会
ソーシャルサポートおとばの杜 沖縄県今帰仁村字天底６２番地 0980-56-4788 0980-43-5518 〇 〇 清掃 請負作業

一人暮らし宅や作業が困難な
方などから依頼を受け、草刈
り・清掃作業を行っています。

27
社会福祉法人今帰仁村社会

福祉協議会
ソーシャルサポートおとばの杜 沖縄県今帰仁村字天底６２番地 0980-56-4788 0980-43-5518 〇 〇 手工芸品

クラフトテープでの作品
お守り、ブレスレット等

地域のイベントや祭り会場で
販売しています。

28
社会福祉法人今帰仁村社会

福祉協議会
ソーシャルサポートおとばの杜 沖縄県今帰仁村字天底６２番地 0980-56-4788 0980-43-5518 〇 〇 その他

除菌水（ウィッキル）、
次亜塩素酸水の卸、
販売

定期的な歯科医院への納品、
地域のイベントや祭りでの販
売
ウイルス対策等にお役にたて
ます。

29 合同会社　仲大道 がんばろう事業所 沖縄県今帰仁村字天底９１番地 0980-56-3901 0980-56-3901 ○ パソコン・木工 名刺作成・木工作品販売木工品で表札、店看板の注文

30 社会福祉法人名護学院 在宅支援センターゆいとぴあ 沖縄県本部町字大浜885-1 0980-47-5355 0980-47-5444 ○ ○ 食品 パン製造販売　清掃業務アパート物件 清掃

31 社会福祉法人　豊
ほう

 饒
じょう

 会
かい

スマイル
沖縄県国頭郡本部町字渡久地

493番地の1
0980-47-2945 0980-51-6904 ○ ○ その他の物品

次亜塩素酸水（ソリュー
ションウォーター）の製
造販売

給食センターや保育所、児
童、障がい、老人施設へ、イン
フルエンザやノロウイルスの
対策に効果のある次亜塩素
酸水を施設内で製造し、販
売。納品先は本島一円、80か
所に上ります。（施設内のウイ
ルス対策に効果的、大切な利
用者・職員を病原菌から守り
ます）

32 社会福祉法人　豊
ほう

 饒
じょう

 会
かい

スマイル
沖縄県国頭郡本部町字渡久地

493番地の1
0980-47-2945 0980-51-6904 ○ ○ 清掃・施設管理 除草、清掃

公園の除草作業を行います。
刈払機、ブロワ、トリマー、各
種トラック、２ｔパッカー車を保
有しており、公園や施設、緑地
帯等の除草を行います。また
公共の施設（ビーチ、漁港、公
園、施設等）の清掃、ゴミ回収
を実施しています。
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33 社会福祉法人　豊
ほう

 饒
じょう

 会
かい

スマイル
沖縄県国頭郡本部町字渡久地

493番地の1
0980-47-2945 0980-51-6904 ○ ○ 清掃・施設管理

草花の植付、撤去、灌
水等の飾花管理

公共施設などの飾花管理を行
います。草花の撤去処分、季
節や環境に適した草花の植
付、肥料やり、灌水等の維持
管理業務全般を行います。

34 社会福祉法人　豊
ほう

 饒
じょう

 会
かい

スマイル
沖縄県国頭郡本部町字渡久地

493番地の1
0980-47-2945 0980-51-6904 ○ ○

その他サービス
役務の提供

軽作業の受託
菓子箱折作業・商品の箱詰
め、検品、タグ付け、封入、ラ
ベル貼り等

35 社会福祉法人　豊
ほう

 饒
じょう

 会
かい

スマイルＬｅａ
レア 沖縄県名護市大中4丁目15番11

号
0980-47-2945 0980-51-6904 ○

その他サービス
役務の提供

軽作業の受託
菓子箱折作業・商品の箱詰
め、検品、タグ付け、封入、ラ
ベル貼り等

36 社会福祉法人名護学院 ワークセンターもとぶ 沖縄県本部町字大浜858番9 0980-43-5107 0980-43-5108 ○ 園芸・受託
草花生産販売
公園管理・資源ゴミ分
別

一年を通し草花生産販売、公
園管理、資源ごみ分別、赤土
流出防止ベチバー生産販売

37 いちゃゆん会 福祉サービス事業所ちむぐくる 伊江村字東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 ○ 清掃 海岸清掃、花壇管理
役場に委託された海岸の清掃
や花壇の管理を行っています

38 いちゃゆん会 福祉サービス事業所ちむぐくる 伊江村字東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 ○ 食品

菓子（黒糖ピーナツ、
サーターアンダギー、
パウンドケーキ）　製
造・販売

村内の主な売店で販売
自分達で作った豆や、村内で
採れた麦を使っています

39 いちゃゆん会 福祉サービス事業所ちむぐくる 伊江村字東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 ○ 手作り小物
アダン葉、ビーズ等を
使った手作り小物
製造・販売

村内の主な売店で販売
アダン葉は材料の調達、処理
から行います

40 いちゃゆん会 福祉サービス事業所ちむぐくる 伊江村字東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 ○ 委託作業
紅芋、ラッキョウ、ニン
ニク皮むき作業

村内の業者に委託された作業
です

41 社会福祉法人 福祉サービス事業所　すまいる
沖縄県島尻郡

伊是名村字仲田1163番地
0980-45-2292 0980-45-2192 ○ 清掃・小物販売

公共トイレ清掃、小物
制作・販売

週3回の公共トイレ清掃、
他日は小物制作中心に作業
を
行っています。


