
事務所（何でも相談窓口）
〒 673-0870
明石市朝霧南町２丁目１-13 吉川マンション２号室

TEL
FAX

078-939-6224
078-915-8996

こぐまくらぶ

●就労継続支援Ｂ型●生活介護●グループホーム●計画相談支援
●喫茶『YELL』●お好み焼き『こいち』

●Tシャツプリントショップ『COLOR』●クッキー工房『スイーツベア』
●ワッフル『Little Bear’s Kitchen』●出張所『Little Bear’s a la carte』

なんせ明るく、なんせ笑顔で、そしてありのままを大切に
～願いをのせた個別支援計画のために～

やってます！

@koguma_club



こぐまくらぶ 基本理念８条

こぐまくらぶとは？

◆ 当事者主体のサービスを行う
◆ 地域とのかかわりを大切にする
◆ 社会資源とのネットワークを大切にする
◆ 可能な限り、ノーマライゼーションな社会を目指す
◆ 人としての価値を知る、または伝えていく
◆ 誠実、熱意、献身的、な思いをもつ
◆ 個性と感性の尊重
◆ 専門職としての価値と倫理を磨き続ける こぐまくらぶ　理事一同

　こぐまくらぶでは、就労継続支援Ｂ型として生活の自立や福祉的就労の場もしくは社会的就労を
目指す方への支援を行っています。
　生活介護事業として、介護や医療的ケアを希望される方や仕事や生活の訓練としての介護及び自立
活動を兼ねて希望される方への支援及び介護を行っています。
　グループホームは、利用される人たちの自宅として生活の場及び生活の自立を促せる支援を行っ
ています。
　計画相談支援では、障がい福祉サービスを利用される方へのサポートプラン（サービス等利用計画）
の作成や基本相談として、家族の方や地域の方の相談も受けております。
　また、職員さんの働きやすい環境として、企業主導型保育事業を行っております。

計画相談支援事業所　

こぐまくらぶ事務所

就労継続支援 B 型

生活介護

� P ５

� P11

こぐまくらぶ舞子� P ６
こぐまくらぶ舞子坂� P ６
こぐまくらぶ明石ウエスト� P ８
スイーツベア� P ８

こぐまくらぶ舞子� P ６
こぐまくらぶ森友Ⅰ ･ Ⅱ� P ７
こぐまくらぶ朝霧� P ７
こぐまくらぶ明石� P ８
こぐまくらぶ垂水� P ９

グループホーム

第１ホーム� P11
第２ホーム� P11
第３ホーム� P11
第４ホーム� P11
サテライト� P11

出張所
お好み焼き こいち� P ６
喫茶　YELL� P ９
販売所 Little Bear’s a la carte� P ９

企業主導型保育園
こぐまほいくえん朝霧駅前園� P10
こぐまほいくえん大蔵谷園� P10
こぐまほいくえん南朝霧園� P10
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役員紹介

スタッフスキルアップ研修

ボランティア募集・実習生の受け入れ

理事長
松本 将八（経験約16年）

●社会福祉士　
●精神保健福祉士
●介護福祉士　
●介護支援専門員

副理事長
溶田 洋子（経験約14年）

●サービス管理責任者
●介護福祉士　●幼稚園教諭
●小学校教諭

副理事長
佐々木 淳子（経験約11年）

●サービス管理責任者
●介護福祉士

理　事
福井 美鈴（経験約24年）

●サービス管理責任者
●介護福祉士　●保育士
●社会福祉主事　
●相談支援専門員

理　事
松岡 由美子

（経験約15年）

●サービス管理責任者
●介護福祉士

理　事
岡畠 まり

（経験約７年）

●日商簿記２級

副理事長
中山 桂子（経験約10年）

●サービス管理責任者
●介護福祉士　●社会福祉主事
●主任相談支援専門員

理　事
小倉 美紀（経験約7年）

●サービス管理責任者
●介護福祉士

監　事
多田 和樹

㈱すこやかライフ代表

監　事
木下 隆志

兵庫県立大学大学院
経営研究科 教授

2021年6月現在

職員数182名

有資格者延べ人数	
・介護福祉士22名　・社会福祉士4名　・精神保健福祉士2名　・社会福祉主事6名
・サービス管理責任者15名　・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修）6名　
・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）11名　・初任者研修26名
・実務者研修9名　・看護師6名　・准看護師2名　・保育士14名

　こぐまくらぶではスタッフのスキルアップの為、内部研修はもちろん、外部で開催されている様々な
研修にも積極的に参加しています。研修の多い職場ですが、参加は自由です。
　研修を通して気づきややりがいを感じてもらえ、フォロー体制もあるので未経験でも安心して勤務で
きます。また、スタッフ間の交流や親睦を深めてもらう会もあります。

ボランティア募集
　学習や作業のお手伝いをボランティアでしてくださる方を
大募集しています。各事業所、明るく楽しくを心がけていま
す。お気軽にお電話ください。
・交通費：1日上限　1000円
・お弁当はこちらで用意します。
　詳しくは、各事業所までご連絡ください。

実習生の受け入れ
　こぐまくらぶでは福祉人
材の育成に貢献するため、
実習生を積極的に受け入れ
ています。

■2019年度	研修

内部
研修

ＮＬＰ研修、社員研修、サビ管研修、管理者研修、主任・
副主任研修、スキルアップ研修、保育研修、グループ
ホーム研修、就労支援Ｂ型研修、生活介護研修など

外部
研修

相談支援従事者現任研修、精神保健福祉従事者研
修、発達支援研修、医療的ケア児支援者養成研修、Ｓ
ＳＴ（社会生活技能訓練療法）、強度行動障害支援者
養成研修、発達障害実務者養成講座、２０１９年度障
害者虐待対応力向上研修、ＴＥＡＣＣＨプログラム、
保育安全研修、感染症対応、乳児保育、子育て支援
員、事故防止対策、ＢＣＰ研修、防災研修、安全運転
講習、ワーク・ライフ・バランスシンポジウムなど

■2020年度	研修

内部
研修

ＮＬＰ研修、社員・フルパート研修、サビ管研修、管理者研修、主任・副主任研
修、プログラム研修、保育研修、グループホーム研修、就労支援Ｂ型研修、生
活介護研修、事務員会議、ドライバー研修、全体会議、虐待防止研修、感染症
対策に関する研修など

外部
研修

障害と介護の支援をつなぐ研修、就業支援基礎研修、発達障害実務者養成講
座、兵庫県相談支援従事者初任者研修、知的障碍者移動支援従業者実習、移動
支援従業者養成講座、兵庫県相談支援従事者基礎研修、神戸市特定相談支援事
業所連絡会及び研修、サービス管理責任者等基礎研修（共通講義）、サービス管
理責任者児童発達支援管理責任者研修、障害者施設における新型コロナ感染症
対策、明石市権利擁護・障碍者虐待防止研修、障害者虐待対応力向上研修、障害
福祉サービス事業所のICTを活用した業務改善研修、雇用環境整備資格など
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こぐまくらぶ 一日の流れ ・日祝休み
・工賃は末締めの翌月２０日払い

	９：３０ ラジオ体操・朝礼

１０：００ 作業・デイケア活動

１０：４０ 休憩（時間を変更するときもある）

１０：５０ 作業・デイケア活動

１２：００ 昼食

１３：００ 学習

１３：４０ 休憩（時間を変更するときもある）

１３：５０ 作業・デイケア活動

１４：３０ 掃除

１５：3０ 終礼・自由時間・送迎

１６：００ 帰宅時間

こぐまくらぶ サービス内容

　作業だけでなく、デイケア活動を取り入れ、様々な社会体験を通して、サポートしています。
　また、仲間と楽しむことやコミュニケーションの練習も大切にしています。

各事業所での作業です。
質の良い商品づくりを心がけています。
自慢の商品ですので、ご注文があれば是非
お願いします。

●送迎無料
●年に1度、また必要に応じて家庭訪問
● 自慢の職員たちが、勤務しております

神出

秋葉台

神戸ワイナリー

妙法寺

垂水駅朝霧駅
明石駅

二見駅

森友Ⅰ・Ⅱ事業所森友Ⅰ・Ⅱ事業所 朝霧事業所朝霧事業所

グループホーム
1・2・3・4
サテライト

グループホーム
1・2・3・4
サテライト

舞子坂事業所舞子坂事業所
舞子事業所舞子事業所
垂水事業所垂水事業所

計画相談支援事業所計画相談支援事業所

こぐまほいくえん大蔵谷園こぐまほいくえん大蔵谷園
こぐまほいくえん朝霧南園こぐまほいくえん朝霧南園

明石ウエスト事業所明石ウエスト事業所
明石事業所明石事業所

こぐまほいくえん
朝霧駅前園
こぐまほいくえん
朝霧駅前園

こぐまくらぶ
事務所
こぐまくらぶ
事務所

現在の送迎エリアです。現在の送迎エリアです。
詳しくはご相談ください。詳しくはご相談ください。送迎範囲

車両数　34台
利用者約7割送迎

ストラップ	20０円～

クッキー	１0０円～
（ギフト用も可）

プリントエプロン、
Ｔシャツ、タオルなど

ワッフル	150円～

舞子

明石ウエスト

舞子坂

垂水
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計画相談支援事業所
神戸市垂水区西舞子2丁目7-4　TEL・FAX ０７８-201-6542
相談支援とは？

相談支援専門員の紹介

日頃抱えている悩みを解決出来るように一緒に考えたり、障がい福祉サービスの活用をするこ
とで、本人さんの希望する生活が満足出来るように話し合いをして計画をたてていきます。

（相談支援従事者の研修は4人共受講しています）

管理者
中山 桂子

（経験約10年）

●社会福祉主事
●介護福祉士

小椋 幸子
（経験約30年）

●社会福祉主事
●介護福祉士

廣川 智子
（経験約15年）

●保育士
●社会福祉主事
●介護福祉士

田中 和夫
（経験約23年）

この事業には、
赤い羽根共同募金が
役立っています。

１食 ５００円～（子ども用 ３5０円） ＊配達は範囲がありますが、お気軽にご相談ください

お好み焼き こいちお好み焼き こいち
喫茶 ＹＥＬＬ喫茶 ＹＥＬＬ

Little Bear's Kitchen
Little Bear's Kitchen

お弁当配達お弁当配達

2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
(８月現在)

舞子 （就B・生介） 31,120円 45,463円 26,010円 40,000円
舞子坂 （就 B） 31,710円 34,382円 25,994円 27,931円
森友 （生介） 4,940円 6,790円 6,704円 11,875円
朝霧 （生介） 12,100円 7,630円 6,678円 11,648円
明石 （生介） 23,190円 29,850円 14,898円 9,808円

明石ウエスト （就 B） 27,950円 35,980円 32,564円 86,437円
垂水 （生介） － 12,789円 23,112円 13,544円

※　　　のマークは各事業所の３年間の最高工賃額です。

2019 年度の就労継続支援Ｂ型事業所の
全国平均工賃月額は 16,369 円
【出典】工賃・賃⾦実績報告（厚生労働省障害福祉課調べ）事業所別  最高工賃月額
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こぐまくらぶ�舞子　 就労継続支援Ｂ型・生活介護　

こぐまくらぶ�舞子坂　 就労継続支援Ｂ型　

就労継続支援Ｂ型10名、生活介護10名定　員

お好み焼き こいち
明石市朝霧南町3-1-35	セラーン朝霧102
TEL・FAX ０７８-９１７-００８７

Tシャツプリントショップ COLOR
神戸市垂水区舞子坂3丁目17-5
第3春名ビルB1（こぐまくらぶ舞子坂内）

就労継続支援Ｂ型20名定　員

神戸市垂水区西舞子8丁目2-8住　所

神戸市垂水区舞子坂３丁目１7-５
第３春名ビルB1住　所

078-783-1901TEL・FAX

078-220-6458TEL・FAX

お弁当代：200円その他

お弁当代：250円その他

管理者

管理者

佐々木 淳子

小倉 美紀

作業内容

作業内容

●�お好み焼き�こいち（店当番・買い物・
掃除・チラシ配り）
●駄菓子販売・買い物
●アルミ缶（回収・スクラップ・売りに行く）
●ストラップ（作成・販売）・バザー等

●�Ｔシャツ・プリントショップCOLOR
（プリント作成・販売・営業）　
●�施設外就労（ケアホーム・ビルなどの清掃）　
●フェルト製品・手芸品製作
●パソコン入力　●法人内洗車・清掃

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

45,46345,463円円

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

34,38234,382円円

出張所

緒方 宏予

助成金をいただきました

こども食堂『こいち食堂』（毎月第３金曜日）開催

赤ちゃんの駅に登録
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こぐまくらぶ�森友Ⅰ　 生活介護　
生活介護7名定　員
神戸市西区森友1-160
グランドール森友１A住　所

078-９26-1050TEL・FAX

お弁当代：250円、入浴代：200円その他 管理者
松岡 由美子

作業内容

●入浴　●運動
●リハビリ（機能訓練等）
●レクリエーション活動
●チラシ（折り・配り）　●お弁当等販売
●ドライブ

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

11,87511,875円円

こぐまくらぶ�森友Ⅱ　 生活介護　
生活介護7名定　員
明石市大道町1-1-25
中西第三マンション102号住　所

078-995-8404TEL・FAX

お弁当代：250円、入浴代：200円その他

作業内容

●�アルミ缶（回収・スクラップ・売りに行く）　
●チラシ（折り・配り）
●内職（緩衝材）
●お弁当等販売
●ドライブ　●入浴

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

11,87511,875円円

こぐまくらぶ�朝霧　 生活介護　
生活介護6名定　員
明石市朝霧南町3-1-35
セラーン朝霧１０１住　所

078-995-5484TEL・FAX

お弁当代：250円、入浴代：200円その他

作業内容

●クリーニング�
●お弁当配達�
●内職（緩衝材）�
●アルミ缶（回収・スクラップ・売りに行く）
●ポスティング　●入浴

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

12,10012,100円円

管理者
松岡 由美子

管理者
松岡 由美子
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こぐまくらぶ�明石　 生活介護　
生活介護20名定　員

明石市本町2丁目9-6	ＲＳ本町ビル2Ｆ住　所

078-203-5656TEL・FAX

お弁当代：200円その他 管理者
福井 美鈴

作業内容

●�喫茶� YELL（店当番・買い物・掃除・チ
ラシ配り）
●アルミ缶（回収・スクラップ・売りに行く）
●�お弁当販売（配達・回収・買い物・チラ
シ配り）

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

29,85029,850円円

こぐまくらぶ�明石ウエスト�� 就労継続支援Ｂ型

就労継続支援B型10名定　員
明石市本町２丁目６番３号
綱岡ビル１F住　所

078-939-2650TEL・FAX

お弁当代：200円その他

作業内容

●チラシ（折り・配り）　
●パソコン入力
●喫茶YELL（店当番・買い物・掃除）
●お弁当（配達・販売・営業）
●花壇の植替え

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

86,43786,437円円

スイーツベア　 就労継続支援Ｂ型　
就労継続支援Ｂ型10名定　員
明石市大蔵天神町22-25
シーサイドパレス明石錦明館106住　所

078-920-9530TEL・FAX

お弁当代：200円その他

作業内容

●クッキー作り、販売、営業など
●ドーナツ・プリン作り、販売、営業など

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

86,43786,437円円

管理者
山田 紀子

管理者
山田 紀子

助成金をいただきました
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喫茶 ＹＥＬＬ
明石市本町2丁目9-6	ＲＳ本町ビル2Ｆ
TEL・FAX 078-203-5655

販売所 Little Bear’s a la carte
神戸市垂水区日向1丁目4番1号レバンテ垂水1番館

出張所

出張所

こぐまくらぶ垂水　 生活介護　
生活介護20名定　員

ワッフル Little Bear’s Kitchen
神戸市垂水区宮本町3-14	1F（こぐまくらぶ垂水内）

神戸市垂水区宮本町3-14	1F住　所

078-647-7313TEL・FAX

お弁当代：200円その他 管理者
坂東 佳子

作業内容

●�ワッフル販売・製造　
●�お弁当販売（配達/販売）
●�チラシ（折り・配り）
●�パソコン入力

緒方 宏予

2018～2021年８月現在の過去最高工賃月額

23,11223,112円円

助成金をいただきました
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こぐまほいくえん（企業主導型保育事業所）
企業主導型保育事業とは？
こぐまくらぶの職員のお子様・連携企業の職員のお子
様を優先的にお預かりする保育施設です。定員は朝霧
駅前園：０歳児９名、大蔵谷園：１歳児12名、南朝
霧園：２歳児以上30名・一時預かり５名です。あた
たかく、一人一人に寄り添った保育をしています。 高田 祥恵 田淵 志穂郷司 玲子

こぐまほいくえんの園長たち

明石市朝霧南町2丁目9番30	サニープレイス朝霧104住　所

078-995-8590TEL・FAX

■こぐまほいくえん 朝霧駅前園

明石市朝霧町３丁目15-15	黒田ビル１階北号室住　所

078-995-8510TEL・FAX

■こぐまほいくえん 大蔵谷園

	明石市朝霧南町3-1-35	セーラン朝霧２Ｆ住　所

078-915-8001TEL・FAX

■こぐまほいくえん 南朝霧園
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こぐまホーム（グループホーム）

こぐまくらぶ�事務所

女性３名定　員

■第1ホーム

神戸市垂水区南多聞台住　所

3名定　員

■サテライト

明石市朝霧町・朝霧南町住　所

女性３名定　員

■第２ホーム

神戸市垂水区南多聞台住　所

男性３名定　員

■第３ホーム

神戸市垂水区神陵台住　所

男性4名定　員

■第4ホーム

神戸市西区伊川谷町長坂住　所

管理者
吉田 文子

サテライトとは？
一人暮らしをしたい人が、グループホーム
近くのワンルームで支援を受けながら自立
に向けて準備（訓練）をするところです。

明石市朝霧南町2丁目1-13	吉川マンション2号室住　所

078-939-6224TEL 078-915-8996FAX

セブンイレブン

朝霧駅
徒歩30秒
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こぐまくらぶ沿革
平成 14年 11月 法人設立
平成 17年  3 月 こぐま作業所開設
平成 21年  4 月 こぐまくらぶ作業所、地域活動支援センター（移行型）に変更

現出張所、お好み焼こいち開設（当時就労継続支援Ｂ型）
平成 22年  2 月 こぐま作業所が就労継続支援Ｂ型に移行（現こぐまくらぶ舞子）
平成 24年  1 月 こぐま作業所からこぐまくらぶ舞子に変更（主たる事業所）

こぐまくらぶ明石・喫茶YELL 開設（現就労継続支援Ｂ型・生活介護）
  2 月 こぐまくらぶ中八木開設（現こぐまくらぶ朝霧・生活介護事業）
  9 月 松本昭子 前理事長退任
10月 松本将八 新理事長就任

平成 25年  3 月 こぐま第１ホーム、第２ホーム開設（グループホーム）
  4 月 こぐまくらぶ舞子・明石に生活介護事業開設
  7 月 こぐまくらぶ事務所移動（神戸市垂水区西舞子２丁目７－４へ）

平成 26年  1 月 こぐまくらぶ明石主たる事業所へ変更（従たる中八木事業所）
  3 月 こぐまくらぶ中八木がこぐまくらぶ朝霧に引っ越し
  4 月 こぐま第３ホーム開設（グループホーム）
  5 月 こぐまくらぶ舞子坂開設（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型）

平成 27年  2 月 計画相談支援事業所こぐまくらぶ開設（特定相談支援・障害児相談支援事業所）
平成 28年  4 月 こぐまホーム サテライト開設
平成 29年  2 月 こぐまくらぶ森友Ⅰ開設（生活介護事業）

スイーツベア開設（就労継続支援B型）
12月 こぐまほいくえん朝霧駅前園開園

平成 30年  3 月 こぐまくらぶ森友Ⅱ開設（生活介護事業）
  7 月 こぐまくらぶ事務所移動（明石市朝霧南町２丁目１－ 13へ）
  8 月 こぐまくらぶウエスト開設（就労継続支援B型）

平成 31年  3 月 こぐまほいくえん大蔵谷園開園
令和  元年  8 月 こぐまくらぶ垂水開設（生活介護事業）
令和  ３年  4 月 こぐまほいくえん 南朝霧園開園
令和  ３年  5 月 こぐま第４ホーム開設（グループホーム）

こぐまくらぶ垂水事業所 出張所 Little Bear's a la carte 開設


