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丹波市内の障害者就労施設では、障害のある方々の働く場

と地域社会との交流の場を確保するため、それぞれの施設

が創意工夫、努力し、自主製品の制作や印刷、下請け作業

の受託などさまざまな活動が行われています。

このカタログは、こうした活動を多くの方々に知っていた

だき、授産製品や受託業務の受注拡大につなげるため、市

内施設と協力して作成しました。

ぜひ、ご覧いただき積極的なご活用をお願いします。



住所/丹波市山南町岩屋2004

TEL/0795-77-0094  FAX/0795-77-1981

障害のある人が心をこめて作ったオリジナル
製品を紹介します。

消臭用竹炭 100円 ブーツロング用竹炭 1,000円 押入れ・タンス用竹炭 450円

300円

よもぎのゆ（1個） 50円

玄関やトイレ等に置き、消臭用として
お使いください。

入浴用
給湯の際に浴槽に入れ、お風呂に入る
時、2～3回もみ出して、お浸かりくだ
さい。
内容量：50ｇ（1個）

柄は利用者が切った切り絵などもあり
ます。

シューズ用竹炭 450円

消臭・除湿します。
タンスや靴箱・靴の中に入れてくださ
い。天日干しで乾燥効果が戻ります。
内容量：10ｇ×2

竹炭がいやなニオイを取り除きます。
靴が雨や雪に濡れた時、靴の中に入れ
て除湿します。天日干しで乾燥効果が
戻ります。
内容量：200ｇ×2

優れた調湿効果。
布団に接触しないようにスノコを敷
き、その下に竹炭をいれます。湿気や
臭いを吸着し除湿・消臭をしてくれま
す。
内容量：200ｇ×2

インテリア用竹炭 300円 よもぎのゆ（10個入） 500円 ふくさセット

牛乳パックを再利用し、利用者が
一つ一つ丁寧に手すきをして作り
ました。
プレゼントにそえてみてはいかが
ですか。

お年玉、御祝袋など用途色々そろえて
います。文字は、手づくり消しゴムは
んこを使用しています。

封筒各種（大）2枚 200円 封筒セット 50円

　　　　　　（小）2枚 100円 ポストカード2枚 100円

みつみ学苑

■自主製品の販売場所

・ 丹波竜化石工房ちーたんの館 （山南町谷川 市役所山南支所横）

・ 道の駅丹波おばあちゃんの里 （春日町七日市）

・ パン工房「むぎはな」 （氷上町石生）

・ ちゃれんじスペース （春日町黒井 市役所春日庁舎内）



住所/丹波市柏原町柏原1018-1

TEL/0795-73-0869  FAX/0795-73-0869

うでぬき 200円 カフスカバー 200円 お手玉 500円

カラフルな生地を使用し、強く、しっ
かりしています。

袖口の汚れ防止に。
おしゃれな色柄をそろえています。

古くからある手遊び道具。
100％小豆で一つ一つ手作りです。

正座イス（大） 1,000円 炊事帽子 1,000円 農作業帽子 600円

小物入れ 300円 貯金箱 300円 花台 300円

正座イス（小） 600円

土台は牛乳パック！
二重でたいへん丈夫です。

炊事、掃除など、衛生的に保ってくれ
ます。

頭、首、しっかりと日よけしてくれま
す。

頭の体操！４つの木片で、いろいろな
形を作ってみましょう。

メモ入れに、ペン立に、いろいろ使え
ます。

いっぱいになるまで出せません。
どれだけ貯まるでしょうか。

かまぼこ板をリサイクル。
部屋にお花を。丈夫です。

パズル 300円

希望の家

■自主製品の販売場所

・ 道の駅丹波おばあちゃんの里 （春日町七日市）

・ 丹波いっぷく茶屋 （氷上町本郷 氷上パーキングエリア内）

・ かいばら観光案内所 （柏原町柏原）

・ さんなん観光案内所 （山南町池谷）

・ 蓬莱の郷 （氷上町佐野）

・ 丹波市立薬草薬樹公園 （山南町和田）

・ いちじま丹波太郎 （市島町上垣）

・ ちゃれんじスペース （春日町黒井 市役所春日庁舎内）

・ みんなの家 （篠山市いぬいふくし村）



住所/丹波市春日町黒井1500

TEL/0795-74-0715  FAX/0795-74-0715

うでぬき（ロング） 350円 ティッシュケース 100円 タオルハンカチ

紙すきはがき 100円 ペットボトルホルダー 250円 ランチセット 800円

100円

うでぬき（ショート） 200円

色々な柄を取り揃えています エチケットもおしゃれに 可愛い刺繍がポイントです

注文に応じて製作します 使わない時はタオルハンカチとしてど
うぞ

きんちゃくとお箸のセットです
ランチが楽しくなりそう♪

石鹸の香りの花 500円 マイはしセット 300円 アクリルタワシ 100円

玄関やトイレにどうぞ エコブームですね！
おひとつどうぞ

洗剤なしで茶しぶもスッキリ！！

マスク 200円

お子様や女性に大人気！
可愛い柄を取り揃えています

春日小規模作業所こぶし

■自主製品の販売場所

・ 道の駅丹波おばあちゃんの里 （春日町七日市）

・ ちゃれんじスペース （春日町黒井 市役所春日庁舎内）

・ ハートフルかすが （春日町黒井）



住所/丹波市柏原町柏原1018-1

TEL/0795-73-0234  FAX/0795-73-0220

きらめきワークでは、印刷事業をしています。印刷事業では、
名刺印刷をはじめ年賀状印刷・冊子印刷・製本印刷などを行っ
ています。１部からでも注文承りますので、お気軽にお問い合
わせください。

線香入れ 400円 ちーたんメモ帳 100円 万華鏡 600円

アクリル100％の手編みのたわしで
す。洗剤なしで汚れが落ちるので地球
にやさしいです。

着物のはぎれになります。素材、柄、
サイズ色々です。

手づくり工芸品です。線香のみならず
ペン入れとしても使用できます。

丹波市のマスコットキャラクター
「ちーたん」が表紙になったメモ帳。
中にも「ちーたん」の絵柄が入ってい
ます。

手づくり工芸品です。色でも楽し
めるように付属品がついていま
す。

タワシマン 200円 はぎれ 100円

丹波市障害福祉計画書 個人句集

きらめきワーク

■自主製品の販売場所

・ 道の駅丹波おばあちゃんの里 （春日町七日市）

・ 丹波いっぷく茶屋 （氷上町本郷 氷上パーキングエリア内）

・ かいばら観光案内所 （柏原町柏原）

・ さんなん観光案内所 （山南町池谷）

・ 丹波市立薬草薬樹公園 （山南町和田）

・ ちゃれんじスペース （春日町黒井 市役所春日庁舎内）

・ みんなの家 （篠山市いぬいふくし村）

印 刷 事 業

県や市の名刺印刷も作成しています



住所/丹波市柏原町柏原4283-4 住所/丹波市氷上町南油良809-1

TEL/0795-73-0501  FAX/0795-72-0501 TEL/0795-82-9500  FAX/0795-82-9500

住所/丹波市氷上町横田460-1 住所/丹波市柏原町柏原1018-1

TEL/0795-78-9656　 FAX/0795-78-9656 TEL/0795-73-0234  FAX/0795-73-0220

住所/丹波市山南町岩屋2004 住所/丹波市春日町野村2007

TEL/0795-77-0094  FAX/0795-77-1981 TEL/0795-75-0366  FAX/0795-75-0377

TEL/0795-70-0525（みらい館）

自動車・蛍光灯等の部品製造をしていますが、空き缶回収も始
めました。

にこまる（250g） きらめきワーク

組立て、検品等の作業。草刈り等外回りを中心とした清掃作業
を行っています。

みつみ学苑　（みらい館） 春日育成苑　（作業所あおぞら）

下請け作業では、ローソクの箱詰め、ホースバンド金具付け、
ハンギングワイヤー製造等の作業を行なっています。

軽作業や下請作業がありましたら
ご紹介ください。

たんば園 ワークホームもあ

みんなで毎日楽しく頑張っています。
アルミ缶の回収作業、ローソクの袋詰めと箱折作業、玩具加工
作業、クリップ型ハンガー組立作業などを行っています。
アルミ缶回収作業では、優秀な回収実績をあげたとして、アル
ミ缶リサイクル協会から表彰を受けました。

・利用者の性格にあわせた作業提供に心がけ、バラエティー
　豊かな作業提供を行っております。
・氷上総合グラウンドの抜根除草作業に取り組んでいます。
・自主製品では、竹炭作業・農園作業を行っております。
・各種招待行事にて、たい焼き販売にも力を入れております。

工業製品、家電製品、日用品等の内職作業を行っております。
新たな作業も受け付けておりますので、お気軽にお問合せくだ
さい。



パン、コーヒー

［住　所］ 丹波市氷上町石生361

［電　話］ 0795-82-5211

［営業日］ 毎週月曜日～土曜日

［営業時間］ AM7：30～PM6：00

リサイクル品、焼きそば

［住　所］ 丹波市柏原町柏原1018-1

［電　話］ 0795-73-0234

［営業日］ 毎週月曜日～金曜日

（年末年始、祝祭日を除く）

［営業時間］ AM10：00～PM3：00

　きらめきワーク 特定非営利活動法人かたくり

主な販売品目

雑貨・食器・衣類・古本等のリサイクル店です。掘り出
し物がみつかるかもしれません！一度お立ち寄りくださ
い。毎週、火曜日はキャベツ焼きと焼きそばを販売して
います。水曜日は焼きそばとごまぼうやの注文配達販売
しています。お気軽にお問い合わせください。

どうぞお気軽にお越しください。

　パン工房『むぎはな』 社会福祉法人みつみ福祉会　春日育成苑

主な販売品目

元気いっぱいのスタッフが、当日焼きたてパンを常時４０
種類以上用意し、皆様の来店をお待ちしております。
イベントや給食パン等様々なご要望にも対応できますの
で、お気軽にお問い合わせください。

JR柏原駅
至篠山

柏原総合庁舎

至福知山

R176号線

JA丹波ひかみ

農協柏原支店

JR石生駅

城山トンネル

ローソン

至春日

至西脇 R175号線

ココ

ココ



お弁当、オードブル、飲み物 お寿司

［住　所］ 丹波市氷上町市辺588 ［住　所］ 丹波市柏原町母坪335-1

（JA丹波ひかみ農協本店斜め前） コモーレ丹波の森内（コープエコー）

［電　話］ 0795-82-5277 ［電　話］ 0795-73-1528

［営業日］ 年中無休 ［営業日］ 年中無休

［営業時間］ AM9：00～PM8：00 ［営業時間］ AM10：00～PM8：00

喫茶、市内授産製品販売

［住所］ 丹波市春日町黒井811

丹波市役所春日庁舎市民ふれあいホール内

［電話］ 0795-74-2002

［ＦＡＸ］ 0795-74-2002

［営業日］ 毎週火曜日～木曜日

（年末年始、祝祭日を除く）

［営業時間］ AM10：00～PM3：00

主な販売品目

丹波市福祉部障がい福祉課

〒669-3602　兵庫県丹波市氷上町常楽211番地

℡ 0795-88-5263　FAX 0795-88-5283

主な販売品目 主な販売品目

スポーツイベント、子供会行事、冠婚葬祭などでのお弁当、
オードブル。ご予算にお応じてお受けします。丹波市内の配達
もしております。

お寿司の無料配達実施中。宴会や冠婚葬祭等の際には是非
ご利用ください。新鮮なネタと美味しいシャリでお客様を
お迎えいたします。

　障害者就労支援　ちゃれんじスペース 社会福祉法人丹波市社会福祉協議会（丹波市委託事業）

「ちゃれんじスペース」では、障害者の就労支援を目的に
次の事業に取り組んでいます。
○市内事業所で製作された授産製品の販売
○喫茶コーナーでの飲料販売
○障害者相談窓口の定期開設
○市役所内軽作業の受注

　にこまる（250g） 株式会社ネクステ

本家かまどや 氷上店 スシマス コモーレ丹波の森店

R175号線

消防署

ジャパン 稲継交差

至青垣

至柏原

至西脇

至柏原

至青垣

JA丹波ひかみ

農協本店

天下一品

至市島至氷上

R175号線

春日文化ホール

フレッシュさとう

丹波市役所春日庁舎

ココ

ココ

ココ


