
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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　※県の施設・事業者一覧順に掲載しています。
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津軽障害者就業・生活支援センター

制度の概要

事業所一覧
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◆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

＜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。　　　　※詳しくは福祉政策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。

＜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

②就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む）した結果、B型の利用が適当と
判断された方

③上記①②に該当しない方であって、50歳に達している方または障害年金1級受給者等

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。

一般就労が困難が方で、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
い者や、一定年齢に達している者などに対して、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
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事業者名称

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184番地1　
就労サポートひろさき内

　□　代表者名 高橋　正安

　□　電話番号 0172-82-4524

　□　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（祝日休み）　8：30～17：30

　□　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

津軽障害者就業・生活支援センター

◆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・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

社会福祉法人七峰会

　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。

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

支援内容

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。

〒036-8356　弘前市大字下白銀町21番地8
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事業者名称

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

※体験については、事業所にお問い合わせください。

多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里

◆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。

支援種別 作業支援

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

　　

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

木下　孝夫

TEL0172-99-1871　FAX0172-99-1872

就労移行支援　6名／就労継続支援B型　15名

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

　　　りんごの里　では以下の支援を行っております。

事業所写真

社会福祉法人　一葉会

　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

移
行
 

B
型
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事業者名称

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

※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型事業所　りんごっこ

◆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。

支援種別 作業支援

・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）

就労継続支援Ａ型

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

木下　孝夫

TEL0172-95-3131　FAX0172-99-1872

就労継続支援Ａ型　15名（雇用型10名、非雇用型5名）

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

　　　りんごっこ　では、以下の支援を行っております。

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。

事業所写真

社会福祉法人　一葉会

　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

A
型
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事業者名称

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 藤森　健吾

　□　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（祝祭日を除く）　　9：00～16：00

　□　事業所ホームページアドレス http://www.takushinkan.jp/office.html#office05

　□　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

・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・施設外活動（菓子箱等製造・組立、リサイクル、除
雪、事務処理等）

◆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。

社会福祉法人　七峰会

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。

【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

エイブル　では以下の支援を行っております。

〒036-8356　弘前市大字下白銀町21番地8

就労継続支援B型

B
型
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事業者名称

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（じゃがいも・根菜類など多品種栽培）
・空缶分別作業
・廃食油石けん製造作業　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

社会福祉法人　万陽会

　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
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事業者名称

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

　□　事業所名

　□　事業者番号 0210200515

　□　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。

就労継続支援事業所　ないすらいふ

〒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

就労継続支援事業所　ないすらいふ

事業所写真

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

　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
工藤　えり子

月～土曜日（祝日含む）　9：00～15：00　（土曜日のみ　12：00まで）

・喫茶営業

◆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

・洋菓子の製造、販売
就労継続支援Ｂ型

B
型
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事業者名称 社会福祉法人桜葉会

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　石川敞一

　□　事業所名 つかのファーム（主たる事業所：就労継続支援B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　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）　8：45～16：30

　□　事業所ホームページアドレス http://www.f-store.net/tsugaruno/home.asp

　□　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。

つかのファーム

つかのファーム ・製パン

社会福祉法人桜葉会は、小規模作業所を母体にして平成3年に法人認可を
受けて開所した『つがる野工房』から活動がスタートしました。
現在は弘前市内に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。

・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

支援種別 作業支援

〒036-8326　弘前市大字藤野２丁目10番地3

　　　（従たる事業所）つがる野工房：就労継続支援B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

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。

〒036-8326　弘前市大字藤野2丁目10番地3

〒036-8061　弘前市大字神田4丁目4番地20

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。
◆送迎バスあり（つかのファーム、つがる野工房パッケージセンター）。

A
型
 

B
型
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事業者名称 社会福祉法人桜葉会

所在地
TEL／FAX 0172-34-8113／0172-38-2026
代表者氏名 理事長　石川敞一

　□　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）　8：45～16：00

　□　事業所ホームページアドレス http://www.f-store.net/tsugaruno/home.asp

　□　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。

就労継続支援Ｂ型　ジョブネット

◆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。

社会福祉法人桜葉会は、小規模作業所を母体にして平成３年に法人認可を
受けて開所した『つがる野工房』から活動がスタートしました。
現在は弘前市内に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。

【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

ジョブネット　では以下の支援を行っております。

〒036-8326　弘前市大字藤野２丁目10番地3

B
型
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事業者名称

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 高橋　正安

　□　電話番号 0172-82-5770

　□　事業種別・定員 就労移行支援　20名／就労継続支援Ｂ型　20名

　□　開所日・支援時間 月～土曜日（祝日休み、土曜日は不定休）　8：30～16：30

　□　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

訓練内容

就労サポートひろさき

◆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、原則として自主通所を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。

社会福祉法人七峰会

　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。

０210200739

【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

就労移行支援 ・受託作業（農産物加工・ラベル貼り・ゲームソフト商品加工等）
・豆腐製造作業
・ＳＳＴ（社会生活技能訓練）・勉強会
・施設外就労（段ボール組立加工・菓子箱類組立等）
・職場見学、職場実習就労継続支援Ｂ型

〒036-8356　弘前市大字下白銀町21番地8

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。

移
行
 

B
型
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事業者名称 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。

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、自主通所をお願いしております。
◆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。

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6名、女性2名
の計8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。更には障害者支援施設三和の
里の掃除や洗濯、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

【バスでお越しの方】
　弘前バス「笹館線」川村西口下車　徒歩5分

支援種別 作業支援

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

A
型
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事業所写真 事業者名称 社会福祉法人　抱民舎

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

〒036-1312　弘前市大字高屋字安田735番地3 
0172-82-6060／0172-82-6061
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 白取　新一

　□　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～土曜日　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
ゆいまある　では、以下の支援を行っております。

※体験・昼食については、事業所にお問い合わせください。

ゆいまある

◆パン製造、農作業を通して、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。また、作業は、ご希望に沿った業務を行っていただいています。
◆通勤は、弘前駅等主要な建物からの送迎があり、公共機関で通勤される場合には、交通手当もあり
ます。

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。

【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1分

支援種別 作業支援

・製造部門
　パンの製造、販売
・加工部門
　小麦、果実などを作付け、収穫
　にんにくの皮むき

0210200820

就労継続支援B型

B
型
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事業者名称　　社会福祉法人　抱民舎

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

〒036-1312　弘前市大字高屋字安田735番地3 
0172-82-6060／0172-82-6061
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 〒036-8186　弘前市大字富田二丁目３番地２６

　□　代表者名 白取　新一

　□　電話番号 0172-88-8071

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　14名

　□　開所日・支援時間 火～日曜日（祝日含む）　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
co na　では、以下の支援を行っております。

※体験・昼食については、事業所にお問い合わせください。

co na

◆パン製造、農産、事務などの各方面での技術向上へ向けてのサポート、電話対応や挨拶などのマ
ナー講習、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。

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。

【電車でお越しの方】
　弘前駅から徒歩10分
【バスでお越しの方】
　弘南バス富田三丁目バス停下車

支援種別 作業支援

・製パン、製菓作業
・農産加工、農業
・事務一般

就労継続支援A型

A
型
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事業者名称 社会福祉法人 抱民舎

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

〒036-1312　弘前市大字高屋字安田735番地3 
0172-82-6060／0172-82-6061
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 〒036-1313　弘前市大字賀田字大浦91番地1

　□　代表者名 白取　新一

　□　電話番号 0172-82-3752

　□　事業種別・定員 就労移行支援事業　6名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日開所）　9：00～16：00

　□　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、面接練習、コミュニケーション技能
(SST,JST)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
・施設外就労：ビルメンテナンス(清掃)、ダイレクトメール封入作
業、アパート清掃(共有部分)

◆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。
◆送迎・昼食は企業基準に合わせて、各自でお願いしています。
◆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。

【バスでお越しの方】
　弘南バス「弥生・枯木平線」賀田東口下車　徒歩１分

支援種別 作業支援

移
行
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事業者名称 社会福祉法人　健誠会　

所在地
TEL／FAX
代表者氏名 理事長　小林　澄雄

　□　事業所名

　□　事業者番号

　□　事業所所在地

　□　代表者名 八鍬　久

　□　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。

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

多機能型事業所いわきの里

◆就労移行支援では、就労関係機関と連携を取りながら、職場実習や職場訪問、就職後のフォロー
アップ等を行います。
◆弘前方面の送迎は行っておりません。
◆昼食は230円で弁当を注文できます。

支援種別 作業、支援内容

就労移行支援

・委託作業（内職）
・作業訓練（掃除、計量、タイピング練習等）
・委託訓練（老人ホーム等）　・施設外就労（農作業）

いわきの里　では以下の支援を行っております。

　就労移行支援事業と介護支援事業により、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

多機能型事業所いわきの里

0210200853

〒036-1202　弘前市大字十面沢字轡122番地9

移
行
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事業者名称 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 0210201018

　□　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。

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

◆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)

B
型
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事業者名称 特定非営利活動法人　杉菜の会

所在地
TEL／FAX 0172-87-3007
代表者氏名 理事長　小野 敬子

　□　事業所名 就労継続支援Ｂ型事業所　つくしの家

　□　事業者番号 0210201034

　□　事業所所在地 〒036-8141　弘前市大字松原東3丁目3番地18

　□　代表者名 小澤　和子

　□　電話番号 0172-87-3007

　□　事業種別・定員 就労継続支援Ｂ型　20名

　□　開所日・支援時間 月～土曜日（木曜日は休み）　8：00～17：00

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　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。

就労継続支援Ｂ型事業所　つくしの家

◆通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった
　方には、一般就労等への移行に向けて支援をします。
◆自主通所ができない方には、希望により有料の送迎サービスを実施します。

事業所写真

平成12年に小規模作業所として開所し、平成23年には就労継続支援B型
事業所となりました。
障がい者の方の社会的自立を支援するとともに、地球温暖化防止や環境保
全に積極的に協力しています。

【電車でお越しの方】
　弘南鉄道大鰐線千年駅から徒歩10分
【バスでお越しの方】
　弘南バス「小栗山線」または「小栗山・狼森線」
　松原東三丁目下車　徒歩3分

支援種別 作業支援

・農作業（低農薬果樹、無農薬・無化学肥料栽培野菜の栽培及び加工）
・リサイクル活動（古紙、ダンボール、空き缶等の回収・分別）
・手工芸（裂き織り、あけびづる細工、くるみ人形作り、廃油ローソク
　　　　　作り、その他）
・生ゴミ堆肥作りにかかわる作業

つくしの家　では以下の支援を行っております。

〒036-8141　弘前市大字松原東３丁目3番地18

就労継続支援Ｂ型

B
型
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事業者名称

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 成田　守男

　□　電話番号 0172-95-3434

　□　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　8：30～16：00

　□　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

・紙、段ボール製品
・畜産手伝い（牧場）
・パン制作（パン工房）
・にんにく仕分け作業

◆事業所への通所は、送迎サービスも実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

【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

社会福祉法人　聖康会

　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。
　就労継続支援Ｂ型として、抱負な作業種を取り入れ、利用者１人１人の
自立を支援しています。

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

B
型
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事業者名称 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　赤平　悦男

　□　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 太田　清道

　□　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。

障害福祉サービス事業所　ワークランド茜

◆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。

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。

【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

支援種別 作業支援

・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、エコボール

就労継続支援Ｂ型

〒036-8266　弘前市大字自由ヶ丘４丁目1番地1

0210201109

ワークランド茜　では以下の支援を行っております。

B
型
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事業者名称 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 田中　信幸

　□　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

多機能型事業所　大石の里

・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

◆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。

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。

【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

支援種別 作業支援

大石の里　では以下の支援を行っております。

〒036-1343　弘前市大字百沢字東岩木山3138番地2

0210201117

就労継続支援Ｂ型

B
型
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事業者名称 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1

　□　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）　9：00～16：00

　□　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　三浦　裕

◆無料サービス　

0210201125

堀内　芳男

0172-55-8760

【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

・農作業

・リサイクル作業（ダンボール、空き缶、古新聞、古雑誌等）

・菓子製作作業（マドレーヌ等）

・その他外注作業

就労継続支援B型事業　10名

 ・通院介助サービス‥家庭の事情により通院が困難な利用者を対象として通院介助を行

 　　　　　　　　　　います。

 ・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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事業者名称 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　20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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事業者名称

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 須藤　清徳

　□　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）　9：00～16：00

　□　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。

・クリーニング…洗濯業務、掃除（モップ掛け）等
・便利屋…線香・ろうそく箱作り、ヤマトＤＭ便、墓清掃、草刈り
　　　　　草取り、除雪、修繕作業等
・商業ビジネス…接客、オーダー、盛り付け等

〒036-8316　弘前市大字石渡4丁目13番地7

就労継続支援A型

就労継続支援B型

◆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、毎月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。

・情報ビジネス…データ入力、文書作成、ポスター作成等
・クリーニング…洗濯業務、掃除（モップ掛け）
・便利屋…ヤマトＤＭ便、墓清掃、草刈り・草取り等、除雪、修繕作業等
・商業ビジネス…食事盛り付け、食器洗い、接客等
・介護補助…ベッドメイキング、リネン整理、レク補助等

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。
５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。

【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

支援種別 作業支援

社会福祉法人伸康会

〒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

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A型　20名／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）　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。

指定障害者福祉サービス事業所　チョコ・ドーナツ弘前

◆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。

就労継続支援A型
・インターネット販売の補助作業
（検品・梱包・データ管理・PC業務など）
・フリーマーケットなど外販

就労継続支援B型

・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）
・古着販売の補助作業
（品出し、接客、店舗清掃など）

事業所写真

　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、就労
継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練（生活訓練）のサービスを提
供しています。利用者様の段階に合わせて、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。

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

事業者名称　　有限会社　大裕　

〒038-0004　青森市富田1丁目17番6号

A
型
 

B
型
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事業者名称 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Ａ型事業所「わん・せるふ」

　□　事業者番号 0210201364

　□　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　20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Ａ型事業所「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
・フルーツキャップ
・委託作業（施設外弁当屋補助業務、内職等）
・農作業

・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。

就労継続支援Ａ型事業所「わん・せるふ」

事業所写真

就労継続支援Ａ型事業所「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！

【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

支援種別 作業支援

A
型
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事業者名称 株式会社　エール

所在地
TEL／FAX 0172-55-0797／0172-55-0897
代表者氏名 代表取締役　白川　恵

　□　事業所名 にじのいろ

　□　事業者番号 0210201414

　□　事業所所在地 〒036-8087　弘前市大字早稲田2丁目12番地20

　□　代表者名 白川　恵

　□　電話番号 0172-55-6682

　□　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（祝日休み）　　9：00～17：00

　□　事業所ホームページアドレス http://nijino-iro.jp/

　□　アクセス

　□　支援内容

にじのいろ

◆雇用契約を結び出勤することにより会社員としての心構えやコミュニケーション能力の向上を図
り、施設外就労や職場実習等を通して、無理なく一般就労へ移行できるよう支援すると同時に、就
労後のフォローアップ等に関しても、積極的にフォローアップを行っていきます。
◆事業所への出勤は、車通勤も可能。交通手段がない方には無料で送迎のサービスも行っておりま
す。
◆体験は、随時受付しておりますので、ご相談ください。
◆昼食は、持参または提携先のお弁当のご注文も可能です。

事業所写真

【バスでお越しの方】
　弘南バスで100円バスにて、南早稲田下車　徒歩1分

支援種別 作業支援

・建築工事現場の片付け作業
・農作業(リンゴ、野菜等）
・小物製作（ブックカバー、通帳ケース、コースター）
・パチンコ台の解体・分別作業
・パソコンによるデータ入力等

にじのいろ　では以下の支援を行っております。

就労継続支援Ａ型

〒036-8062　弘前市大字青山５丁目3番地8

いろいろな商業施設や企業様がが立ち並ぶ中にある　A型就労継続支援事
業所「にじのいろ」です。一人一人の個性を尊重しながら、面談や話し合
いを繰り返しながら、一般就労を目指す皆様と共に考えながら、進むべき
道を模索する手助けをしております。
　肩の力を抜いて通勤出来るようそして、作業を通してもう一度自分自身
を見つめ直せるような雰囲気作りが出来るよう、スタッフ一同、日々心掛
けております。

A
型
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事業者名称 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 0210201422

　□　事業所所在地 〒036-8094　弘前市大字外崎3丁目1番地9

　□　代表者名 葛西　優子

　□　電話番号 TEL／FAX　0172-55-6118

　□　事業種別・定員 就労移行支援　10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）　10：00～16：00

　□　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。

NEXT

〒036-8095　弘前市大字城東3丁目11番地11

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。平成27年4月からは、就労移行支援・就労継続支
援B型・自立訓練（生活訓練）の3つの支援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。

【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4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

就労継続支援B型
・天然石アクセサリー製作、販売・木工雑貨製作、販売
・委託作業（ポスティング）　等

◆就労移行支援・就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練）の共通プログラムとして、基
　礎訓練・SST・自己啓発を行っております。また、自立訓練（生活訓練）においても、
　生産活動訓練として、天然石アクセサリーや木工雑貨の製作を行っております。
◆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・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。

移
行
 

B
型
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事業者名称 株式会社　　アドバンス

所在地
TEL／FAX
代表者氏名

〒036-8075　弘前市大字撫牛子３丁目4番地28 
0172-55-6381／0172-55-6382
代表取締役　中野　良政

　□　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 0210201430

　□　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

　□　電話番号

　□　事業種別・定員

　□　開所日・支援時間

中野　良政

0172-55-6381

就労継続支援A型　15名

月～金曜日　9：45～15：45

　□　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

◆カレ－ライス、おにぎり、焼きそばは、パック詰めし、ラ－メン屋に納品しています。
◆施設外就労としてラーメン屋に出向き、開店前の準備、皿洗い、清掃等を行っています。
◆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。
自分たちで作った食品等を納品する事により、多くの人との出会いを通じ
て喜び、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。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
・ラ－メン屋の仕込み作業
　白髪ねぎ、玉ねぎのみじん切り、にんにくの皮むき等。
　カレ－ライス、おにぎり、焼きそば作り
・フル－ツキャップ
・印刷物の封入れ作業
・ネット販売、梱包、発送作業
・アクセサリ－製作、販売、梱包、発送作業

就労継続支援A型

A
型
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事業者名称 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　15名

　□　開所日・支援時間 月～金曜日（祝日休み） 　9：30～17：30

　□　事業所ホームページアドレス なし

　□　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

◆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。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。
◆送迎は28年3月より開始予定です。送迎のおおよその距離として当事業所から3㎞圏内を考えて
います。
◆食事の提供も28年3月から行う予定です。
◆見学は随時受け付けておりますが、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いただいています。

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
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事業者名称 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8：30～16：30／B型9：30～15：30

　□　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。

就労継続支援Ａ型
・弁当解体・分別作業、ペットボトル分別作業、缶分別作業、その
他

就労継続支援Ｂ型 ・農作物生産管理作業、リユース品の洗浄仕分け、その他

◆祝日については、連休の場合、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。
◆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、3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

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２７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

【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

A
型

B
型
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事業者名称 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 0210201505

　□　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　20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（施設外弁当屋補助業務、内職等）
・農作業

就労継続支援B型
・箱折り作業
・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。

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。

【電車でお越しの方】
　ＪＲ弘前駅から　徒歩20分

支援種別 作業支援

A
型
 

B
型
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事業者名称 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　奥﨑　幸雄

　□　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 210201513

　□　事業所所在地

　□　代表者名 黒澤　克彦

　□　電話番号 0172-37-3330

　□　事業種別・定員 就労継続支援A型　10名

　□　開所日・支援時間 月曜日～金曜日　9：00～15：00

　□　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。

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（介護施設の清掃等）

◆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。

【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

　何らかの障がいを持って、一般就労が困難な方、あるいは一般就労を目
指している方に働く場を提供するために、平成27年10月に開所しまし
た。
　事業所内は小じんまりとしていますが、その分アットホームな環境で仕
事をしています。また、場所は弘前駅から徒歩5分という立地で、好評を
得ています。働きながら、自分の目標をたて、利用者１人１人の自立を支
援していきます。

〒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－Ｃ

A
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事業者名称 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 三浦　紀美子

　□　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。

※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型事業所みのり

◆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
サービスを計画しています。）

就労継続支援Ａ型

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、平成28年5月に弘前市神田に
開所しました。

【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

・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

〒036-8061　弘前市大字神田5丁目8番地13

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

A
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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。 
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