
弘前市福祉事務所

～ “あなた” と “はたらく” を応援します～
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　※青森県所管障害福祉サービス事業者一覧の、事業所番号順に掲載しています。

つかのファーム

弘前市大清水希望の家

就労サポートひろさき

障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里

目　　　　　　次

津軽障害者就業・生活支援センター

制度の概要
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就労継続支援B型
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就労継続支援Ａ型
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N-STAGE

就労継続支援B型

就労継続支援A型
就労継続支援B型

就労継続支援A型

クレッシェンド 就労移行支援

特定非営利活動法人愛心会　ハート・ツリー 就労継続支援B型

就労継続支援A型事業所　ジョイネット大町 就労継続支援A型

就労継続支援A型事業所みのり 就労継続支援A型
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就労継続支援A型
就労継続支援B型

就労継続支援A型

就労移行支援事業所シェイクハンズ弘前 就労移行支援

はたらき方研究所りんごの種 就労継続支援A型
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就労継続支援B型事業所ひかり 就労継続支援B型

チョコわっとく 就労継続支援B型

就労継続支援A型事業所ハナタバ 就労継続支援A型



◆就労移行支援

◆就労継続支援Ａ型

◆就労継続支援Ｂ型

◆有職障がい者交通費助成制度

一般就労が困難な方で、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかな
い方や、年齢や心身の状態等の事情により一般就労を継続できなくなった方などに対し
て、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力向上のために訓練を行います。

就労に関する制度について

一般就労を希望する65歳未満の方で、一般企業等に雇用されるのが可能と見込まれる方に
つき、一定期間、就労に必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。

＜具体的には次のような方があげられます＞

 ①企業等への就労を希望する方

 ②技術を取得し、在宅で就労・起業を希望する方

一般就労が困難な方で、適切な支援により雇用契約等に基づいた就労を行う者に対し、働
く場や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために訓練等を行いま
す。最低賃金は保障されます。(利用開始時65歳未満の方）

＜具体的には次のような方があげられます＞

①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方

②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方

＜対象＞

・知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者、難病患者であって、就職し、通勤してい
る者又は、職業訓練等で通所している者

＜手続きの仕方＞

・愛護手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑及び指定の就労証明書によ
り資格の認定を受けます。※詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

【弘南バス】　　半額の負担で購入できる証明書を発行します。
【弘南鉄道・JR】購入した定期券等の提示により半額分を交付します。
　※事業主から通勤手当等の支給がある場合、当該手当等の額を控除した額の半額とします。

＜具体的には次のような方があげられます＞

①就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方

②50歳に達している方または障害年金1級受給者

③上記①②に該当しない方であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、
就労面での課題等の把握が行われている、利用希望者

在宅で就職し就労している方等に、通勤に関する交通費が助成されます。
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設置者　　社会福祉法人　七峰会

所在地
TEL／FAX 0172-33-8861／0172-33-8862
代表者氏名 理事長　大平　和夫

　□　事業所名 津軽障害者就業・生活支援センター

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-1321　弘前市大字熊嶋字亀田183番地1　
障がい者総合支援センター拓心館内

　□　代表者名 村上　武史

　□　電話番号 TEL0172-82-4524　FAX0172-82-5544

　□　事業種別・定員 障害者就業・生活支援センター事業、定員なし。

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（土日祝日休み）　9：00～17：00　　

　□　事業所ホームページアドレス http://www.takushinkan.jp

　□　アクセス

　□　支援内容
津軽障害者就業・生活支援センターでは以下の支援を行っております。

支援内容
◆就職を希望されている障がいのある方、在職中の障がいのある方の相談にのっています。
◆事業主からの相談にものっています。
◆雇用・福祉・保健・医療・教育等の関係機関との連携の下、就業面及び生活面の一体的な
支援を行っています。利用は無料です。
【就業面】
•就職に向けた準備に関する相談（障害福祉サービスの紹介、職業準備訓練、職場実習の斡
旋）
•就職活動の支援（面接時の同行など）
•職場定着に向けた支援
•事業主に対する雇用管理への助言（障害者雇用制度の説明、職務選定や創出、障害特性に
応じた作業指導、社員との関係づくり）
•関係機関との連絡調整
【生活面】
•生活習慣の形成、健康管理、金銭管理などの日常生活の自己管理に関する助言
•住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
•関係機関との連絡調整

津軽障害者就業・生活支援センター

　昭和48年11月、社会福祉法人として国の認可を受けました。
　児童から成人・高齢者まで、ご利用者のライフステージに応じた就労系・
生活系の支援サービスを展開しており、一人ひとりが個性を発揮して住み慣
れた青森県(津軽地域)で安心して暮らして頂けるよう支援しています。

〒036-8356　弘前市大字下白銀町21番地8

雇用（職業安定局）と福祉（障害保健福祉部）の連携事業として
実施

【バスでお越しの方】
弘南バス「枯木平線」「弥生・新岡・葛原線」岩木高校前下車　徒歩５分
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設置者　　社会福祉法人　一葉会

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://www.ichiyoukai.jp/publics/index/17/

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 りんごの里　では以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

就労移行支援　6名／就労継続支援B型　15名

多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里

事業所写真

〒036-8082　弘前市大字福村字新舘添50番地8
0172-28-0900／0172-26-1086
理事長　長尾　春夫

多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里

0210200226

〒036-8302　弘前市大字高杉字尾上山948番地1

鈴木　寿雄

TEL0172-99-1871　FAX0172-99-1872

　地域に根ざした視点で、利用者様が安心して楽しいひと時を送れるよう努
めることを信条とし、利用者様の声に耳を傾けるだけでなく、ご家族の皆様
とも連携をとり、お一人おひとりに合ったサービスを提供します。「小さな
手が大きな安心に、小さな声が大きな喜びに　みんなで　みんなで　福祉の
街づくり」をモットーに、昭和５０年に設立しました。施設は、特別養護老
人ホーム、軽費老人ホーム、グループホームの他、障害福祉サービス事業
所、グループホームなどがあります。

就労移行支援 ・洗濯作業（たたみ、仕分け、シーツアイロナー等）
・木工作業（さをり織り、ポンポン作り、コースター作り等）
・陶工作業（泥仕込み、成形、素焼き、色づけ、本焼き等）
・農作業（農地整備、種まき、散水、収穫等）
・リサイクル作業（アルミ缶回収、新聞回収、銅線作業等）就労継続支援Ｂ型

◆地域において、一般雇用されることが困難な18歳以上の知的障害者を通所させ、自活に必要な訓練
を行うとともに、作業を通して就労意欲を高め、自立を図ることを目的としています。
◆送迎サービス：支援の一環として、職員が送迎専用車両にて送迎します。
◆給食サービス：調理・味付けなどに利用者の嗜好を反映させながらバランスのとれた昼食の提供し
ます。
◆作業工賃：利用者全員に工賃支払い。

火～土曜日　9：00～16：00

【バスでお越しの方】
弘南バス「鰺ヶ沢線」「堂ケ沢線」天崎下車　徒歩１分

　　
支援種別 作業支援

移行 Ｂ型
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設置者　　社会福祉法人　弘前豊徳会

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス https://houtokukai.org

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 サンタハウス弘前では、以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

就労継続支援Ａ型　10名（雇用型10名）

就労継続支援Ａ型事業所　サンタハウス弘前

事業所写真

　就労継続支援Ａ型サンタハウス弘前は平成３０年６月１日に事業を開始。
主に清掃業務を中心に１日４時間程度の就労に励んでいただきます。日々の
作業を通して生活と労働の基本を身に付けていただき、自立した社会生活を
営むことが出来るように支援します。

〒036-8311　弘前市大字大川字中桜川１８番地１０

0172-99-1255／0172-99-1256
理事長　下山　保則

就労継続支援Ａ型事業所　サンタハウス弘前

020100333

〒036-8311　弘前市大字大川字中桜川１８番地１０

柳田　一男

TEL0172-99-1255　FAX0172-99-1256

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、
生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練
を行う事を目的として事業を実施しています。

◆昼食は各自で準備となります。（事業所内での昼食の注文は有料となります。）
◆基本的には自分で通勤して頂きます。通所が困難な場合は有料の送迎サービスを利用できます。
◆体験利用、事業所見学を随時受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

月～金曜日　9：30～15：30（土・日・祝日休み）

【バスでお越しの方】
弘南バス「弘前～板柳線（三世寺経由）」下大川下車　徒歩１分

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型
・清掃作業（介護施設等の清掃）
・農作業

Ａ型
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設置者　　社会福祉法人　七峰会

所在地
TEL／FAX 0172-33-8861／0172-33-8862
代表者氏名 理事長　大平　和夫

　□　事業所名 エイブル

　□　事業者番号 0210200358

　□　事業所所在地 〒036-8255　弘前市大字若葉2丁目13番地１

　□　代表者名 村山　敦子

　□　電話番号 0172-37-9060

　□　事業種別・定員 就労継続支援B型　20名

　□　開所日・支援時間 火～土曜日（祝日を除く）　　9：00～1５：３０

　□　事業所ホームページアドレス http://www.takushinkan.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容

※体験については、事業所にお問い合わせください。

エイブル　では以下の支援を行っております。

エイブル

　昭和48年11月、社会福祉法人として国の認可を受けました。
児童から成人・高齢者まで、ご利用者のライフステージに応じた就労系・生活
系の支援サービスを展開しており、一人ひとりが個性を発揮して住み慣れた青
森県（津軽地域）で安心して暮らして頂けるよう支援しています。

〒036-8356　弘前市大字下白銀町21番地8

【バスでお越しの方】
　弘南バス「金属団地方面行」「桜ヶ丘方面行」
　ゴールドパック前下車　徒歩5分

支援種別 作業支援

就労継続支援B型

・パン製造作業
・受託作業（果物ネット加工、農産物加工、シール貼り、ウェス加工
等）
・施設外就労（農福連携での農作業受託作業等）

◆作業活動を通して、作業準備性・遂行性等の向上、対人関係構築、身だしなみや言葉遣い・振舞いな
どの獲得を目指します。また、一人ひとりの役割と活躍場面を創出し、就労意欲の啓発と『やりがい』
『生きがい』づくりのお手伝いもいたします。
◆この他、送迎サービス、給食サービスなど個別に応じたサービスもご提供いたします。

Ｂ型
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設置者　　社会福祉法人　万陽会

所在地 〒036-8224　弘前市大字文京町4番地38
TEL／FAX 0172-55-0075
代表者氏名 理事長　長谷川　隆廣

　□　事業所名 就労継続支援B型事業所　ワークいずみ

　□　事業者番号 0210200416

　□　事業所所在地 〒036-8224　弘前市大字文京町4番地38

　□　代表者名 長谷川　いく

　□　電話番号 0172-55-0075

　□　事業種別・定員 就労継続支援B型　20名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日休み）　9：00～16：00

　□　事業所ホームページアドレス http://www.manyoukai.com

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 ワークいずみ　では、以下の支援を行っております。

就労継続支援Ｂ型

・手工芸品製作作業（ペンケース・ポーチ等）
・委託作業（ダイレクトメール封入封緘・内職）
・農園作業（枝豆・にんにくなど多品種栽培）
・黒にんにく製造販売等

◆事業所への通所は、原則として自主通所をお願いしています。
　（通所が非常に困難で、かつ事業所で支援を行うことが可能な場合に限り、通所支援として送迎サー
ビスを実施します。）
◆食事提供体制は行っておりませんので、昼食は各自ご準備をお願いいたします。
◆年間行事：就労研修（年２回以上）・昼食提供（月１回程度）・各イベント参加
◆体験利用、事業所見学を随時受け付けております。ご連絡お待ちしております。

就労継続支援B型事業所　ワークいずみ

事業所写真

　障がいを抱える人々が皆ひとしく公平に太陽の光を浴び、１人ひとりが太
陽のように限りなく生命（いのち）を輝かせてほしいとの願いと、希望ある
人生を前向きに築きあげる意欲を盛り上げ、障がいのある人も平等な環境の
もとに共に楽しく暮らせることを目的として、平成21年4月から就労継続支
援B型事業所を開設し、作業を通じて働く意欲や能力の向上、体調の維持管
理に取り組み、体力や障がいなどに配慮しながら、工賃アップや社会生活の
安定を目指しています。

【電車でお越しの方】
　弘南鉄道大鰐線　弘前学院大前駅から　徒歩10分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「小栗山線」「狼森線」「学園町線」
　弘前大学前下車　徒歩5分

支援種別 作業支援

Ｂ型

- 6 -

http://www.manyoukai.com/


所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名 工藤　えり子

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://salonnicelife.jimdo.com/

　□　アクセス

　□　支援内容
ないすらいふ　では以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆作業によって得られた収益は作業能力、作業時間に応じて支給されます。
◆昼食は事業所内で行なっております。（自己負担）弁当持参可。
◆基本的には自分で通勤して頂きます。通所が困難な場合は有料の送迎サービスを利用できます。

【バスでお越しの方】
弘南バス「金属団地・桜ヶ丘線」金属団地下車　徒歩３分

支援種別 作業支援

就労継続支援Ｂ型
・洋菓子の製造、販売
・喫茶営業

月～土曜日（祝日含む）　9：00～15：00　（水・土曜日　12：00まで）

就労継続支援事業所　ないすらいふ

事業所写真

　利用者に就労の機会を提供するとともに、日々の作業を通して生活と労働の基
本を身に付け、自立した社会生活を営むことが出来るように支援します。

〒036-8246　弘前市大字青樹町16番地11
0172-87-8226
理事長　工藤　えり子

就労継続支援事業所　ないすらいふ

0210200515

〒036-8246　弘前市大字青樹町16番地11

0172-87-8226

就労継続支援Ｂ型　20名

設置者　　ＮＰＯ法人リンク・障害者の生活と就労を支援するネットワーク

Ｂ型

- 7 -



設置者 社会福祉法人・花

所在地
TEL／FAX 0172-34-8113／0172-38-2026

写真はつかのファームです。 代表者氏名 理事長　成田　清春

　□　事業所名 つかのファーム（主たる事業所：就労継続支援Ａ型）

　□　事業者番号 0210200648

　□　事業所所在地 〒036-8074　弘前市大字津賀野字瀬ノ上４３－１
つがる野工房

つがる野工房パッケージセンター

　□　代表者名 工藤　貴光

　□　電話番号 0172-34-8113

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　３0名　就労継続支援B型　１0名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日休み）　8：45～16：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.sfhana.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容

※体験・昼食については、事業所にお問い合わせください。

つがる野工房 ・ウエス製造、リサイクルショップ

つがる野工房パッ
ケージセンター

・貼箱製造

◆自分のペースで仕事をして心身を調整していきたい、仕事をしてなんらかの役割を果た
すことで社会参加したいという目標の方にお勧めします。
◆送迎については事業所にお問合せ下さい。

つかのファーム ・製パン

つかのファーム

　社会福祉法人・花では、現在弘前市内に4箇所の就労継続支援事業所が
あり、一人一人の作業能力や持続力、安定度などで適材適所で利用してい
ただいています。
作業は各事業所で様々ですが、作業のしやすい環境を整えて活動できるこ
とを重視しております。見学、利用相談などお気軽にお問い合わせくださ
い。

〒036-8373　弘前市大字藤代二丁目11番地6

　　　（従たる事業所）つがる野工房：就労継続支援Ａ型
　　　　（従たる事業所）つがる野工房パッケージセンター：就労継続支援A・B型

〒036-8061　弘前市大字神田4丁目4番地20

〒036-8326　弘前市大字藤野2丁目10番地3

・つかのファーム、つがる野工房パッケージセンター
　公共交通機関は付近を通りません。
　
・つがる野工房
【電車でお越しの方】ＪＲ撫牛子駅下車　徒歩10分

つかのファーム、つがる野工房、つがるの工房パッケージセンター　では以下の支援を行っております。

支援種別 作業支援

Ａ型 Ｂ型

- 8 -

http://www.sfhana.jp/


設置者　　社会福祉法人　七峰会

所在地
TEL／FAX 0172-33-8861／0172-33-8862
代表者氏名 理事長　大平　和夫

　□　事業所名 就労サポートひろさき

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-1321　弘前市大字熊嶋字亀田184番地1

　□　代表者名 岩渕　雅人

　□　電話番号 0172-82-5770

　□　事業種別・定員 就労移行支援　10名／就労継続支援Ｂ型　30名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日休み、土曜日は不定休）
9：00～16：00　※冬期間は9：00～15：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.takushinkan.jp

　□　アクセス

　□　支援内容

作業支援

◆生活リズム、身だしなみ、作業能力、対人関係等様々な訓練を通して、職場で求められる基本的な
就労態度・能力を養います。
◆実習協力企業や関係機関と連携しながら、施設外就労や様々な職場実習の提供を通して、一般就労
に向けた支援に力を入れています。
◆就職後は、障害者就業・生活支援センターとの連携や、ジョブコーチ支援を通して職場定着をサ
ポートします。
※事業所への通所は、自主通所が出来る方はお願いしていますが、遠方の方又は、通所が困難な方は
送迎サービスを実施していますので、お問い合わせください。
※見学・体験利用についてはいつでもお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

就労サポートひろさき　では以下の支援を行っております。

支援種別

就労移行支援

・ワークサンプル（実務、事務、パソコン）
・SST（社会生活技能訓練）、JST
・施設外就労（菓子箱類組立等）
・職場見学、職場実習

就労継続支援Ｂ型

・受託作業（帯テープ止め・ゲーム商品加工、シルバーシート加工
等）
・豆腐、豆乳プリン製造作業
・施設外就労（りんごに関連する作業）

【バスでお越しの方】
　弘南バス「枯木平線」「弥生・新岡・葛原線」
　旧岩木高校前下車　徒歩５分

就労サポートひろさき

　昭和48年11月、社会福祉法人として国の認可を受けました。
　児童から成人・高齢者まで、利用者のライフステージに応じた就労
系・生活系の支援サービスを展開しており、一人ひとりが個性を発揮
して住み慣れた青森県(津軽地域)で安心して暮らして頂けるよう支援
しています。

〒036-8356　弘前市大字下白銀町21番地8

０210200739

移行 Ｂ型

- 9 -
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設置者　　社会福祉法人　つがる三和会　

所在地
TEL／FAX 0172-93-2515／0172-93-2517
代表者氏名 理事長　大井　正清

　□　事業所名 障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里

　□　事業者番号 0210200747

　□　事業所所在地 〒038-3611　弘前市大字三和字下恋塚189番地14

　□　代表者名 大井　正範

　□　電話番号 0172-93-2515

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ａ型　19名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://sanwakai.info/?page_id=41

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 三和の里　では、以下の支援を行っております。

支援種別 作業支援

就労継続支援A型

・りんご生産、販売
・チューリップ生産、販売
・放し飼い卵生産、販売
・梅の生産、加工、販売

◆就労支援では各種農畜産物の生産加工販売に関する作業指導を行なっております。
◆事業所への通所は、自主通所または送迎をご利用ください。
◆昼食は600円にて提供しております。弁当持参も可能です。
◆就労支援では見学、実習を、随時承っております。

【JR五能線をご利用ください】
　板柳駅下車　タクシーにて20分
　鶴泊駅下車　タクシーにて15分

障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里

事業所写真

　障害福祉就労継続支援（A型）三和の里は、平成19年5月1日開設しまし
た。定員は19名、労働時間は週30時間とし、現在男性が７名、女性2名の計
９名の方が仕事をしております。仕事内容は、卵、りんご、チューリップ、
梅干し作りなどを行っております。併設している障害者支援施設三和の里の
施設内掃除や洗濯、支援施設を利用する方の入浴補助なども行っておりま
す。これからも作業を通じて社会経済活動に関わるとともに仕事に対しての
誇りと自信を育てながら邁進していきます。

〒038-3611　弘前市大字三和字下恋塚189番地14

月～金曜日、土曜日(女性)、日曜日(男性)（祝日含む）　9：00～15：45

Ａ型
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事業所写真 設置者　　社会福祉法人　抱民舎

所在地
TEL／FAX 0172-82-6060／0172-82-6061
代表者氏名 理事長　成田　春洋

　□　事業所名 ゆいまある

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8373　弘前市大字藤代字平田14番地2

　□　代表者名 成田　春洋

　□　電話番号 0172-39-1955

　□　事業種別・定員 就労継続支援B型　20名

　□　開所日・支援時間 月曜日～日曜日　8：30～17：30のうち6時間利用
※祝日は開所

　□　事業所ホームページアドレス http://www.houminsya.com/

　□　アクセス

　□　支援内容
ゆいまある　では、以下の支援を行っております。

就労継続支援B型

・製造部門
　パンの製造、販売
　各工程の作業（ミキサーやオーブン等の機器を使った作業から軽作
業まで様々な作業あり）の他、市内の販売イベントでの接客業務、運
搬業務をしていただいています。
・施設外就労（りんご作業ほか）
・請け負い作業（焼鳥串刺しほか）

◆パン製造・農作業などを通して、就労支援を行っています。ご本人の就労イメージや目的に応じて、
活動部門をご提案しています。
◆給食：あり。受給資格に応じて料金が変わります。
◆送迎：弘前駅、りんごの森からの送迎があります。
◆工賃：時給85円～125円
◆その他：見学・体験利用も対応いたします。お問い合わせください。

ゆいまある

　抱民舎は一人ひとりの地域生活と個別の社会的自立(自律)豊かな人生
を目指した活動を支援します。

〒036-1312　弘前市大字高屋字安田735番地の3

0210200820

【バスでお越しの方】
　弘南バス「弥生・枯木平線」岩木高校前下車徒歩1分
【お車でお越しの方】
　駐車場完備（15台駐車可能）、大型バスでの乗りつけ可能

支援種別 作業支援

Ｂ型

- 11 -
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設置者　　社会福祉法人　健誠会　

所在地
TEL／FAX
代表者氏名 理事長　瓜田　育男

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名 山﨑　生

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間
9：30～15：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.kensei-yume.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆就労移行支援では、関係機関と連携を取りながら、職場実習や職場訪問、就職後のフォローアップ等
を行います。
◆昼食は230円で弁当を注文できます。

0210200853

〒036-1202　弘前市大字十面沢字轡122番地9

0172-93-3666

就労移行支援　10名

月～金曜日（祝日含む）（土曜日はその月の営業日数により調整）

【バスでお越しの方】
　弘南バス「弘前～鰺ヶ沢線」
　十面沢西口下車　徒歩20分
【ＪＲでお越しの方】
　ＪＲ五能線陸奥森田駅より車で15分

いわきの里　では以下の支援を行っております。

支援種別 作業、支援内容

就労移行支援

・作業（人参の皮むき等の受託作業、ワークサンプル幕張版）
・セミナー（JST、SST、勉強会等）
・軽運動
・個別面談による振返り
・職場見学、職場実習　　等

多機能型事業所いわきの里

多機能型事業所いわきの里

　就労移行支援事業と生活介護事業により、障がいのある方が地域で
生き生きと暮らすための支援を目指し、平成22年に開所しました。

〒036-1202　弘前市大字十面沢字轡122番地9
0172-93-3666／0172-93-3866

移行

- 12 -
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設置者　　社会福祉法人　島光会

所在地
TEL／FAX 0１72-93-3111／0172-93-3112
代表者氏名 理事長　三浦　明子

　□　事業所名 就労継続支援B型事業所　ひまわり

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8383　弘前市大字折笠字法立堂113番地7

　□　代表者名 坂本　大輔

　□　電話番号 0172-96-2951

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　10名

　□　開所日・支援時間 月～土曜日（祝日含む、水曜日休み）　9：00～16：00

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　　ひまわり　では以下の支援を行っています。

◆食事の提供はありません。
◆体験、送迎については、事業所にお問い合わせください。

就労継続支援B型

１．紙工作業　　①  施設外(企業内)就労　

　　　　　　　　②  事業所内受注作業

２．委託作業　   ①  リンゴ栽培(4月～11月)

 　　　　　　　  ②  寺院清掃(通年)

就労継続支援B型事業所　ひまわり

　　　　　　　　③  除草・除雪(依頼時)

３．リサイクル作業

事業所写真

　ひまわり事業所は、障害者支援施設を利用されていた方々等で、自分も働き
たいという意思を抱いている利用者さんの願いをかなえるべく、平成23年7
月に岩木山の麓・折笠に日中の就労を支援する事業所として開所しました。同
時に生活の場としてグループホーム「いわき寮」を岩木庁舎前に開所し、就
労・生活両面から利用者さんの地域生活をより豊かなものになるよう支援して
ゆきたいと考えております。

【バスでお越しの方】
　弘南バス　弘前～弥生線（賀田経由）折笠バス停から徒歩５分

支援種別 作業支援

〒036-1203　弘前市大字大森字草薙5番地3

0210201018

Ｂ型
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設置者　　社会福祉法人　聖康会

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名 サポートセンターさくら

　□　事業者番号 0210201042

　□　事業所所在地 〒036-8381　弘前市大字独狐字山辺183番地

　□　代表者名 岩渕　泉樹

　□　電話番号 0172-95-2370

　□　事業種別・定員 就労継続支援B型　20名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日　9：00～15：00

　□　事業所ホームページアドレス http://www.hirosakisakuraen.net/

　□　アクセス

　□　支援内容

※体験・昼食については、事業所にお問い合わせください。

サポートセンターさくら

　一人一人が仕事への楽しみややりがいを持てることを目指し、平成24年9月
に開所いたしました。
　地域の一員として、社会活動への参加と一人ひとりの自立を目標に、働く環
境を整え、仕事に対する能力や意欲などを高めることを目指します。

〒036-8381　弘前市大字独狐字山辺183番地
0172-95-3434／0172-95-3477
理事長　小田桐　匡希

◆見学・体験随時受付しております。まずはお気軽にお問合せください。
◆事業所への通所は、送迎サービス実施しています。

【バスでお越しの方】
　弘南バス「鯵ケ沢線」「十腰内線」「堂ヶ沢線」「楢木線」
　独狐下車　徒歩3分

サポートセンターさくら　では以下の支援を行なっております。

支援種別 作業支援

就労継続支援B型

・委託作業
 （タック加工・折り加工・組み立て・シール貼り・封詰め・ファスロンキャップ・保冷剤洗浄）

・パン製造、販売

Ｂ型
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設置者　　社会福祉法人　茜育友会

所在地
TEL／FAX 0172-32-2128／0172-32-2129
代表者氏名 理事長　太田　清道

　□　事業所名 障害福祉サービス事業所　ワークランド茜

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8266　弘前市大字自由ヶ丘４丁目１番地１

　□　代表者名 古川　久大

　□　電話番号 0172-32-2128

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　30名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日　8：30～16：20（木曜日は16：00）

　□　事業所ホームページアドレス http://akane8.sakura.ne.jp

　□　アクセス

　□　支援内容

※体験・送迎・昼食については、事業所にお問い合わせください。

◆農耕班（外作業）、ポリマー班（内作業）の２つの中から作業を選択し、自分に合った仕事をしても
らい、生活リズムをつかみ、豊かな地域生活を目指します。

障害福祉サービス事業所　ワークランド茜

事業所写真

平成5年４月に障がい者の就労の場として開所しました。平成24年から障害
福祉サービス事業所として就労継続支援Ｂ型事業・生活介護事業を行い、平
成25年から相談支援事業所も行い、利用者の特性・諸能力を適切に捉え、有
意義に社会参加できるよう支援しています。

〒036-8266　弘前市大字自由ヶ丘４丁目1番地1

0210201109

【バスでお越しの方】
　弘南バス「金属団地・桜ヶ丘線」金属団地入口下車　徒歩8分

ワークランド茜　では以下の支援を行っております。

支援種別 作業支援

就労継続支援Ｂ型
・農耕班：ハウス、露地栽培、ミニトマト、ブルーベリー、きゅうり
・ポリマー班：フルーツネット、箸袋詰め、洋菓子箱折り

Ｂ型
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http://akane8.sakura.ne.jp/


設置者　　社会福祉法人みやぎ会

所在地
TEL／FAX 0172-93-3110／0172-93-3322
代表者氏名 理事長　田中　信幸

　□　事業所名 多機能型事業所　大石の里

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-1343　弘前市大字百沢字東岩木山3138番地2

　□　代表者名 大井　宏征

　□　電話番号 0172-93-3110

　□　事業種別・定員 就労継続支援B型　22名

　□　開所日・支援時間 月～土曜日　9：00～16：00（土曜日は12：00まで）

　□　事業所ホームページアドレス http://www.sg-miyagikai.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容

◆事業所への通所は、事業所において送迎支援を行っています。
　（午前・午後に分けた支援もしています）
◆活動日数、活動時間については、本人の体力や能力に応じ、相談の上実施いたします。
◆昼食を希望される方には、450円にて提供しています。
◆体験利用はいつでも可能です。事前にご連絡ください。

多機能型事業所　大石の里

事業所写真

　障がいを持った方一人ひとりが、地域の一員として自立した生活を
営んでいけるよう、生活の場、日中の活動、社会参加の場を総合的に
提供し、自立のための支援を行っています。

〒036-1343　弘前市大字百沢字東岩木山3138番地2

0210201117

【バスでお越しの方】
弘南バス「鰺ヶ沢線」赤倉神社登山口下車　徒歩30分

大石の里　では以下の支援を行っております。

支援種別 作業支援

就労継続支援Ｂ型
・リンゴジュース、パウンドケーキ、クッキー、アイスクリーム等製造
・農作業（ブルーベリー、じゃが芋その他野菜）、その他委託作業
・利用者の方々の能力に応じ、個々に合ったプログラム内容にて支援

Ｂ型
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http://www.sg-miyagikai.jp/


設置者　　社会福祉法人　藤聖母園

法人所在地
TEL／FAX 017-723-1691／017-723-1693
法人代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8163　弘前市大字清原4丁目9番地15

　□　代表者名

　□　電話番号

　□　定員

　□　開所日・支援時間 月～土曜日（祝日休み）　8：15～16：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.fujiseiboen.or.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 弘前大清水希望の家　では、以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

弘前大清水希望の家

就労継続支援B型事業所　弘前大清水希望の家

事業所写真

　利用される方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる
よう、働く場や生産活動の場を提供し、利用者がそれぞれの得意なと
ころを活かし、仕事をする楽しさややり甲斐、充実感を得られる活動
を目指し、平成24年4月に開所しました。

〒030-0841　青森市奥野3丁目7番地1

理事長　中西　秀吉

◆無料サービス　

0210201125

福士　明雄

0172-55-8760

就労継続支援B型　10名

【バスでお越しの方】
　弘南バス「碇ヶ関線」弘前大清水ホーム前下車　徒歩１分

支援種別 作業支援

就労継続支援Ｂ型

・リサイクル作業（ダンボール、空き缶、古新聞、古雑誌等）

・味噌製造作業

・その他外注作業

 ・入浴サービス‥‥家庭での入浴困難者を対象に、週1回程度の入浴サービスを提供します。

 ・送迎サービス‥‥ご希望により自宅送迎をご利用いただけます。

 ・余暇サービス‥‥地域の行事やイベントに参加したり、ドライブに行ったり、潤いのある

　　　　　　　　　 生活を支援していきます。

◆有料サービス

 ・食事サービス‥‥献立を作成し、栄養と利用者の身体状況に配慮し、バラエティに富んだ

 　　　　　　　　　食事を提供します。アレルギーや刻み食等にも対応します。

Ｂ型
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http://www.fujiseiboen.or.jp/


設置者 社会福祉法人 抱民舎

所在地
TEL／FAX 0172-82-6060／0172-82-6061
代表者氏名 理事長　成田　春洋

　□　事業所名 クレッシェンド

　□　事業者番号 210201232

　□　事業所所在地 〒036-8373　弘前市大字藤代字平田14番地2

　□　代表者名 成田　春洋

　□　電話番号 0172-88-8071

　□　事業種別・定員 就労移行支援事業　6名

　□　開所日・支援時間 月～日曜日（祝日開所）　8：30～17：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.houminsya.com/

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 クレッシェンド　では、以下の支援を行っております。

就労移行支援

・就労セミナー：履歴書作成、コミュニケーション技能
(SST,JST)、ストレスマネジメント、自己理解等
・作業：ワークサンプル幕張版(MWS)、清掃基礎、パソコン等
・企業実習：事務補助、スーパー、コンビニ、パン配達
・施設外就労：不動産事務、アパート清掃(共有部分)
・請け負い作業：焼鳥串刺し

◆一般企業の就職を目指したい方のトレーニングや、ご自分の適性を知りたい方の体験の場です。
◆プログラムの内容としては、働くための基礎を身につけるためのセミナー・作業や、一般企業に
出向いての実習があります。
◆トレーニングの中でご自分の得意・不得意を見つけ、得意なことは伸ばしていき、不得意なこと
は改善方法や工夫を振り返りや個別相談で一緒に考えて、自信をもって就職できるようにサポート
しています。
◆弘前駅からのみ送迎を行っております。ご希望であればご相談ください。
◆見学・体験等、お気軽にご連絡ください。

就労移行支援事業所　クレッシェンド

事業所写真

　抱民舎は一人ひとりの地域生活と個別の社会的自立(自律)豊かな
人生を目指した活動を支援します。

〒036-1312　弘前市大字高屋字安田735番地3

【バスでお越しの方】
　弘南バス「弥生・枯木平線」岩木高校前下車徒歩1分

支援種別 作業支援

移行
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http://www.houminsya.com/


設置者　　社会福祉法人　抱民舎

所在地
TEL／FAX 0172-82-6060／0172-82-6061
代表者氏名 理事長　成田　春洋

　□　事業所名 co na

　□　事業者番号 0210201232

　□　事業所所在地 〒036-1312　 弘前市大字高屋字安田735番地の3

　□　代表者名 成田　春洋

　□　電話番号 0172-82-6060

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　14名

　□　開所日・支援時間 月～日曜日（祝日含む）　8：30～17：30
年末年始休み　 日曜日出勤あり

　□　事業所ホームページアドレス http://www.houminsya.com/

　□　アクセス

　□　支援内容
co na　では、以下の支援を行っております。

就労継続支援A型

【給食業務】
　調理、盛りつけ、食器洗浄、厨房清掃、献立作成、食材の受注管理等
【事務業務】
　パソコン入力(ワード・エクセル他ソフト)、伝票整理、受注・発注業務、電話対
応、来客対応等
【施設外就労】
　業務委託による作業
【請け負い作業】
　焼鳥串刺し等

◆給食・事務などでの技術向上へ向けてのサポート、電話対応や挨拶など就労に必要な知識及び能
力向上のためのサポートを行います。
◆事業所の通勤は自主通勤をお願いしています。
♦その他：見学も対応いたします。お問い合わせください。

co na

事業所写真

　抱民舎は一人ひとりの地域生活と個別の社会的自立(自律)豊かな人
生を目指した活動を支援します。

〒036-1312　弘前市大字高屋字安田735番地の3

【バスでお越しの方】
　弘南バス賀田東口バス停下車、徒歩10分

支援種別 作業支援

Ａ型
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http://www.houminsya.com/


設置者　　株式会社　さくらの杜

所在地
TEL／FAX 0172-29-5522／0172-29-5523
代表者氏名 代表取締役　櫻庭　亮太

　□　事業所名 さくらの杜

　□　事業者番号 0210201257

　□　事業所所在地 〒036-8081　弘前市大字福田１丁目2番地1

　□　代表者名 櫻庭　亮太

　□　電話番号 0172-29-5522

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　40名

　□　開所日・支援時間 年中無休　10：00～15：10

　□　事業所ホームページアドレス http://sakura-kikurage.com/

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 さくらの杜　では、以下の支援を行っております。

就労継続支援Ａ型
しいたけ・きくらげの栽培作業／乾燥しいたけ・乾燥きくらげの製造
販売／野菜の生産／施設外就労（野菜の加工、倉庫内清掃等）

◆完全送迎（無料）になります。自主通勤も可能です。
◆昼食は自分で用意する必要があります。
◆体験利用につきましては、いつでも可能です。

就労継続支援Ａ型事業所　さくらの杜

事業所写真

　障がいを持った方に就労の機会を提供すると共に生産活動等を通じ知識及
び能力の向上のために必要な訓練の場を提供しています。
一般就労への移行に向けて利用者１人１人の自立を支援しています。
就労継続支援Ａ型事業所として利用者と利用者の家族の視線に立ち、安全な
就労環境を提供し社会の貢献に努めます。

〒036-8081　弘前市大字福田１丁目2番地1

【電車でお越しの方】
　ＪＲ弘前駅から　徒歩25分
【バスでお越しの方】
　弘南バス城東循環100円バス「さくら野」下車　徒歩15分

支援種別 作業支援

Ａ型
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設置者　　社会福祉法人　伸康会

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名 工藤　佐知江

　□　電話番号 0172-88-8655

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　20名／就労継続支援B型　20名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日含む）　9：00～15：00

　□　事業所ホームページアドレス http://heisei-ie.net/

　□　アクセス

　□　支援内容
弘前ビジネスアカデミー　では、以下の支援を行っております。

支援種別 作業支援

弘前ビジネスアカデミー

　障がいのある方が社会で働き活躍するための「専門学校」をコンセプトにし
ています。サポートプログラム（ライフスキル・ワークスキル・対人スキル）
を組み合わせ、自立した生活へのサポートの為に、利用者様の特性に合ったト
レーニングを用意し支援させて頂いています。
3つのコースを設定しており、自己選択・自己決定で自ら学びたい就業スキルを
選択できます。

〒036-8316　弘前市大字石渡4丁目13番地7
0172-88-8655／0172-88-8656
理事長　蒔苗　俊二

弘前ビジネスアカデミー

0210201307

〒036-8316　弘前市大字石渡4丁目13番地7

【バスでお越しの方】
　弘南バス「弘前～鰺ヶ沢線」　石渡下車　徒歩10分
　サンデー石渡店となり

就労継続支援A型
・情報コース…データ入力、文書・ポスター作成、動画作成　等
・清掃コース…トイレ清掃、床清掃、居室清掃　等

就労継続支援B型
・箱組み立て、フルーツネット（受託）
・販売（パン、雑貨　等）
・野菜作り

◆オーダーメイドの就労支援を目指し日々支援しています。
◆利用者様のモチベーションアップ向上、他利用者との対人スキルアップの為、作業だけではな
　く定期的にイベントを実施しています。
◆一般就労を目標にして頂くために、ビジネスマナー等も取り入れ個々のスキルアップ、適応力
　を身につけて頂けるようサポートしています。
◆昼食を希望される方は３００円で提供させて頂きます。
◆体験・送迎については、事業所にお問い合わせください。

Ａ型 Ｂ型
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所在地
TEL／FAX 017-752-6566／017-752-6597
代表者氏名 代表取締役　奈良岡　大輔

　□　事業所名 指定障害者福祉サービス事業所　チョコ・ドーナツ弘前

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8254　弘前市大字清水3丁目1番地14

　□　代表者名 藤田　ゆかり

　□　電話番号 0172-55-8769

　□　事業種別・定員 就労継続支援B型　30名

　□　開所日・支援時間 月〜土曜日（祝日含む）　10：00～15：00

　□　事業所ホームページアドレス http://ameblo.jp/cookie-hirosaki/

　□　アクセス

　□　支援内容
チョコ・ドーナツ弘前　では、以下の支援を行っております。

◆送迎…無料（弘前市内、弘前市近郊も可能）。
◆昼食…無料（毎日、健康的なメニューの給食を提供しております）。
◆見学・体験随時受付けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

指定障害者福祉サービス事業所　チョコ・ドーナツ弘前

事業所写真

設置者　　有限会社　大裕　

　チョコ・ドーナツ弘前では、みなさんの「自分らしさ」を大切にしアット
ホームな雰囲気でサービスを提供しています。利用者様の目標に寄り添っ
て、無理なく着実にステップアップ出来る体制をとっています。
　利用者様の毎日が、笑顔で楽しく過ごせるよう、お手伝いいたします。私
たちスタッフも明るく楽しい雰囲気づくりを心掛け、みなさんをお待ちして
おります。

〒038-0004　青森市富田1丁目17番6号

0210201356

【バスでお越しの方】
　弘南バス「金属団地方面行」「桜ヶ丘方面行」
　ゴールドパック前下車　徒歩5分

支援種別 作業支援

就労継続支援B型

・施設外就労
（リンゴ加工場にてリンゴの選果・加工作業など）
・リサイクルショップの補助作業
（引越し作業・輸出業・物品搬出作業など）
・インターネット販売の補助作業
（古本クリーニング等の軽作業・本搬入等の力作業など）

Ｂ型
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http://ameblo.jp/cookie-hirosaki/


設置者　　株式会社One-Self

所在地 弘前市大字緑ヶ丘1丁目3番地12
TEL／FAX 0172-88-8833／0172-88-8889
代表者氏名 川浪　美加子

　□　事業所名 就労継続支援事業所「わん・せるふ」

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8253　弘前市大字緑ヶ丘1丁目3番地12

　□　代表者名 川浪　美加子

　□　電話番号 0172-88-8833

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　10名／就労継続支援Ｂ型　10名

　□　開所日・支援時間 月～土曜日　9：30～１5：30（祝日は不定休）

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 就労継続支援事業所「わん・せるふ」では、以下の支援を行っております。

就労継続支援Ａ型

・箱折り作業
・人参皮むき作業
・委託作業（施設外唐揚げ屋補助業務、内職等）
・農作業

就労継続支援Ｂ型 ・フルーツキャップ折り作業

・就労継続支援Ａ型事業所「わん・せるふ」では、関係各機関と連携を取りながら、一般就職を目指して施
設内、施設外での作業支援を行います。
・当事業所への通所は、送迎サービスを実施しています。

支援種別 作業支援

就労継続支援事業所「わん・せるふ」

事業所写真

　就労継続支援事業所「わん・せるふ」は、アットホームな雰囲気の中、あ
なたの「働きたい」を応援します！

0210201364

【バスでお越しの方】
　弘南バス「緑ヶ丘線」　緑ヶ丘下車　徒歩5分

Ｂ型Ａ型
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設置者 社会福祉法人・花

所在地
TEL／FAX 0172-3７-3877／0172-５５-０７５１
代表者氏名 理事長　成田　清春

　□　事業所名 ジョブネット

　□　事業者番号 0210201380

　□　事業所所在地 〒036-8011　弘前市大字山下町5番地5

　□　代表者名 相馬　信一

　□　電話番号 0172-31-2260

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　20名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日休み）　8：45～16：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.sfhana.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容

※体験・送迎・昼食については、事業所にお問い合わせください。

ジョブネット　では以下の支援を行っております。

就労継続支援Ｂ型　ジョブネット

　社会福祉法人・花では弘前市内に４箇所の就労継続支援事業所が
あり、一人一人の作業能力や持続力、安定度などで適材適所で利用
していただいています。
　作業は各事業所で様々ですが、作業のしやすい環境を整えて活動
できることを重視しております。見学、利用相談などお気軽にお問
い合わせください。

〒036-8373　弘前市大字藤代二丁目11番地6

【バスでお越しの方】
　弘南バス中央通りを通る弘前駅行各路線
　中央通り２丁目下車　降りてすぐ

支援種別 作業支援

就労継続支援Ｂ型 ・金魚ねぷた製作、リサイクルショップ

◆精神障がいを持つ方の就労支援等を目的として活動しています。弘前にお住いの方をはじめ、近
郊市町村の方が通所利用されています。
◆通所しながら生活リズムを整えていくトレーニングのための場所です。
◆体力に自身がなくてもできる作業を用意しています。

Ｂ型
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設置者　　特定非営利活動法人 team.Step by step

所在地
TEL／FAX 0172-88-6941／0172-88-6942
代表者氏名 理事長　葛西　優子

　□　事業所名 NEXT

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8095　弘前市大字城東4丁目4番地12

　□　代表者名 葛西　優子

　□　電話番号 TEL／FAX　0172-26-5971／0172-55-5972

　□　事業種別・定員 就労移行支援　6名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（土日休み）　9：50～15：10

　□　事業所ホームページアドレス http://www.t-step.or.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容
NEXT　では、以下の支援を行っております。

※体験・送迎・昼食については、事業所にお問い合わせください。

◆就労移行支援のプログラムとして、基礎訓練・SST・自己啓発を行っております。
◆就労移行支援では、就労関係機関と連携を取りながら、職場見学・現場実習・職場訪問・
就職後の定着支援等を行います。
◆施設外就労
◆様々な訓練や集団での活動を通して、地域で安心して生活を送ることができるよう支援し
ます。

【電車でお越しの方】
　弘前駅東口から　徒歩１0分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「城東循環大町経由１００円バス」城東3丁目下車
徒歩１分

支援種別 作業支援

就労移行支援

・パソコン訓練
・調理訓練
・清掃訓練
・ビジネスマナー
・面接訓練　等

NEXT

事業所写真

「障がいのあるなしに関わらず、だれもが『ここにいるのがあたりまえ』
であり、すべての児童とその家族が自分らしく生きていける社会。更には、
人と人とがつながり、地域ぐるみで互いに理解し助け合える社会であってほ
しい。」という想いで、法人の設立に至りました。就労移行支援・自立訓練
（生活訓練）・生活介護を行う事業所として、《健康》《自信》《仲間》を
大切にし、利用者ひとりひとりの自立を支援しています。

〒036-8095　弘前市大字城東3丁目11番地11

0210201422

移行
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設置者　　株式会社　アドバンス

所在地
TEL／FAX 0172-55-6381／0172-55-6382
代表者氏名 代表取締役　櫻庭　健太郎

　□　事業所名 就労継続支援A型事業所「あどばんす」

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8075　弘前市大字撫牛子３丁目4番地28

　□　代表者名 櫻庭　健太郎

　□　電話番号 0172-55-6381

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　20名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日　9：30～15：00

　□　事業所ホームページアドレス http://h-advance.jp

　□　アクセス

　□　支援内容
あどばんす　では、以下の支援を行っております。

※昼食については、事業所にお問い合わせください。

障がい者就労継続支援A型事業所　あどばんす

◆送迎サ－ビスを無料で行っています。
◆見学、体験は、気軽に受け付けております。

事業所写真

　平成２７年4月に就労継続支援A型「あどばんす」を開設。
施設外作業（老人ホ－ムの清掃）を中心に活動中です。施設外作業先で出会った多くの
人と触れ合う事により利用者さん一人一人が日々成長し、やりがいを持ち働く事の楽し
さを身に付け、一般就労に一番大切な継続する力をつける為に訓練しています。施設内
では自分なりのペースでCD、DVD、おもちゃの清掃、袋詰め等のリサイクル作業を
行っています。又、自分に出来る事を行い共に支え合いながら得意な部分は伸ばし、苦
手な部分は少しでも克服し自信につながっていくよう支援しております。明るく笑顔の
たえない事業所を目指して頑張っています。

【JRでお越しの方】
　撫牛子駅から徒歩10分
【弘南バスでお越しの方】
　豊蒔バス停下車　徒歩1分

支援種別 作業支援
・CD、DVD、おもちゃ、ゲームの清掃袋詰め（委託）
・老人ホーム、コンビニエンスストアの清掃

就労継続支援A型

〒036-8075　弘前市大字撫牛子３丁目4番地28

0210201430

Ａ型
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設置者　　社会福祉法人　一葉会

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 りんごっこ　では、以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

就労継続支援Ａ型　15名（雇用型10名、非雇用型5名）

就労継続支援Ａ型事業所　りんごっこ

事業所写真

　地域に根ざした視点で、利用者様が安心して楽しいひと時を送れるよう努めること
を信条とし、利用者様の声に耳を傾けるだけでなく、ご家族の皆様とも連携をとり、
お一人おひとりに合ったサービスを提供します。「小さな手が大きな安心に、小さな
声が大きな喜びに　みんなで　みんなで　福祉の街づくり」をモットーに、昭和５０
年に設立しました。施設は、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、グループホーム
の他、障害福祉サービス事業所、グループホームなどがあります。

〒036-8082　弘前市大字福村字新舘添50番地8
0172-28-0900／0172-26-1086
理事長　長尾　春夫

就労継続支援Ａ型事業所　りんごっこ

0210201463

〒036-8302　弘前市大字高杉字尾上山９４８番地４

鈴木　寿雄

TEL0172-95-3131　FAX0172-99-1872

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するととも
に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要
な訓練を行う事を目的として事業を実施しています。

◆送迎サービス：支援の一環として、職員が送迎専用車両にて送迎。
◆給食サービス：調理・味付けなどに利用者の嗜好を反映させながらバランスのとれた昼食の提供。
◆賃金：雇用型賃金、非雇用型賃金あり。

月～金曜日　9：00～16：00

【バスでお越しの方】
弘南バス「鰺ヶ沢線、堂ケ沢線」天崎下車　徒歩１分

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型

・洗濯作業（機械室、シーツアイロナー等）
・陶工作業（泥仕込み、成形、素焼き、色づけ、本焼き等）
・地元製麺会社の下請け作業（そばかりんとう、そばパック詰め等）
・地元りんご生産者からの受託作業（枝拾い、葉取り）

Ａ型

- 27 -



設置者　　　 特定非営利活動法人　愛心会

所在地
TEL／FAX 0172-27-7875
代表者氏名 理事長　高杉　良一

　□　事業所名 特定非営利活動法人愛心会　ハート・ツリー

　□　事業者番号 0210201471

　□　事業所所在地

　□　代表者名 高杉　良一

　□　電話番号 0172-27-7875

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　１０名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://npo-aishinkai.com

　□　アクセス

　□　支援内容
ハート・ツリー　では、以下の支援を行っています。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

月曜日～日曜日　9:00～1７：00

特定非営利活動法人愛心会　ハート・ツリー　

事業所写真

　民家を使用した事業所で、皆さんの居場所となれるような環境つく
りを行っています。利用者様個々の特徴に合わせた作業内容や心身の
ケアを提供できるように柔軟に対応しています。

〒036-8111　弘前市門外３丁目５番地１９

〒036-8111　弘前市門外３丁目５番地１９

送迎、食事、お風呂は無料。屋外に喫煙所あり。就労継続支援B型のほかに自立訓練（生活訓練）
もあります。

年末年始は休業

弘南バス　門外東口　より　徒歩三分

支援種別 作業支援

就労継続支援B型
農作業、作物の選別、袋詰め等出荷準備、煮干しのワタ取り、小物の
清掃、アクセサリーつくり、刺繍、編み物等

Ｂ型
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設置者　　株式会社エフリング

所在地
TEL／FAX 011-598-9533
代表者氏名 代表取締役　新井　誠志

　□　事業所名 株式会社エフリング弘前事業所

　□　事業者番号 0210201489

　□　事業所所在地 〒036-8003　弘前市大字駅前町6番地1　謙ビルB号室

　□　代表者名 新井　誠志

　□　電話番号 0172－55－8860

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　20名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（土日祝日休み） 　9:00～17:00

　□　事業所ホームページアドレス https://www.jobtas.net/facility/fring_hirosaki/

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 エフリング　では、下記の支援を行っております。

就労継続支援A型

・インターネットの通信販売に係る業務
　　WEB登録作業
　　商品のクリーニング作業
　　商品の写真撮影
　　メールによる問い合わせ対応
　　梱包作業　等
・小物製作作業
・受託作業（施設外就労）ネット通販・清掃業務

◆通所による雇用契約等に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に向けた知識、能力が高まった
ものについて、一般就労への移行に向けて支援します。
◆パソコンが初めての方でも指導員が丁寧に指導いたします。
◆就業場所は2Fになります。エレベーターはありません。外階段に手すりは付いています。
◆支援時間内の５時間利用で４時間の就労時間になります。詳しくはお電話で対応させていただきます。
◆送迎あり。送迎のおおよその距離として当事業所から4㎞圏内の3コースあり。
◆食事の提供は行っておりません。昼食持参をお願いしております。
◆見学は随時受け付けておりますが、面接・体験はハローワークからの紹介状を持参していただいてからと
なります。3日を目安に体験して利用に繋げています。

株式会社エフリング

事業所写真

　障害者総合支援法に基づいた就労継続支援A型事業所です。
明るいアットホームな雰囲気の環境で知識と能力向上のため必要な訓練を行い、
皆が一般就労を目指せる支援に努めております。
エフリングは　あなたの「働きたい」を応援します。

〒003-0026　北海道札幌市白石区本通６丁目南1-8

【JR・弘南鉄道でお越しの方】
　弘前駅から　徒歩２分
【バスでお越しの方】
　弘前バスターミナルから　徒歩３分

支援種別 作業支援

Ａ型

- 29 -



設置者　　株式会社　杉の子会

所在地
TEL／FAX 0172-27-0252
代表者氏名 代表取締役　三浦　浩

　□　事業所名 杉の子

　□　事業者番号 0210201497

　□　事業所所在地 〒036-8093　弘前市大字城東中央4丁目7番地3

　□　代表者名 三浦　浩

　□　電話番号 0172-27-0252

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　20名／就労継続支援B型　10名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日　
A型8：30～16：00、8：30～15：00、9：30～16：00
／B型9：45～16：00

　□　事業所ホームページアドレス http://suginoko-kai.net/

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 杉の子　では、下記の支援を行っております。

【電車でお越しの方】
　ＪＲ弘前駅　城東口から　徒歩20分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「城東循環（和徳経由）100円バス」
　長四郎公園下車　徒歩3分

杉の子

事業所写真

　障がいを持った方が、その知識及び能力を生かし、さらにその向上を図れる
よう就労の機会を提供すとともに、その活動及びその他の活動を通じて、自立
した日常生活又は社会生活を送ることができるよう支援するために、就労継続
支援Ａ型と就労継続支援Ｂ型の２つの支援を行う多機能事業所として、平成２
７年に城東地区にあります長四郎公園の近くに、開所しました。

〒036-8093　弘前市大字城東中央4丁目7番地3

◆祝日については、作業の都合により開所（勤務）日を調整することがあります。
◆Ａ型の支援時間については9：30から1６：０0（５時間）が主となっています。
◆就労継続支援では、地元の産業廃棄物収集・食品リサイクル事業者の協力を得て、施設外就
労を中心に行っています。
◆事業所への通勤は、原則として自主通勤をお願いしていますが、ＪＲ弘前駅城東口までおい
でいただければ送迎サービス（無料）を実施しています。
◆見学は随時受け付けています。体験は、面接後、２日間行います。
◆昼食は各自で持参してください。

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型
・農作物生産管理作業 　・弁当解体、分別作業
・ペットボトル、缶分別作業　・清掃受託　　　　　　　　　ほか

就労継続支援Ｂ型
・資源ごみ仕分け作業
・ペットボトル分別前処理作業　　ほか

Ａ型 Ｂ型
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設置者　　株式会社ヴァーベナ

所在地 青森市西滝1丁目23－21
TEL／FAX 017-752-1259
代表者氏名 川浪　美加子

　□　事業所名 就労継続支援事業所リトルbyリトル

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 弘前市大字和徳町178

　□　代表者名 川浪　美加子

　□　電話番号 0172-55-5863

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　10名／就労継続支援B型　10名

　□　開所日・支援時間 月～土曜日　9：30～１5：30

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 リトルbyリトル　では、下記の支援を行っております。

※昼食、体験については、事業所にお問い合わせください。

就労継続支援A型
・パン製造販売補助業務
・委託作業（内職等）
・農作業

就労継続支援B型
・フルーツキャップ
・委託作業（内職）

・就労継続支援では、関係各機関と連携を取りながら、一般就職を目指して施設内、施設外での作業支援を
行います。
・事業所への通所は、送迎サービスを実施しています。

支援種別 作業支援

就労継続支援事業所リトルbyリトル

事業所写真

リトルｂｙリトルは、「少しずつ」「一歩ずつ」という意味です。就労継続支援
A・B型事業所リトルbyリトルは、障がいのある方一人ひとりの就労に向けた目標
に向かって一歩一歩、利用者さまと一緒に歩んで行きます。

0210201505

【電車でお越しの方】
　ＪＲ弘前駅から　徒歩20分

Ａ型 Ｂ型
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設置者　　ＮＰＯ法人　シニアネット弘前

所在地
TEL／FAX 0172-55-5719／0172-55-5729
代表者氏名 理事長　山口　道子

　□　事業所名 就労継続支援A型事業所　ジョイネット大町

　□　事業者番号 0210201513

　□　事業所所在地

　□　代表者名 齋藤　昭雄

　□　電話番号 0172-37-3330（FAX兼用）

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　20名（雇用型・非雇用型）

　□　開所日・支援時間 月曜日～金曜日　10：00～15：00

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 ジョイネット大町では、下記の支援を行っております。

【電車でお越しの方】
　JR　弘前駅から徒歩5分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「バスターミナル」から徒歩２分

就労継続支援A型事業所　ジョイネット大町

事業所写真

　障害のある方に対して、通所による雇用契約等に基づいて就労の機会
を提供し、一般就労へのステップアップを目指して、平成27年10月に
開所いたしました。
　事業所内は広々としており、明るく落ち着いた雰囲気で過ごすことが
できます。事業所の場所は、弘前駅から徒歩5分という利便性の良い立
地環境にあります。働くことを通じて、社会参加や職業自立を目指して
行けるように支援いたします。

〒036-8091　弘前市大字高崎2丁目7番地7

〒036-8004　弘前市大町3丁目11番地2　サンステージ大町1－A

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型
・委託作業（菓子箱組立・ファスロンキャップ結束等）
・施設外就労（りんごの選果場、菓子箱の加工場等）

◆当事業所は、就労関係機関と連携を取りながら、本人の目標をたて少しでも自立、あるいは一
般就労ができるような支援を目指しています。
◆事業所への通所は、原則として自主通所をお願いしています。
（通所が非常に困難で、かつ事業所で支援を行うことが可能な場合に限り、送迎サービスを実施
する場合もあります。）
◆昼食は準備していませんので、各自持参してください。
◆体験利用も受け付けています。

Ａ型
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設置者　　社会福祉法人　弘前久栄会

所在地
TEL／FAX 0172-88-8967／0172-88-8968
代表者氏名 理事長　久保　弘之

　□　事業所名 就労継続支援Ａ型事業所みのり

　□　事業者番号 0210201539

　□　事業所所在地 〒036-8061　弘前市大字神田5丁目8番地13

　□　代表者名 施設長　菊池　玲子

　□　電話番号 0172-88-8967

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ａ型　15名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://www.hirosakikyuei.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容
就労継続支援Ａ型事業所みのり　では以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆就労支援では、就労関係機関と連携を取りながら、職場見学・職場実習・職場訪問・就職後のフォ
ローアップ等を行います。
◆事業所への通所は、原則として自主通所をお願いしています。
（通所が困難で、かつ事業所で支援を行うことが可能な場合に限り、通所支援としての無料の送迎サー
ビスを実施しています。）

就労継続支援Ａ型事業所みのり

事業所写真

　障がいを持つ方々に就労の場を提供し、経済的な自立と地域で支え
あって生きていくことを目指して、社会の一員として活動の機会を提
供し必要な知識及び能力の向上等の支援を行います。

〒036-8061　弘前市大字神田5丁目8番地13

月～金曜日　8：30～17：30
支援時間は、働く方の都合に合わせて相談に乗ります。

【電車でお越しの方】
　ＪＲ奥羽線撫牛子駅より徒歩10分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「黒石線」・「浪岡線」・「五所川原線」
　撫牛子停留所前下車　徒歩8分

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型
・衣類のたたみ作業
・タオル類のロール作業
・清拭布のたたみ作業　等

Ａ型

- 33 -



設置者　　特定非営利活動法人しおん　

所在地
TEL／FAX 0172-89-1539
代表者氏名 理事長　須藤　朗孝

　□　事業所名 障害福祉サービス事業所　コミュニティカフェらみぃ

　□　事業者番号 0210201554

　□　事業所所在地 〒036-8162　弘前市安原3丁目2番地17

　□　代表者名 齋藤　久美子

　□　電話番号 0172-37-7507

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　20名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス なし
facebook　　Twitter　コミュニティカフェらみぃ

　□　アクセス
ＪＲ弘前駅より安原方面へ、車で10分。
弘南鉄道千年駅より徒歩15分。

　□　支援内容
コミュニティカフェらみぃでは、以下の支援を行っています。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆昼食は、自立訓練の一環として、利用者さんが、スタッフと共に調理します。
◆有料の送迎サービスを利用できます。

障害福祉サービス事業所　コミュニティカフェらみぃ　

事業所写真

　「みんな一緒でみんな幸せ」コミュニティカフェらみぃはカフェの
仕事を通して、利用者さんが、地域の中で、笑顔で楽しくお仕事でき
るように支援していきます。

〒036-8242　弘前市大原2丁目8番地2

火曜日～土曜日　9:00～16：00
日月祝日休み

【電車でお越しの方】

支援種別 作業支援

就労継続支援B型
カフェの仕事全般、調理、接客、掃除　創作活動、ペーパークラフ
ト、絵画、農作業、コーヒー豆、黒にんにく製造販売

Ｂ型
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設置者　　特定非営利活動法人 team.Step by step

所在地
TEL／FAX 0172-88-6941／0172-88-6942
代表者氏名 理事長　葛西　優子

　□　事業所名 N-STAGE

　□　事業者番号 0210201562

　□　事業所所在地 〒036-8095　弘前市大字城東４丁目４－１１

　□　代表者名 葛西　優子

　□　電話番号 TEL／FAX　0172-26-7100／0172-55-6118

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　10名／就労継続支援B型　10名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日　9：50～15：10

　□　事業所ホームページアドレス http://www.t-step.or.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容
N-STAGE　では、以下の支援を行っております。

※体験・送迎・昼食については、事業所にお問い合わせください。

N-STAGE

事業所写真

　平成29年4月、就労継続支援A型・就労継続支援B型事業所として開所。
何らかの障がいをかかえ様々な課題を抱えた方々が、自分の得意・不得意を見極め、
社会の中で“自分らしく生きる力”を得て、“今日の自信と明日への希望”を抱いて
生活していくためのサポートをしています。
　《健康》《自信》《仲間》を大切にする「私が輝く次の場所」です。

〒036-8095　弘前市大字城東3丁目11番地11

【電車でお越しの方】
　弘前駅東口から　徒歩１5分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「城東循環大町経由１００円バス」城東3丁目下車
　徒歩１分

支援種別 作業支援
就労継続支援A型 ・製作作業指導　・事務(パソコン入力、書類作成等)

就労継続支援A型
就労継続支援B型

⓵生産活動
　自社ブランドcloud9　ーハンドメイドクラフト－
　木工雑貨やアクセサリーなど手工芸作品の製作・販売
　卒塔婆製造・販売
②食品加工
　黒にんにく（青森県産にんにく使用）・燻製（ナッツ・チーズ）等
③企業からの委託による就労・委託作業
④社会学習
　マナーやコミュニケーション講座・余暇活動

◆各就労関係機関と連携を取りながら、職場見学・現場実習・職場訪問・就職後の定着支
　援等を行います。
◆様々な訓練や集団での活動を通して、地域で安心して生活を送ることができるよう支援
　します。
◆通所手段につきましてはA型は自力通所、B型は希望により送迎利用可能(要相談)です。

Ａ型 Ｂ型

- 35 -

http://www.t-step.or.jp/


設置者　　株式会社　つがるねっと

所在地
TEL／FAX 090-9531-1131／017-771-4169
代表者氏名 代表取締役　貴田岡　武

　□　事業所名 就労継続支援A型事業所　はたらき方研究所　りんごの種
就労継続支援B型事業所　つながり芸術館　バナナの樹

　□　事業者番号 0210201588

　□　事業所所在地

　□　代表者名 貴田岡　武

　□　電話番号 090-9531-1131

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　20名／就労継続支援B型　10名

　□　開所日・支援時間 月曜日～金曜日　9：00～17：00

　□　事業所ホームページアドレス なし　＊Facebookで「つがるねっと」
（津軽地域精神障がい者社会復帰支援連絡会）を検索してください

　□　アクセス

　□　支援内容
　　　 つがるねっとでは、以下の支援を行っております。

◆送迎…無料（弘前市内）
◆昼食…無料（毎日、健康的なメニューの給食を提供しております）
◆見学・体験随時受付けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型
・グループホーム清掃作業
・食事調理作業
・農作業（農福連携）・内職作業

就労継続支援Ｂ型

・コーヒー加工/販売作業
・津軽塗り作業
・喫茶の後片付け作業
・農作業（農福連携）

【電車/バスでお越しの方】
　JR弘前駅城東口から出て徒歩5分

多機能型　就労継続支援事業所　つがるねっと

事業所写真

　「つがるねっと」は２００６年に立ち上がった、津軽地域精神障がい
者社会復帰支援連絡会（旧）という団体から成り立ち、2017年８月に
就労継続支援A型・B型を県の認可の上、立ち上がった団体です。
　「誰もがごく当たり前の生活が出来る町づくり」をキーワードに「働
く」ということから町に・人に繋がり、「やさしく・つよく・おもしろ
く」をテーマとした働く場を提供しています。

〒036-8095　青森県弘前市城東3-5-1

〒036-8095　青森県弘前市城東3-5-1　4階

Ａ型 Ｂ型
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設置者

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号 0210201646

　□　事業所所在地

　□　代表者名 渡邊　明彦

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://shakehands2018.com

　□　アクセス

　□　支援内容
　 シェイクハンズ弘前　では以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆昼食は栄養バランスのとれた温かいお弁当を無料で提供しています。
◆初めは週に1回でも構いません。慣れたら徐々に増やしましょう。
◆見学・体験は随時受け付けております。

支援種別 作業支援

就労移行支援

・生活、健康管理（身だしなみ・体調管理・アクティブ講座など）
・パソコン（基本操作・検定に向けてのサポートなど）
・ビジネスマナー講座、コミュニケーション講座、SST、JST
・外部講師による講座（英会話・ヨガなど）
・企業見学、職場実習、履歴書作成、面接練習
・就職後の定着支援

【電車でお越しの方】
　弘南鉄道大鰐線　中央弘前駅から　徒歩2分
　ＪＲ弘前駅から　徒歩17分
【バスでお越しの方】
　弘南バス土手町循環100円バス「蓬莱橋」下車　徒歩3分
　弘南バス「下土手町」下車　徒歩3分

シェイクハンズ弘前

事業所写真

株式会社 Shake Hands

　私たちシェイクハンズ弘前が目指すのは、障がいがあっても一般
就労で「働きたいっ！」「復職（リワーク）したいっ！」と思う方
と社会や企業とを結ぶ共存共生パートナーとなることです。

〒036-8194　弘前市大字北川端町5番地
0172-55-6350/0172-55-6351
代表取締役　渡邊　明彦

就労移行支援事業所　シェイクハンズ弘前

〒036-8194　弘前市大字北川端町5番地

0172-55-6350

就労移行支援　20名

月～土曜日　10：00～16：00

移行
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設置者　　社会福祉法人　弘前久栄会

所在地
TEL／FAX 0172-88-8967／0172-88-8968
代表者氏名 理事長　久保　弘之

　□　事業所名 就労継続支援B型事業所ひかり

　□　事業者番号 0210201711

　□　事業所所在地 〒036-8061　弘前市大字神田5丁目8番地4

　□　代表者名 管理者　角田 光義

　□　電話番号 0172-88-8967

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　20名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス http://www.hirosakikyuei.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容
就労継続支援Ｂ型事業所ひかり　では以下の支援を行っております。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆就労支援では、就労関係機関と連携を取りながら、職場見学・職場実習・職場訪問・就職後のフォ
ローアップ等を行います。
◆事業所への通所は、原則として自主通所をお願いしています。
（通所が困難で、かつ事業所で支援を行うことが可能な場合に限り、通所支援としての無料の送迎サー
ビスを実施しています。）

就労継続支援Ｂ型事業所ひかり

事業所写真

　障がいを持つ方々に就労の場を提供し、生活活動や就労に必要な知
識及び能力の向上のための必要な訓練を行い一般就労への希望を目的
としています。

〒036-8061　弘前市大字神田5丁目8番地13

月～金曜日　8：30～17：30
支援時間は、働く方の都合に合わせて相談に乗ります。

【電車でお越しの方】
　ＪＲ奥羽線撫牛子駅より徒歩10分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「黒石線」・「浪岡線」・「五所川原線」
　撫牛子停留所前下車　徒歩8分

支援種別 作業支援

就労継続支援B型
・タオル類のたたみ
・清拭市のたたみ作業  等

Ｂ型
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設置者　　　 有限会社　大裕

所在地
TEL／FAX 017-752-6566／017-752-6597
代表者氏名 代表取締役　奈良岡　大輔

　□　事業所名 チョコわっとく

　□　事業者番号 0210201752

　□　事業所所在地

　□　代表者名 古川　実夢

　□　電話番号 0172-26-8742

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　2０名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレス https://ameblo.jp/tyokowattoku/

　□　アクセス
弘南バス「浪岡線 ザビック浪岡行」「五所川原線 五所川原駅前行」
和徳北口前下車 徒歩３分

　□　支援内容
チョコわっとく　では、以下の支援を行っています。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

◆送迎…無料（弘前市内・弘前市近郊も可能）。
◆昼食…無料（毎日、健康的なメニューの給食を提供しております）。
◆見学・体験随時受付しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【バスでお越しの方】

支援種別 作業支援

就労継続支援B型

・一連のりんご畑作業
・野菜作り、収穫、袋詰め、販売
・委託作業
・りんごの枝を再利用した雑貨作り等

月～金曜日（祝日含む）　10:00　～　15:00

チョコわっとく

事業所写真

　令和３年4月より、弘前市和徳町にてオープンいたしました。皆さんの自
分らしさを大切に、就労継続支援B型のサービスを提供しております。
　チョコわっとくでは、農福連携に力を入れており、人手不足の農家様のお
手伝いをしております。農作業と聞くと大変なイメージがありますが、その
分やりがいや達成感を得ることができます。初めて農作業を行う方でもゆっ
くりと自分のペースで取り組めるようサポートしていきます。

〒038-0004　青森市富田1丁目17番6号

〒036-8021　弘前市和徳町334番地

Ｂ型
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設置者　　　 一般社団法人　炎

所在地
TEL／FAX 0172-55-5152
代表者氏名 代表理事　三枝　壮平

　□　事業所名 就労継続支援Ａ型事業所　ハナタバ

　□　事業者番号 0210201794

　□　事業所所在地

　□　代表者名 施設長　三枝壮平

　□　電話番号 0172-55-5152

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ａ型　１０名

　□　開所日・支援時間

　□　事業所ホームページアドレスhttps://hanataba.jp

　□　アクセス

　□　支援内容
ハナタバ　では、以下の支援を行っています。

※体験については、事業所にお問い合わせください。

清掃の老舗三幸株式会社とのパートナーシップがハナタバの強みです。①毎日の仕事がしっかり確保
されています。②プロの清掃のスキルが身につけられます。③三幸での一般就労のルートがありま
す。

就労継続支援Ａ型事業所　ハナタバ

事業所写真

　みんなの潜在能力が放たれる場でありたい、そんな思いが込められ
た「ハナタバ」です。ハナタバでは、利用者もスタッフもみんなが笑
顔でイキイキと働くことを最も大切にしています。みんなが安心して
働ける環境があれば、能力の向上にも、能力の発揮にもつながるから
です。そのために、毎朝のウォームアップ（体操やゲーム）、終礼時
に感謝を伝え合うありがとうフィードバックなどを実施しています。

〒036-8095　弘前市城東４丁目５番地１1

〒036-8095　弘前市城東４丁目５番地１

出勤日は月から金。祝日、お盆、お正月などは、月から金でも休みに
なる場合もあります。利用時間は、9:30から16:00のあいだの5.5時
間です。

弘前駅城東口から徒歩8分。駐車場あり。

支援種別 作業支援

就労継続支援Ａ型

清掃のお仕事です。現場は、入居前のアパートがメインです。スタッ
フ1〜2名と利用者2〜4名でチームを組んで、持ち場を分担して作業
に当たります。安心してはたらける環境をベースに、目標設定、動
画、現場でのお手本の実演、フィードバックなどを通して能力向上を
支援します。

Ａ型
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設置者　　特定非営利活動法人 team.Step by step

所在地
TEL／FAX 0172-88-6941／0172-88-6942
代表者氏名 理事長　葛西　優子

　□　事業所名 cocotane

　□　事業者番号

　□　事業所所在地 〒036-8093　青森県弘前市城東中央3丁目2番地12

　□　代表者名 葛西　優子

　□　電話番号 TEL／FAX　0172-28-1883/0172-88-7386

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（土日休み）　9：50～15：10

　□　事業所ホームページアドレス http://www.t-step.or.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容
cocotane　では、以下の支援を行っております。

※体験・送迎・昼食については、事業所にお問い合わせください。

【電車でお越しの方】　
　弘前駅東口から　徒歩１0分
【バスでお越しの方】
　 弘南バス「城東循環大町経由１００円バス」城東中央3丁目下車　
徒歩1分

支援種別 作業支援

就労継続支援B型

・水耕栽培
・お弁当作り

◆時間を自由に決めることができ、就労時間や日数を選択できます。
◆一般就労を目指し、知識と能力の向上に必要な訓練を受ける事もできます。
◆非雇用型で、工賃が支払われます。
◆利用期限はありません。

就労継続支援B型事業所　　　　10名

cocotane

事業所写真

「障がいのあるなしに関わらず、だれもが『ここにいるのがあたりま
え』であり、すべての児童とその家族が自分らしく生きていける社会。
更には、人と人とがつながり、地域ぐるみで互いに理解し助け合える社
会であってほしい。」という想いで、法人の設立に至りました。《健
康》《自信》《仲間》を大切にし、利用者ひとりひとりの自立を支援し
ています。

〒036-8095　弘前市大字城東3丁目11番地11

0210201810
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　障がいのある人が受けられる
制度やサービスについて掲載し
ています。

福祉の樹

弘前市相談支援事業所

ガイドブック

　障害福祉サービスを利用する
ためのサービス等利用計画を作
成できる、弘前市内の事業所を
掲載しています。



「つがる地区障害者就労支援連絡会“さくらジョブネット”」は、つがる地区にて障害者

の社会的自立に寄与することを目的とした活動を行っている団体です。





平成28年３月 初版発行

平成28年７月 第2版発行

平成31年１月 第3版発行

令和元年12月 第4版発行

令和４年１月 第5版発行

発行　弘前市福祉事務所

監修  弘前市自立支援協議会就労支援専門部会

協力  市内各就労支援事業所

問い合わせ先：弘前市福祉部障がい福祉課

　障がい者支援係

電話：0172-40-7122　（直通）

FAX：0172-32-1166


