
○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（令和元年９月とりまとめ結果）

事業所所在市町村 事業所番号 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 E-mail 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

381板柳町 02-1-02-0141-4 にじのいろ (B1)物品：贈答品・ノベルティ クロスバック、ヒバコースター 10ケより受注可能 038-3600 北津軽郡板柳町大字横沢字東宮元12-12 0172-55-6682 0172-55-6683 info@nijino-iro.jp 株式会社　エール ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 つながり芸術館バナナの樹 (B1)物品：贈答品・ノベルティ 津軽塗雑貨（マドラー、鉛筆、マグネットほか） 1個からでも可能 弘前市の津軽塗職人とのコラボ作品 036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

202弘前市 02-1-02-0041-6 ワークいずみ (B2)物品：日用雑貨
手工芸品製作（ペンケース・化粧ポーチ・ポ
ケットティシュ入れ等）

1日5個程度 道の駅・観光ショップ等で販売中 036-8224 弘前市大字文京町4-38 0172-55-0075 0172-55-0075 manyoukai-work-izumi@pony.ocn.ne.jp 社会福祉法人　万陽会 ○

381板柳町 02-1-10-0001-3 就労継続支援センターあいゆう工房 (B2)物品：日用雑貨 トイレットペーパー 1個から受注可能（65円/個） 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775 aiyou-peace@yahoo.co.jp 特定非営利活動法人　あいゆう ○

381板柳町 02-1-10-0001-3 就労継続支援センターあいゆう工房 (B2)物品：日用雑貨 青森ひば入浴剤 10個より受注可能（150/個） 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775 aiyou-peace@yahoo.co.jp 特定非営利活動法人　あいゆう ○

210平川市 02-1-21-0014-3 障害者支援施設　旭光園 (B2)物品：日用雑貨 製袋（市町村指定ごみ袋　製造・配送　等） 5,000枚 036-0242 平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 kyokkouen@mvi.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

210平川市 02-1-21-0014-3 障害者支援施設　旭光園 (B2)物品：日用雑貨 割箸（箸袋入製品　等） 2000膳 036-0242 平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 kyokkouen@mvi.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

210平川市 02-1-21-0018-4 ココア (B2)物品：日用雑貨 手芸品（カバン 小物入れ等） 完成まで2～3日 古着を利用した製品 036-0100 平川市館田中前田183-2 0172-26-5057 0172-26-5058 有限会社　大裕 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0035-8 エイブル (B5)物品：食料品 パン各種 200個/1日 036-8255 弘前市大字若葉２丁目13-1 0172-37-9060 0172-37-9061 able@peach.plala.or.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0035-8 エイブル (B5)物品：食料品 トマト、ミニトマト
トマト約50kg/1日　ミニトマト約
25kg/1日

036-8255 弘前市大字若葉２丁目13-1 0172-37-9060 0172-37-9061 able@peach.plala.or.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0051-5 就労継続支援事業所　ないすらいふ (B5)物品：食料品 祝菓 1回あたり500個 036-8246 弘前市大字青樹町16-11 0172-87-8226 0172-87-8226 nicelife@lily.ocn.ne.jp 特定非営利活動法人　リンク・障害者の生活と就労を支援するネットワーク ○

202弘前市 02-1-02-0073-9 就労サポートひろさき (B5)物品：食料品 豆富「絹ごし・木綿」 木綿・絹ごし各30丁
県産大豆使用し、一から手作りしてい
ます。

036-1321 弘前市大字熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 0172-82-5730 support.h@xvb.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0073-9 就労サポートひろさき (B5)物品：食料品 豆乳プリン「プレーン・ごま・ほうじ茶」 各40個
県産大豆使用し、一から手作りしてい
ます。

036-1321 弘前市大字熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 0172-82-5730 support.h@xvb.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0073-9 就労サポートひろさき (B5)物品：食料品 おからパウダー 30袋
県産大豆使用し、一から手作りしてい
ます。

036-1321 弘前市大字熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 0172-82-5730 support.h@xvb.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0082-0 ゆいまある (B5)物品：食料品 パン 要相談 036-8373 弘前市大字藤代字平田14-2 0172-39-1955 0172-39-1956 社会福祉法人　抱民舎 ○

202弘前市 02-1-02-0096-0 障害者支援施設　拓光園 (B5)物品：食料品 しいたけ、乾燥しいたけ 安定した供給量が確保できない 不定期の収穫 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山2628 0172-96-2331 0172-96-2332 社会福祉法人　七峰会 ○

202弘前市 02-1-02-0103-4 就労継続支援Ｂ型事業所つくしの家 (B5)物品：食料品 切り干し大根 50g　50袋 主に自家農産物使用 036-8141 弘前市大字松原東３丁目3-18 0172-87-3007 0172-87-3007 tsukushinoie@taupe.plala.or.jp 特定非営利活動法人　杉菜の会 ○

202弘前市 02-1-02-0103-4 就労継続支援Ｂ型事業所つくしの家 (B5)物品：食料品 なんばん漬け 90g　50パック 主に自家農産物使用 036-8141 弘前市大字松原東３丁目3-18 0172-87-3007 0172-87-3007 tsukushinoie@taupe.plala.or.jp 特定非営利活動法人　杉菜の会 ○

202弘前市 02-1-02-0104-2 サポートセンターさくら (B5)物品：食料品 パン（食パン） 12斤 036-8381 弘前市大字独狐字山辺183 0172-95-2370 0172-95-3477 sakuraen@muse.ocn.ne.jp 社会福祉法人　聖康会 ○

202弘前市 02-1-02-0110-9 ワークランド茜 (B5)物品：食料品 ブルーベリージャム 注文があれば提供可能
当施設で栽培しているブルーベリーを
使用

036-8266 弘前市大字自由ケ丘４丁目1-1 0172-32-2128 0172-32-2129 akanewl@celery.ocn.ne.jp 社会福祉法人　茜育友会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0110-9 ワークランド茜 (B5)物品：食料品 ナンバ漬（スタンダード、プレミアム、激辛の3
種類）

注文があれば提供可能
当施設で栽培しているナンバを使用し
ている

036-8266 弘前市大字自由ケ丘４丁目1-1 0172-32-2128 0172-32-2129 akanewl@celery.ocn.ne.jp 社会福祉法人　茜育友会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0111-7 多機能型事業所　大石の里 (B5)物品：食料品 アップルパウンドケーキ（小） 1日当たり約20個提供可能 1個　約350g 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 ooisi-jusan@sg-miyagikai.or.jp 社会福祉法人　みやぎ会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0111-7 多機能型事業所　大石の里 (B5)物品：食料品 アップルパウンドケーキ（大） 要相談（受注生産） 1個　約750g 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 ooisi-jusan@sg-miyagikai.or.jp 社会福祉法人　みやぎ会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0111-7 多機能型事業所　大石の里 (B5)物品：食料品 アップルチーズケーキ及びアップルコーヒー
ケーキ

各1日当たり10個提供可能 1個約65g 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 ooisi-jusan@sg-miyagikai.or.jp 社会福祉法人　みやぎ会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0111-7 多機能型事業所　大石の里 (B5)物品：食料品 岩木山クッキー
要相談（事前予約により提供量相
談）

1袋に岩木山型5枚、さくら型2枚 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 ooisi-jusan@sg-miyagikai.or.jp 社会福祉法人　みやぎ会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0111-7 多機能型事業所　大石の里 (B5)物品：食料品 リンゴジュース 要相談（1日当たり30本可能） 1リットル瓶 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 ooisi-jusan@sg-miyagikai.or.jp 社会福祉法人　みやぎ会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0111-7 多機能型事業所　大石の里 (B5)物品：食料品 アイスクリーム（イベント用）
要相談（事前予約により提供量相
談）

コーン盛り（3リットル　バット売り） 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 ooisi-jusan@sg-miyagikai.or.jp 社会福祉法人　みやぎ会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0125-7 さくらの杜 (B5)物品：食料品 生・乾燥しいたけ 要相談 栽培から当作業所で行っています。 036-8081 弘前市大字福田１丁目2-1 0172-29-5522 0172-29-5523 sakura@c-dante.com 株式会社　さくらの杜 ○

202弘前市 02-1-02-0125-7 さくらの杜 (B5)物品：食料品 生・乾燥きくらげ 要相談 栽培から当作業所で行っています。 036-8081 弘前市大字福田１丁目2-1 0172-29-5522 0172-29-5523 sakura@c-dante.com 株式会社　さくらの杜 ○

381板柳町 02-1-02-0141-4 にじのいろ (B5)物品：食料品 ピーマン 1日2kg位 7月下旬～10月上旬まで 当事業所で栽培してます 038-3600 北津軽郡板柳町大字横沢字東宮元12-12 0172-55-6682 0172-55-6683 info@nijino-iro.jp 株式会社　エール ○

202弘前市 02-1-02-0149-7 杉の子 (B5)物品：食料品 ねぎ 1日40kg/週2回（9月～11月） 栽培、出荷を一貫して行っています。 036-8093 弘前市大字城東中央４丁目7-3 0172-27-0252 0172-27-0252 株式会社　杉の子会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0149-7 杉の子 (B5)物品：食料品 大豆・黒豆 12月～1月　5kg/日×10回 036-8093 弘前市大字城東中央４丁目7-3 0172-27-0252 0172-27-0252 株式会社　杉の子会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0150-5 就労継続支援事業所リトルbyリトル (B5)物品：食料品 パンの製造販売 週1回販売他受注製造 036-8021 弘前市大字和徳町178 0172-55-5863 0172-55-5863 株式会社　ヴァーベナ ○ ○

202弘前市 02-1-02-0156-2 N-STAGE (B5)物品：食料品 黒にんにく 要相談 036-8095 弘前市大字城東４丁目4-11 0172-26-7100 0172-55-6118 n-stage@t-step.or.jp 特定非営利活動法人　team. Step by step ○ ○

202弘前市 02-1-02-0156-2 N-STAGE (B5)物品：食料品 スモークナッツ、スモークチーズ 要相談 036-8095 弘前市大字城東４丁目4-11 0172-26-7100 0172-55-6118 n-stage@t-step.or.jp 特定非営利活動法人　team. Step by step ○ ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 はたらき方研究所りんごの種 (B5)物品：食料品 弁当作り 要相談 036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 つながり芸術館バナナの樹 (B5)物品：食料品
コーヒー作り（津軽お化け珈琲　アニマルコー
ヒー　オリジナルデザイン）　ドリップ・100グラ
ム

1個からでも可能 036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

362大鰐町 02-1-09-0004-9 ワークショップ大鰐 (B5)物品：食料品 スライス乾燥しいたけ（1袋40g入り） 10袋より受注可能　※最大200袋

※当法人は、ワークキャンパス大鰐・
ワークショップ大鰐2施設合同でしいた
け栽培を行っており、左記供給可能量
は、2施設（法人）全体での供給量。

038-0221 南津軽郡大鰐町大字虹貝字篠塚33-11 0172-48-3662 0172-48-3028 shop@ajarakai.jp 社会福祉法人　阿闍羅会 ○

362大鰐町 02-1-09-0005-6 ワークキャンパス大鰐 (B5)物品：食料品 乾燥しいたけ　40g 10個より受注可能　※最大200 038-0232 南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字水沢出口117-1 0172-48-2426 0172-48-2483 社会福祉法人　阿闍羅会 ○ ○

367田舎館村 02-1-09-0010-6 就労継続支援Ｂ型事業所　せせらぎの園 (B5)物品：食料品 カシス 数量限定　1kg（500g×2袋）
栽培から収穫まで黒石市農福連携事
業と共同で行っています。

038-1102 南津軽郡田舎館村大字堂野前字前川原212-8 0172-58-3527 0172-58-3656 seseragi@kuroishisyakyo.or.jp 社会福祉法人　黒石市社会福祉協議会 ○

381板柳町 02-1-10-0001-3 就労継続支援センターあいゆう工房 (B5)物品：食料品 天日塩 1個から受注可能（200円/個） 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775 aiyou-peace@yahoo.co.jp 特定非営利活動法人　あいゆう ○

381板柳町 02-1-10-0001-3 就労継続支援センターあいゆう工房 (B5)物品：食料品 りんごジュース 1個から受注可能（300/本） 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775 aiyou-peace@yahoo.co.jp 特定非営利活動法人　あいゆう ○

210平川市 02-1-21-0013-5 カリフラワー (B5)物品：食料品 弁当の製造・販売 1日平均50個の弁当の製造 036-0162 平川市館山前田80-1 0172-44-0033 0172-44-0034 cauliflower440033@yahoo.co.jp 社会福祉法人　ほほえみ ○ ○ ○

210平川市 02-1-21-0013-5 カリフラワー (B5)物品：食料品 漬物加工 季節限定で1週間で30個程度 036-0162 平川市館山前田80-1 0172-44-0033 0172-44-0034 cauliflower440033@yahoo.co.jp 社会福祉法人　ほほえみ ○ ○ ○

210平川市 02-1-21-0014-3 障害者支援施設　旭光園 (B5)物品：食料品 納豆製造 500～700パック 036-0242 平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 kyokkouen@mvi.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

210平川市 02-1-21-0014-3 障害者支援施設　旭光園 (B5)物品：食料品 精米、販売 精米 240kg/1日 036-0242 平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 kyokkouen@mvi.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

361藤崎町 02-1-09-0007-2 玄輝門 (B6)物品：花き・苗 花壇の苗 ラベンダー300ポット（一例） 038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字植田33-1 0172-65-4187 0172-65-4193 genkimon2003@gamma.ocn.ne.jp 社会福祉法人　極光の会 ○

202弘前市 02-1-02-0156-2 N-STAGE (B7)物品：その他 木工雑貨・アクセサリー 要相談 036-8095 弘前市大字城東４丁目4-11 0172-26-7100 0172-55-6118 n-stage@t-step.or.jp 特定非営利活動法人　team. Step by step ○ ○

202弘前市 02-1-02-0156-2 N-STAGE (B7)物品：その他 消防ホースの雑貨 要相談 036-8095 弘前市大字城東４丁目4-11 0172-26-7100 0172-55-6118 n-stage@t-step.or.jp 特定非営利活動法人　team. Step by step ○ ○

367田舎館村 02-1-09-0010-6 就労継続支援Ｂ型事業所　せせらぎの園 (B7)物品：その他 木工品（青森ヒバを使用した積木、賞状額等） 1個より受注可能 038-1102 南津軽郡田舎館村大字堂野前字前川原212-8 0172-58-3527 0172-58-3656 seseragi@kuroishisyakyo.or.jp 社会福祉法人　黒石市社会福祉協議会 ○

210平川市 02-1-21-0014-3 障害者支援施設　旭光園 (B7)物品：その他 ラベル、シール、ステッカー印刷 10,000枚 036-0242 平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 kyokkouen@mvi.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0150-5 就労継続支援事業所リトルbyリトル (E10)役務：設備管理 清掃 要相談 036-8021 弘前市大字和徳町178 0172-55-5863 0172-55-5863 株式会社　ヴァーベナ ○ ○

202弘前市 02-1-02-0035-8 エイブル (E11)役務：その他 文書の封入封緘、その他軽作業・内職 要相談 現地での作業可能 036-8255 弘前市大字若葉２丁目13-1 0172-37-9060 0172-37-9061 able@peach.plala.or.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0041-6 ワークいずみ (E11)役務：その他 ダイレクトメール宛名貼り・封入封緘作業 1日3,000通程度 企業・学校等多数受託実績あり 036-8224 弘前市大字文京町4-38 0172-55-0075 0172-55-0075 manyoukai-work-izumi@pony.ocn.ne.jp 社会福祉法人　万陽会 ○

202弘前市 02-1-02-0101-8 就労継続支援B型事業所　ひまわり (E11)役務：その他 菓子箱・その他の紙箱の折り・組立
随時、先方様の依頼を受け行って
いる

036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951 社会福祉法人　島光会 ○

202弘前市 02-1-02-0101-8 就労継続支援B型事業所　ひまわり (E11)役務：その他 フルーツキャップ作成・梱包 事業所で可能な範囲で実施 036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951 社会福祉法人　島光会 ○

202弘前市 02-1-02-0136-4 就労継続支援事業所わん・せるふ (E11)役務：その他 菓子箱折り 200個（1日） 036-8253 弘前市大字緑ケ丘１丁目3-12 0172-88-8833 0172-88-8889 株式会社　One-Self ○ ○

202弘前市 02-1-02-0136-4 就労継続支援事業所わん・せるふ (E11)役務：その他 人参皮むき加工 60kg以上（1日） 036-8253 弘前市大字緑ケ丘１丁目3-12 0172-88-8833 0172-88-8889 株式会社　One-Self ○ ○

202弘前市 02-1-02-0136-4 就労継続支援事業所わん・せるふ (E11)役務：その他 フルーツキャップ折り、梱包 036-8253 弘前市大字緑ケ丘１丁目3-12 0172-88-8833 0172-88-8889 株式会社　One-Self ○ ○

202弘前市 02-1-02-0136-4 就労継続支援事業所わん・せるふ (E11)役務：その他 食材計量 必要数量（1日） 036-8253 弘前市大字緑ケ丘１丁目3-12 0172-88-8833 0172-88-8889 株式会社　One-Self ○ ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 はたらき方研究所りんごの種 (E11)役務：その他 内職作業（弁当の内蓋作り） 不可
委託にて駅弁の内蓋作りに携わって
おります

036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

210平川市 02-1-21-0013-5 カリフラワー (E11)役務：その他 電子部品の組み立て 受注契約による。 036-0162 平川市館山前田80-1 0172-44-0033 0172-44-0034 cauliflower440033@yahoo.co.jp 社会福祉法人　ほほえみ ○ ○ ○

210平川市 02-1-21-0014-3 障害者支援施設　旭光園 (E11)役務：その他 弱電組立作業 036-0242 平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 kyokkouen@mvi.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○
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○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（令和元年９月とりまとめ結果）

事業所所在市町村 事業所番号 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 E-mail 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

202弘前市 02-1-02-0073-9 就労サポートひろさき (E2)役務：農作業 農作業の手伝い 要相談 036-1321 弘前市大字熊嶋字亀田184-1 0172-82-5770 0172-82-5730 support.h@xvb.biglobe.ne.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0082-0 ゆいまある (E2)役務：農作業 農作業　手伝い 要相談 036-8373 弘前市大字藤代字平田14-2 0172-39-1955 0172-39-1956 社会福祉法人　抱民舎 ○

202弘前市 02-1-02-0101-8 就労継続支援B型事業所　ひまわり (E2)役務：農作業 りんご栽培及び出荷委託作業 これ以上の請負は難しい 036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951 社会福祉法人　島光会 ○

381板柳町 02-1-02-0141-4 にじのいろ (E2)役務：農作業 農作業の手伝い 要相談 038-3600 北津軽郡板柳町大字横沢字東宮元12-12 0172-55-6682 0172-55-6683 info@nijino-iro.jp 株式会社　エール ○

202弘前市 02-1-02-0149-7 杉の子 (E2)役務：農作業 農作業の手伝い 要相談 036-8093 弘前市大字城東中央４丁目7-3 0172-27-0252 0172-27-0252 株式会社　杉の子会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0150-5 就労継続支援事業所リトルbyリトル (E2)役務：農作業 農作業の手伝い、草とり 要相談 036-8021 弘前市大字和徳町178 0172-55-5863 0172-55-5863 株式会社　ヴァーベナ ○ ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 はたらき方研究所りんごの種 (E2)役務：農作業
リンゴ畑作業（実選り、葉取り、収穫など）手
伝い

要相談 036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

361藤崎町 02-1-09-0007-2 玄輝門 (E2)役務：農作業 農作業の手伝い 要相談 038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字植田33-1 0172-65-4187 0172-65-4193 genkimon2003@gamma.ocn.ne.jp 社会福祉法人　極光の会 ○

381板柳町 02-1-10-0001-3 就労継続支援センターあいゆう工房 (E2)役務：農作業 農作業の手伝い 2～3日　5名程まで 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775 aiyou-peace@yahoo.co.jp 特定非営利活動法人　あいゆう ○

202弘前市 02-1-02-0033-3 就労継続支援Ａ型サンタハウス弘前 (E3)役務：建物清掃 建物一般清掃業務 要相談 036-8311 弘前市大字大川字中桜川18-10 0172-99-1255 0172-99-1256 santa-h@chive.ocn.ne.jp 社会福祉法人　弘前豊徳会 ○

202弘前市 02-1-02-0101-8 就労継続支援B型事業所　ひまわり (E3)役務：建物清掃 寺院内清掃 要相談 036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951 社会福祉法人　島光会 ○

202弘前市 02-1-02-0149-7 杉の子 (E3)役務：建物清掃 館内清掃管理 要相談 036-8093 弘前市大字城東中央４丁目7-3 0172-27-0252 0172-27-0252 株式会社　杉の子会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 はたらき方研究所りんごの種 (E3)役務：建物清掃 建物清掃 要相談 036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

210平川市 02-1-21-0013-5 カリフラワー (E3)役務：建物清掃 外部委託事業 1日5時間程度（月～金） 036-0162 平川市館山前田80-1 0172-44-0033 0172-44-0034 cauliflower440033@yahoo.co.jp 社会福祉法人　ほほえみ ○ ○ ○

202弘前市 02-1-02-0035-8 エイブル (E4)役務：草取り・除排雪 除草（春季～秋季）、除雪（冬季、排雪不可） 要相談 036-8255 弘前市大字若葉２丁目13-1 0172-37-9060 0172-37-9061 able@peach.plala.or.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0082-0 ゆいまある (E4)役務：草取り・除排雪 庭の草取り 要相談 036-8373 弘前市大字藤代字平田14-2 0172-39-1955 0172-39-1956 社会福祉法人　抱民舎 ○

202弘前市 02-1-02-0101-8 就労継続支援B型事業所　ひまわり (E4)役務：草取り・除排雪 墓地除草 要相談・除排雪は行っていない 036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951 社会福祉法人　島光会 ○

202弘前市 02-1-02-0110-9 ワークランド茜 (E4)役務：草取り・除排雪 除草作業 依頼があれば検討する
利用者3～4人に職員1人のユニットを
組んで行う

036-8266 弘前市大字自由ケ丘４丁目1-1 0172-32-2128 0172-32-2129 akanewl@celery.ocn.ne.jp 社会福祉法人　茜育友会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0149-7 杉の子 (E4)役務：草取り・除排雪 庭・駐車場等の草取り（積雪期は除排雪） 要相談 036-8093 弘前市大字城東中央４丁目7-3 0172-27-0252 0172-27-0252 株式会社　杉の子会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0150-5 就労継続支援事業所リトルbyリトル (E4)役務：草取り・除排雪 草取り 要相談 036-8021 弘前市大字和徳町178 0172-55-5863 0172-55-5863 株式会社　ヴァーベナ ○ ○

202弘前市 02-1-02-0158-8 つながり芸術館バナナの樹 (E4)役務：草取り・除排雪 グループホームなどの外の掃除 要相談 現在週1回掃除に行っています 036-8095 弘前市大字城東３丁目5-1 090-9531-1131 017-771-4169 tugarunettto@yahoo.co.jp 株式会社　つがるねっと ○

361藤崎町 02-1-09-0007-2 玄輝門 (E4)役務：草取り・除排雪
グラウンド草刈り・駐車場の草取り等（積雪期
は除雪）

要相談 038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字植田33-1 0172-65-4187 0172-65-4193 genkimon2003@gamma.ocn.ne.jp 社会福祉法人　極光の会 ○

202弘前市 02-1-02-0153-9 就労継続支援Ａ型事業所みのり (E5)役務：クリーニング 病院、老健施設からの私物クリーニング 1日800kg 業務委託対応 036-8061 弘前市大字神田５丁目8-13 0172-88-8967 0172-88-8968 info@hirosakikyuei.jp 社会福祉法人　弘前久栄会 ○

202弘前市 02-1-02-0035-8 エイブル (E6)役務：リサイクル 資源ごみ回収・分別（業者引き渡し） 要相談 現地での作業可能 036-8255 弘前市大字若葉２丁目13-1 0172-37-9060 0172-37-9061 able@peach.plala.or.jp 社会福祉法人　七峰会 ○ ○

202弘前市 02-1-02-0041-6 ワークいずみ (E6)役務：リサイクル
空缶分別作業（アルミ・スチール缶機械分別
減容化）

1日30キロ程度 定期回収　要相談 036-8224 弘前市大字文京町4-38 0172-55-0075 0172-55-0075 manyoukai-work-izumi@pony.ocn.ne.jp 社会福祉法人　万陽会 ○

202弘前市 02-1-02-0150-5 就労継続支援事業所リトルbyリトル (E6)役務：リサイクル リサイクル品の加工、包装 要相談 036-8021 弘前市大字和徳町178 0172-55-5863 0172-55-5863 株式会社　ヴァーベナ ○ ○

367田舎館村 02-1-09-0010-6 就労継続支援Ｂ型事業所　せせらぎの園 (E6)役務：リサイクル 資源物の回収（段ボール、古紙、空き缶等） 毎日回収（一般世帯・企業等） 038-1102 南津軽郡田舎館村大字堂野前字前川原212-8 0172-58-3527 0172-58-3656 seseragi@kuroishisyakyo.or.jp 社会福祉法人　黒石市社会福祉協議会 ○

202弘前市 02-1-02-0082-0 ゆいまある (E9)役務：運搬・配布 引っ越し手伝い 要相談 036-8373 弘前市大字藤代字平田14-2 0172-39-1955 0172-39-1956 社会福祉法人　抱民舎 ○

202弘前市 02-1-02-0123-2 クレッシェンド (E9)役務：運搬・配布 引越し手伝い 要相談 036-8373 弘前市大字藤代字平田14-2 0172-88-8071 0172-88-6632 crescendo@houminsya.com 社会福祉法人　抱民舎 ○

202弘前市 02-1-02-0136-4 就労継続支援事業所わん・せるふ (E9)役務：運搬・配布 ポスティング作業 100冊（1日） 036-8253 弘前市大字緑ケ丘１丁目3-12 0172-88-8833 0172-88-8889 株式会社　One-Self ○ ○

202弘前市 02-1-02-0150-5 就労継続支援事業所リトルbyリトル (E9)役務：運搬・配布 ポスティング 100通より可能 036-8021 弘前市大字和徳町178 0172-55-5863 0172-55-5863 株式会社　ヴァーベナ ○ ○

210平川市 02-1-21-0013-5 カリフラワー (E9)役務：運搬・配布 折込チラシの作業 要相談 036-0162 平川市館山前田80-1 0172-44-0033 0172-44-0034 cauliflower440033@yahoo.co.jp 社会福祉法人　ほほえみ ○ ○ ○
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