
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社創想は、精神・心の病を乗り越えて、自分らしい生活を取り戻そうとする方をサポートする会社です。 

就労継続支援事業、就労移行支援事業、共同生活援助事業の 3 事業で利用者の自立を支援しています。 

一般就労や地域での生活が難しいと 

悩んでいる方を支援します。 



 

多機能型就労支援 kokoro（就労継続支援 B 型／就労移行支援） 

 

kokoro は障害者総合支援法に基づいた就労継続支援 B 型事業所です。一般就労が難しいと悩んでいる方を

サポートします。 

自然派ベーグルの製造・販売、軽作業、PC 作業など、地域社会のニーズに応える仕事を展開することで、

自立した生活を送れるよう支援しています。 

 

●kokoro4 つの基本理念 

１． 働く人がみな「楽しい」「うれしい」「面白い」と思える職場を作ります。 

２． 多様な考え方や個性を受け入れます。 

３． 地域社会に必要とされる仕事をし、地域の中で暮らせるようにします。 

４． 心身の健康をテーマに、地域の方々と共に学び、発信をしていきます。 

 

●就労継続支援 B 型事業とは？ 

 一般企業等での就労を希望しているが自信がない方や、長続きしないという  

方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、働く場を提供するとと 

もに、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行う事業です。kokoro 

では、自然派ベーグルの製造販売や PC 作業、軽作業などの活動を通して、 

社会復帰のための職業訓練をおこなっています。就労継続支援事業は、雇用 

契約を結ぶ A 型と、雇用契約を結ばない B 型に分かれており、kokoro は 

B 型の事業を運営しています。 

 

●作業内容 

 自然派ベーグル Natugel(ナチュグル)の製造・販売 

 うつみんのセレクトショップ♪商品のパッケージング 

 軽作業 （ねじ締め、袋詰め、検品、チラシ折り） 

 施設外就労 （除草作業、農業補助） 

 PC 作業 （HP 作成/メンテナンス 名刺作成 資料作成） 

 各種講演会・勉強会の企画、運営 

 コミュニティ活動への参加 （マルシェ スポーツ お祭り） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

自然派ベーグルのお店 ナチュグル 

自然派ベーグルのお店 Natugel（ナチュグル）は、就労継続支援Ｂ型事業 kokoro が運営する

ベーグル店です。 

１． 栽培期間中農薬・化学肥料不使用の小麦を使用 

（牛久市女化町の安部農園と提携しています）。 

２． 塩は天日湖塩、昔ながらの製法でしぼった菜種油、最高品質のメープルシロップを使用。 

３． 砂糖、卵、乳製品は使いません。 

オンラインショップ https://natugel.stores.jp/ 

FAX 予約注文用紙 http://soso-company.com/natugel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うつみんのセレクトショップ♪ 商品パッケージング 

「うつみんのセレクトショップ♪」で販売されている商品のパッケージング作業を

行っています。 

「ホタテ洗いたい放題」「これいいかも～」の 2 種類のパッケージング作業があ

り、どちらも精度の高い仕事を求められます。 

「うつみんのセレクトショップ♪」とは 

当施設のかかりつけ医である TokyoDDclinic 院長 内海聡が選りすぐりの商品を販売

するオンラインショップ。日本各地の、安心・安全の本物の商品を購入することが出

来ます。 

URL：http://utsumin.com/ 

一部商品をナチュグル店舗にてご購入いただけます。 

  

安部農園さんでは小麦と野菜を組み合わせて作ることで、

肥料も農薬も必要としない自然栽培を実現させています。

また、自然栽培で栽培された小麦は、注文してから石臼で

ゆっくり挽いてくださるので酸化しておらず、小麦本来の

風味を味わう事が出来ます。ナチュグルではその挽きたて

の風味を逃さぬよう、小麦粉を 2 週間以内に使用するよ

うに心がけています。 

 

※写真の掲載許可を得て使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://natugel.stores.jp/
http://soso-company.com/natugel/
http://utsumin.com/


 

ホームページ制作事業 KoLE 

KoLE（コール）は、就労継続支援B型事業kokoroが運営するホームページ制作事業です。事業名“KoLE”は、”kokoro 

of Lasting Enterprise”の頭文字からとったものです。「永遠に続く冒険的な心をもって行う事業」という意味を持っ

ています。 

●トップページ、サブページタイトル画像 

●Googleマップ 

●メール起動フォーム 

●SNSサイト等との連携 

●説明書 

基本料金￥24,000（税込） 

お問い合せ：kokoromembers@gmail.com 

 

●作業時間 

作業所         11：00 ～ 16：00 月曜日 ～ 金曜日 （土、日、祝祭日休み） 

Natugel （製造・販売）   8：00 ～ 16：00 月曜日 ～ 金曜日 （イベントスケジュールによる） 

●作業所の 1 日の流れ 

11：00 ～ 11：15 始礼、ラジオ体操、今月の歌 

11：15 ～ 12：00 作 業 

12：00 ～ 12：10 休憩 

12：10 ～ 13：00 作 業 

13：00 ～ 14：00 昼休憩 

14：00 ～ 14：50 作 業 

14：50 ～ 15：00 休憩 

15：00 ～ 15：45 作 業 

15：45 ～ 16：00 片付け、掃除、終礼 

●利用料金 

原則として国の定めた基準額を負担していただきます。 

（サービスの種類・量に対する一割負担と、所得に応じた負担上限額の設定） 

一割負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方を配慮した軽減策が講じられています。 

   

 

負担上限額について 

福祉サービスの一割負担は、所得に応じて次の４区分の負担上限月額が設定されています。 

※負担上限額とは、月に利用したサービスの量（回数・時間）にかかわらず、負担上限月額として設定さ

れた金額以上の負担は生じないというもの。負担額については、お住まいの市町村にてご確認ください。 

 

 

 

 

 



 

就労移行支援事業 
就労移行支援事業所は、障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービスです。身体障害、知

的障害、精神障害の他に発達障害の方も対象とし、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断など、就職

が困難が認められる方がご利用になれます。 

仕事に関する知識やスキルアップと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援も行っ

ています。 

●就労移行支援の内容 

①作業 

 軽作業（袋詰め作業など） 

毎日通所できること、一定の勤務継続できる基礎体力・集中力・持続力の向上を目指し、一般就労への

可能性を増やし、職業習慣の確立を狙います。 

 自然派ベーグルの店ナチュグル（ベーグル製造、販売、営業、会計） 

ナチュグルに加わることで、食生活や生活習慣、仕事と自分の人生の考え方を整理し、一般就労に向け

た底力を養います。 

②ビジネスの基礎とメンタルトレーニング 

 身なり・挨拶をはじめとしたビジネスマナー 

 パソコンの操作トレーニング 

 対人力アップとコミュニケーショントレーニング 

 履歴書、職務経歴書の作成および面接対策 

●就職活動支援とフォローアップ 

トレーニングを通じて習得したことを生かしながら、自分に適した仕事を見つけ就職を目指します。面接に

はスタッフが同行することもあり、ご本人の強みや働く上での配慮を企業の方にお伝えし、就職された方に

とって働きやすい環境づくりをサポートします。また、就職後は職場定着を応援するフォローアップを定期

的に実施しています。 

  

 

 

 

 



 

共同生活援助事業 HIDAMARI 
共同生活援助事業 HIDAMARI は精神・心の病に悩んでいる方のグループホームを運営しております。グループホー

ムとは、利用者の方々が、地域の中で自立に向けて共同生活をする施設です。一戸建住宅で４人の利用者の方々が一

緒に暮らします。各自の個室が確保されており、みんなでくつろげる居間もあります。キッチン・浴室・トイレは共

同です。 

世話人が 15：00～19：00 の間 365 日配置され、日常生活上の相談・支援を行います。 

利用方法 

お住まいの市町村で障害福祉サービスの利用申請をしてください。 

利用料金 

家賃、光熱費等の実費が必要です。加えて、原則として国の定めた基準額を負担していただきます。基準額については

低所得の方を対象とした軽減策が講じられているため、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。 

家賃・生活費の目安 

●家賃・・・・・・20,000～23,000 円（お部屋により変わります） 

●水道光熱費・・・実費約 12,000 円 

●食費・・・・・・21,000 円 

●消耗品費・・・・ 4,000 円 

●特定障害者特別給付費（家賃補助）・・・10,000 円（減額） 

●月額合計・・・47,000～50,000 円 

グループホームの一日 

起床・家事等、利用者の方々が自立し共同で行います。食事（朝食・夕食）は提供いたします。日中活動は就労継続支

援 B 型事業 kokoro で支援いたします。夕食後はそれぞれに自分の時間をお過ごしください。夜間、世話人は常駐しま

せん。 

利用対象者 

●精神障害の方、知的障害の方、身体障害の方 

●昼間利用している福祉サービスなど、日中に活動の場のある方 

●日常生活がある程度自立している方 

●共同生活を理解し、数人で生活を営むことが出来る方 

●服薬管理・金銭管理がある程度出来る方 

●将来地域での単身生活を目指している方 

●日常生活を維持する収入がある方 

運営施設 

HIDAMARI（男子寮）（牛久駅より徒歩２０分） 

HIMAWARI（女子寮）（牛久駅より徒歩２０分） 

HIMAWARI 二号館（女子寮）（牛久駅より徒歩２０分） 

TEMARI（女子寮）（牛久駅より徒歩２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

〒110‐0016 

東京都台東区台東 4－17－1 偕楽ビル 302 

予約用電話：03-6240-1316（完全予約制） 

 

Tokyo DD Clinic＜drug-deprivation-(support)-clinic＞は、日本中に広がる薬漬け、薬害、依存という問題を鑑

み、薬をやめるということに特化して診療しているクリニックです。特に向精神薬の断薬を中心として診療して

おりますが、向精神薬だけでなく内科系の薬や鎮痛系の薬の減断薬に関しても相談を受け付けております。 

SOSO の母体 

 

会社概要 
CORPORATE PROFILE 

 

会 社 名   株式会社 創想 

創 立     平成 21 年 6 月 2 日 

所 在 地   茨城県牛久市南四丁目 22 番地 25 

Tel・Fax 029-873-4232 

Mail mail@soso-company.com 

http://www.soso-company.com/ 

資 本 金   ４００万円 

代 表 者   代表取締役 内海 友紀惠 

 

NPO 法人「薬害研究センター」 
 

NPO 法人「薬害研究センター」は昨今の医療、医学における多大な被害を鑑み、特に向精神薬による薬害、禁断

症状、後遺症などの情報提供や治療の提供、その他内科系の医薬品などの被害に関する相談、またそれらの情報

を広く市民に啓蒙することにより、薬害を防止して真に意味のある薬の使い方を研究するために存在します。 

 

mailto:mail@soso-company.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 創想 
茨城県牛久市南四丁目 22 番地 25 

TEL・FAX : 029-873-4232 

http://www.soso-company.com 

Mail : mail@soso-company.com 

http://www.soso-company.com/
mailto:mail@soso-company.com

