
     ●工賃（賃金）とは

　　　　就労継続支援事業所から利用者に対して支払われた金銭のことです。

　　　  賃金となります。

     ●平均工賃（賃金）月額とは

　　　　令和３年度中に支払われた工賃（賃金）の総額を、各月利用者の延べ数で除したものです。

     ●就職者数とは
　　　　令和３年度中に一般就労又は就労継続支援Ａ型事業所へ移行した人の数です。

　（１）施設種類別の工賃（令和３年度実績）
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　（２）施設別の工賃（令和３年度実績）及び就労支援事業等
　　　　　各施設の工賃（賃金）及び就労支援事業については、各施設にお問い合わせください。

　　  　　各施設の連絡先は、72～77ページに記載しています。

1.就労継続支援Ａ型事業所

111,327円

93,489円

157,443円

75,942円

71,215円

72,318円

111,845円 1人

108,446円

101,857円

72,268円

66,793円

74,301円 2人

125,773円 1人

43,304円

46,722円

124,898円

68,440円 1人

四万十市 42,873円

　　　　なお、就労継続支援Ａ型事業所において、利用者との間に雇用契約が締結されている場合は、工賃ではなく、

平均工賃（賃金）

月額 時間額

就労継続支援Ａ型事業所 93,764円 822円

就労継続支援Ｂ型事業所 20,597円 247円

※休止中の施設を除く。

維新工房きらり クリーニング

就労継続支援Ａ型オウンパス クリーニング

こだかさ障害者支援センター 木工製品、鳴子、理美容

せるぽ
アンケート調査、データ入力、テープ起こし、ＷＥＢ製作、
ＤＴＰ等

多機能型就労支援事業所　虹の夢
老人ホーム内の掃除・洗濯業務等、マッサージ施術・受付業
務等・事務補助業務

Ｒｅｎｅｅ福祉サービス ISO22000認証取得工場内での洋菓子・パン製造、販売

ワークスみらい高知２・３
弁当うどん製造販売・ケーキどらやき製造販売・飲食店ホー
ル業務・厨房補助・清掃等

ワークスみらい高知４ 飲食店・ホール・厨房補助

ワークスみらい高知６ 飲食店・ホール・厨房補助

指定就労継続支援Ａ型事業所あいる 農作業、倉庫内作業（クリーニング）

就労継続支援Ａ型　うさぎ おしぼり・タオル加工作業

TOY connections
パソコンでの写真加工、SNS発信業務、お弁当の製造、調理
補助等

シーグラスこうち 施設外、自社農園での農作業等

クウォール 部品加工、書類のデータ化等

リエール 商品の組み立て等の軽作業

就労支援センターコーケン
水道メーター製造・分解、ガスメーター及びバルブ分解、
見守り機器製造・販売

サスケ設計工房南国 鉄骨図面（ＣＡＤ）、ＩＴ関連

四万十工房 木材加工品製造販売（フローリング、ピーリング）

施設の種類 施設数

市町村名 事業所名
平均賃金
月額

就職
者数

就労支援事業

南国市

高知市

１３　就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所利用者の工賃（賃金）及び
                                           　就労支援事業について
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四万十市 101,902円

香南市 98,310円

93,860円 1人

115,747円

佐川町 82,340円

四万十町 85,284円

2.就労継続支援Ｂ型事業所

11,333円 1人

14,009円 1人

25,245円 2人

17,152円

17,539円

14,132円

6,353円

10,550円 1人

50,416円 1人

10,768円 1人

17,673円 2人

15,766円

8,368円

12,298円

49,349円

13,414円

15,053円

18,807円 1人

20,367円

21,039円 1人

15,748円 1人

11,199円 1人

１３　就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所利用者の工賃（賃金）及び就労支援事業について

福祉工場｢中村」 縫製の仕上、清掃、メンテナンス、と畜作業等、梱包作業

みかんの丘あけぼの
菓子製造販売（自主製品、受託商品）
農産加工品製造

多機能型事業所
ウエルジョブ＆キッチンやまだ

弁当製造、調理補助、清掃作業

SORA 配食事業及び施設清掃

ほほえみ 自動車・電線部品組み立て

就労継続支援多機能型事業所　
しまんと創庫

陶芸、弁当、農作業、藁収穫・個装

就職者数

青い空
浄水器カートリッジ分解・分別、ガスメーター分
解・分別、レザークラフト、農作物分別、高次脳ト
レーニング

障害福祉サービス事業所
あさひ・はばたき

下請け（ポケットティッシュ袋詰め）、廃棄銅線リ
サイクル、クッキーの製造販売、農作業等

就労継続支援Ｂ型スウェル
クリーニング、DM作業、自主製品作成(介護エプロ
ン）、各検品作業、道路清掃

おしごと画楽 畑作業、クラフト、アート、デザイン

オーシャンクラブ
軽作業（お茶梱包、袋詰め、箱折り、いりこ割り作
業）、清掃作業、弁当製造販売

オーシャンクラブ２ ケーキ・菓子製造販売

就労サポートセンター かみまち
グループ就労（チラシ配布、農園作業、施設外就
労、清掃作業等）、座学（国語、音楽、体育）

指定就労継続支援Ｂ型事業所
きずな

軽作業(袋詰め・果実トリミング等)、名刺、施設・
公園の清掃、農作物の栽培及び販売

こだかさ障害者支援センター
木工（鳴子他）、洋裁、軽作業(袋詰め）、理美
容、鍼灸・マッサージ、喫茶

サポートぴあ
データ入力、テープ起こし、原稿入力、版下作成印
刷、パソコン教室、ＨＰ作成

さんかく広場
パン(天然酵母・イースト)製造・菓子製造・内職
(箱折り・レモンのトリミングなど）

昭光園
パン・洋菓子製造販売、ふわふわパン工房”奏”の
運営、不織布製品加工、公園清掃他

すずめ旭天神センター
洋菓子製造販売、手芸品製造販売、清掃作業、下請
け作業

すずめ共同作業所
印刷（名刺、封筒、ゴム印、アクリル板、布等）、
陶芸、洗濯バサミ、喫茶業務

てとてあさひ マッサージ、軽作業

多機能型就労支援事業所　虹の夢
農耕、清掃、ポスティング、袋詰め（各種）、軽作
業（各種）

涅槃の家
らっきょう・黒砂糖の栽培加工販売、ティッシュ・
野菜の袋詰め、道路清掃作業など

野いちごの場所
菓子製造販売、ニラ結束、自販機清掃、木質ペレッ
ト詰め、リサイクル肥料作業

アルベーテ
印刷、クリーニング、軽作業(加工、箱折り、農作
物の選別、仕分けなど）

作業所ひまわり 喫茶業務、清掃

広場さんばし
喫茶業務、委託調理製品製造、いりこ加工、ゆず、
レモン酢袋取りとトリミング作業

ポーチカ 紙製品加工、袋詰め、菓子袋見本等加工

市町村名 事業所名
平均賃金
月額

就職
者数

就労支援事業

香美市

市町村名 事業所名
平均工賃
月額

就労支援事業一般
就労

Ａ型

高知市
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11,405円

25,011円

9,912円

15,515円

11,668円

16,075円

23,486円 1人

20,874円

8,910円

13,441円

10,523円

40,329円 1人

31,071円

27,644円 1人

25,341円

7,648円

26,313円

9,589円 2人

8,675円

18,784円

9,574円

-

室戸市 33,580円

11,297円

42,001円

35,420円 1人

29,988円 1人

19,746円

19,697円

34,209円

25,768円

１３　就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所利用者の工賃（賃金）及び就労支援事業について

就職者数

ポーチカⅡ 紙製品加工、袋詰め、菓子袋見本等加工

みどり作業所
公園清掃、除草・剪定、室内清掃、ニラ結束・なす
袋詰め、薪割り、軽作業

めざめ
ティッシュ袋詰め、菓子箱折り、公園清掃、かぶせ
台紙折

作業所もえぎ
はぶ茶栽培加工、喫茶売店、トマトハウスほか受託
作業

Life time
キーホルダー、メモ帳、餌木、ジュエリー、野菜袋
詰め梱包、廃材リサイクル、清掃等

就労継続支援Ｂ型事業所
ユウアンドアイ

野菜袋詰め及び農作物などの受託、農作物の栽培と
販売、清掃業務、アルミ缶リサイクル

ライフ・ステージ蒼空舎
畑・原木椎茸・露地野菜・花卉ポット等、野菜下処
理、清掃業務、手袋製造販売

ライフ・ステージ　第２あおぞら
リサイクル回収販売、食品販売、メール便配達、清
掃、荷物運搬処理等の請負

ラフル 食品加工（瓶詰製造）、内職作業

就労継続支援Ｂ型事業所 リットの風
高齢者施設の清掃、喫茶業務、蜜柑類下処理(皮の
トリミング、文旦の実剥ぎ）

ワークスみらい高知１ 軽作業、清掃

ワークスみらい高知２・３
弁当うどん製造販売・ケーキどらやき製造販売・飲
食店ホール業務・厨房補助・清掃等

ワークスみらい高知４ 飲食店・ホール・厨房補助

ワークスみらい高知６ 飲食店・ホール・厨房補助

ワークセンター太陽
弁当・カレー製造販売、ハンバーグ製造、乾燥わか
め加工、清掃作業

すずめ通所センター 燻製品（ハム、ソーセージ）の製造販売・加工

せるぽ テープ起こし、データ入力、スキャンニング

しばてん大学農学部ひこばえ 農業、内職

就労支援事業所フィオーレ高知
パソコン作業、軽作業、アクセサリー作成、施設外
での清掃等作業、施設外での農作業等

就労継続支援Ｂ型おさかなくらぶ
熱帯魚全般（熱帯魚へのエサやり、水槽の清掃、水
質調整等）

えだは PC作業、施設外での環境整備・資材整理等

シーグラスこうち かばん製造・折箱製造・農作業など

共同作業所むろとうみがめ
パン・洋菓子製造販売、喫茶業務、ゆず皮加工、清
掃、割箸袋詰、水道メーター分解作業

共同作業所ホップあき
リサイクル（アルミ缶・古紙回収）、菓子製造
（クッキー・ジャム等）、清掃業務、油処理

ゆうハート安芸 公園清掃・剪定及び除草作業、企業受託作業

安芸市ワークセンター
機械部品組立、工芸品（干支土鈴）、木工レーザー
加工、ＵＶプリンター（印刷）

多機能事業所TEAMあき
ナス等の栽培管理～出荷、委託農家の袋詰め作業及
び出荷等

ウィール社
印刷、精米、衛生用品・ティッシュ等の袋詰め、い
りこ分解作業、菓子の帯かけ、茶パック袋詰め・計
量

就労支援事業所からふる
箱折り、シール貼り、ウエス加工、手袋形成、はぶ
茶栽－培加工－販売、物品販売

きてみいや
農産物の生産・販売・除草、木工製品のシール貼
り、四万十甘栗栽培、ポップコーン製造販売

就労支援センターコーケン 水道メーター製造・分解、見守り機器製造・販売

市町村名 事業所名
平均工賃
月額

就労支援事業一般
就労

Ａ型

安芸市

南国市

高知市
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20,468円

18,965円

8,822円

22,046円

27,680円

9,446円 1人

13,509円

23,127円

17,815円 1人

8,899円 1人

19,854円

35,719円

20,949円

42,882円

20,935円

14,899円 1人

土佐清水市 22,055円

26,942円

5,900円

12,921円

28,588円

7,236円

25,035円

20,257円

15,181円

16,815円 1人

20,756円

24,540円

25,975円

29,013円 1人

30,094円

１３　就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所利用者の工賃（賃金）及び就労支援事業について

就職者数

コージー
ゆず皮トリミング・野菜の袋詰め・割り箸袋入れ・
空き缶リサイクル

南国にしがわ農園
農耕（グァバ栽培・加工・販売）、オーガニックコ
スメ・グルテンフリークッキー

就労支援事業所未来ドア 燻製竹の加工品、介護ロボットの修理作業等

カトレア
生姜他野菜乾燥チップ製造・請負・販売、野菜・果
物のパウダー製造・販売、喫茶業務

第２太陽福祉園
農耕（水耕栽培、トマト、菌床栽培）、食品製造、
洗濯業務、軽作業

つくし作業所 菓子製造販売、野菜のパック詰め、軽作業

作業所土佐
ＥＭボカシ製造販売、土佐市指定ゴミ袋の配送業
務、農耕、クッキー製造販売

就労支援事業所ひかりの村 おせんべい製造、企業からの委託作業

多機能事業所 ＳＴＥＰ　ＯＮＥ
ししとうパック詰め、コインランドリー清掃、缶リ
サイクル、請負作業（須崎市清掃作業、JA作業、須
崎青果作業）

社会就労センター山ももの家
ティッシュ袋詰め、野菜の加工、化粧箱の組み立
て、精密部品の組み立て等

共同作業所ゆら･ら
福祉センター清掃、喫茶営業・菓子製造販売、農
園、シシトウパック詰め、みつ葉袋詰め

就労支援センター「らいふ」
洋菓子製造販売、軽作業、企業受託作業
手芸品製造販売、施設外就労

ワークセンターすくも 花卉、農作物、軽作業

ひかり共同作業所
洗濯業務、飲食店、受託事業(野菜・果実の袋詰
め、ゆず皮加工）

就労支援事業所ひだまり 花卉、農作物等販売、内職

なないろ工房
ゆずトリミング、体育館清掃、県民病院花壇管理、
内職

さんごはうす共同作業所
公園清掃（管理・草刈り）・墓掃除・缶リサイク
ル・喫茶店事業

多機能事業所「アオ」
弁当の製造販売配達、公園・官公庁の清掃、受託事
業

あゆみ共同作業所
ケーキ・クッキー製造販売、企業受託作業、リサイ
クル業等

共同作業所「きっと」･「森のいえ」
きっと：お菓子の製造販売、内職業務
森のいえ：木炭、薪、野菜の製造・販売、草刈作業

福祉工場「中村」「ウィズ」
しまんとＡＩ（環境浄化培養液）製造販売、清掃、
軽作業

共同作業所ほっとハート
ソース類製造、菓子製造販売、企業受託事業、施設
外就労

土佐しまんと本舗 野菜下処理、藁収集

ぴーす
木工商品、しまんとAI製造販売、清掃等受託事業、
農作物、テレワーク、菓子折り

Re・Guru 喫茶業務、封入作業、軽作業

香南くろしお園
花卉栽培、農作物栽培、食品加工、公園清掃業務、
各種請負作業等

風車の丘あけぼの
菓子製造販売、ペット菓子製造販売、喫茶業務、施
設外就労(農産物梱包作業他）

みかんの丘あけぼの
菓子製造補助作業、青果仕込み作業、梱包等委託軽
作業等

就労支援センターコーケン第二
水道メーター製造・分解、ガスメーターのバルブ分
解

ワークセンター白ゆり
各種クリーニング：ホテルリネン、白衣、コック
服、玄関マット、買い物カゴ等

ワークセンター第二白ゆり
布団セットリース・クリーニング（布団、毛布、施
設利用者の衣類等）

市町村名 事業所名
平均工賃
月額

就労支援事業一般
就労

Ａ型

南国市

土佐市

須崎市

宿毛市

香南市

香美市

四万十市
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奈半利町 6,708円

27,423円

33,565円

本山町 19,191円

大豊町 12,087円

土佐町 32,100円

11,011円

18,502円

中土佐町 27,329円

16,704円

27,181円

25,370円

越知町 17,934円 1人

梼原町 14,940円

日高村 15,349円

津野町 26,895円

17,486円

14,616円

22,834円 2人

11,965円

三原村 28,404円

15,239円

45,142円

１３　就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所利用者の工賃（賃金）及び就労支援事業について

就職者数

就労継続支援Ｂ型事業所
ゆずのかけはし

－

第２香南くろしお園
花卉販売（生産販売、植栽）、土販売、花壇管理、
清掃業務

多機能型事業所ワークチャンス お弁当製造、スイーツ製造補助、人形制作

りんどう
農作物販売、ＥＭ肥料製造販売、古紙・アルミ缶リ
サイクル収集、施設外実習

障害者就労継続支援Ｂ型
ワークセンターファースト

衛生用品、油類、碁石茶袋詰・包装、入浴剤封入、
贈答用箱折り、資材カット、印刷窓口

れいほくの里どんぐり
パン・焼き菓子製造販売、施設清掃受請、季節の農
作業など

就労継続支援Ｂ型事業所「なのは
な」

受託軽作業、トイレットペーパー販売、環境微生物
ミラクルやまちゃん販売

作業所ら･ら･ら
移動販売車での販売（ｺﾛｺﾛ鰹・たこ焼・他）、施設
外就労、ﾃｨｯｼｭ下請け、アルミ缶回収、町指定ごみ
袋の販売

鰹乃國の萬屋
飲食店・弁当・よろずai製造販売・リサイクル資源
物中間処理

こじゃんとはたら来家さかわ
コロッケ製造、石けん製造、野菜選別、施設外就労
(ニラの結束機作業、援農）

就労継続支援Ｂ型事業所
さくら福祉事業所

受託作業、トイレットペーペー販売、木工品制作、
いきいき百歳体操バンド販売

ほほえみ
自動車電線部品組立、部品小分け作業、電線たぐり
作業

就労継続支援Ｂ型事業所どんぐり
受託軽作業、トイレットペーパー販売、環境微生物
ミラクルやまちゃん販売

竹ぼうきの会
菓子類の製造販売、ＰＰバンドによるかご作り、イ
ベント等での販売、喫茶業務、清掃業務

ライフファクトリー茂平
清掃作業、ティッシュ詰め、喫茶、シール貼り、農
作業、弁当配達

どんぐり農園グリューネ
花木、野菜生産販売、もみの木レンタル、喫茶業
務、洋菓子製造販売、清掃作業

作業所由菜の里
軽食喫茶業務、弁当製造販売、洋菓子製造販売、清
掃業務、受託作業

就労継続支援Ｂ型事業所「あさぎ
り」

受託軽作業、トイレットペーパー販売、環境微生物
ミラクルやまちゃん販売

就労継続支援多機能型事業所　
しまんと創庫

弁当、ニラ個装、内職、施設外就労

就労継続支援Ｂ型事業所「やまび
こ」

受託軽作業、トイレットペーパー販売、環境微生物
ミラクルやまちゃん販売、清掃作業

共同作業所わらわら
切干大根の製造販売、昆布の袋詰め、柚子トリミン
グ、農業

就労支援事業所ジョブなしろ
グァバ製品(ドリンク・ゼリー・お茶)製造販売・ド
リンク製造受託・農産物生産

共同作業所ニコの種 受託作業、販売事業

市町村名 事業所名
平均工賃
月額

就労支援事業一般
就労

Ａ型

芸西村

いの町

佐川町

四万十町

黒潮町
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