
・食品加工（アイス・ソーセージ・ベーコン　等）
・受注一般（食品加工受託、軽作業）

石川県白山市杉森町へ１－１
ＴＥＬ：076-254-8181 ＦＡＸ：076-254-8182
URL：http://www.asagaotv.ne.jp/~aoitorik/
E-Mail：aoitorij@asagaotv,ne.jp

・受注一般（紙箱折り、段ボール加工、ラベルゴム通し ・自主製品（アクリルたわし・ビーズ）
　　　　 　 木材製品ケバ取り、製品コメント貼り ・受注一般（アルミ缶つぶし、リネン、タオルたたみ、シール貼り

公園トイレ清掃　等） 玉ねぎ染め）

石川県白山市八幡町２４７番地 石川県白山市平加町ヌ１１９番地１
ＴＥＬ：076-272-2721　 ＦＡＸ：076-272-3790 ＴＥＬ：076-278-7775 ＦＡＸ：076-282-7475
ＵＲＬ：http://hakusanikuseikai.sakura.ne.jp/ajisai.html URL：http://www.auzunoie.org/
E-Mail：ajisai@asagaotv.ne.jp E-Mail：anzunoie@r3.dion.ne.jp

・受注一般（ハーネス組立、封入や本のカバーかけ　等） ・受注一般（紙箱折り、段ボール加工、施設清掃　等）
・施設外就労（ホテルのベッドメイク、客室清掃、企業内清掃 ・自主製品（水引グッズ製造）

製造業出荷補助、施設寝具交換　等） ・食品関係（水耕野菜栽培、配食弁当）

石川県白山市福留町２０１６番 石川県白山市殿町１０番１
ＴＥＬ：076-214-6653 ＦＡＸ：076-214-6663 ＴＥＬ：076-276-0307 ＦＡＸ：076-276-0308
ＵＲＬ：http://akari-minori.com/
E-Mail：akari-minori@orange.nejp

製作：白山市共生のまちづくり推進協議会
しごと部会（令和元年１０月）

白山市　障害者福祉事業所

作業活動インフォメーション

　このパンフレットは、白山市内にある障害者福祉事
業所の作業活動を紹介しています。
　私たちの働く「マンパワー」を、みなさんの「力」と
して活かしませんか？

【活用方法】
　○企業で働く人材さがしのための参考として
　○作業そのものの取引のための参考資料として
　○事業所オリジナル商品に対する注文資料として

青い鳥ワークセンター

主力の商品として食品加工を
【手作り、無添加】にこだわり、
アイスクリーム、ソーセージ、
ベーコン、野菜チップスやジビ
エ（猪、熊、鹿】の燻製等を製
造・販売しています。
また、各種商品の民間企業様
から受託としての製造もいたし
ております。

多機能型事業所　あじさいの家 あんずの家・サルビアの家

あかりとみのり 就労支援隊あくと

あじさいでは紙箱折りの作
業を主に行っております。利
用者一人一人が持つ能力を
発揮し意欲を持って作業に
取り組めるよう支援していま
す。年間を通して利用者の
皆さんに楽しんでもらえるよ
う、様々な行事も行っていま
す。

「あんずの家」ではリネンや
アルミ缶作業。「はすいけの
家」では段ボールの組み立
て作業。「サルビアの家」で
はＴシャツやバックなどの玉
ねぎ染め作業を中心にアク
リルたわしやアクセサリー作
りをしています。

弊所の利用者は精神障害を
もつ人が殆どですので、作
業能力は比較的高いです。
職員を含め、企業様には「関
係を作り、信頼に応えるこ
と」をモットーに、求められる
品質と納期遵守で作業を受
託しております。

就労支援隊あくとでは、利用
者の個性とペースに合わせ
た支援を心がけています。
また職員はもちろん、利用
者も働きやすい環境づくりを
目指しています。

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容
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活動内容



・食品関係（飲食店経営、カレー作り、ジャム作り） ・受注一般（菓子袋詰め、タオル梱包作業、福祉用具の洗浄
・生産活動（木工加工作業） 施設居室清掃、シーツ交換作業）
・受注一般（福祉用具清掃） ・食品関係（野菜・食材カット　等）

石川県白山市鶴来本町四丁目千目３５番地 石川県白山市田中町１２３番地１０
ＴＥＬ：076-225-4362 ＦＡＸ：076-225-4363 ＴＥＬ：076-275-7007 ＦＡＸ：076-275-7030
ＵＲＬ：http://ikigaikoubou.com/ ＵＲＬ：http://suncare-life.com/suncareworks/
E-Mail：works@ikigaikoubou.com E-Mail：s.works@suncare-life.com

・受注一般（リネン、枕カバー仕上げ作業） ・受注一般（紙箱折り、段ボール加工、公園トイレ清掃　等）
・生産活動（カレンダー・ハガキ制作、農作業） ・生産活動（アルミ缶・ペットボトルリサイクル）

・食品関係（ポン菓子、焼き菓子製造）

石川県白山市石同新町２９４番地１ 石川県白山市笠間町１５６番地１
ＴＥＬ：076-276-9432 ＦＡＸ：076-201-8733 ＴＥＬ：076-274-9177 ＦＡＸ：076-274-9178
E-Mail：hibiki1991@world.ocn.ne.jp ＵＲＬ：http://www.matsunomi.or.jp/

E-Mail：s-asagao@asagaotv.ne.jp

・受注作業（100円ショップ等商品検品・バーコード貼り、袋詰 ・受注一般（リネン　等）
ホテルのベッドメイク、温泉施設清掃　等） ・生産活動（カレンダー・ハガキ制作、農作業、織物　等）

石川県白山市鹿島町ち１１１番地１ 石川県白山市北安田町１１２番地１
ＴＥＬ：076-236-2356 ＦＡＸ：076-236-2540 ＴＥＬ：076-274-2230 ＦＡＸ：076-274-0027

E-Mail：hibiki2007@lagoon.ocn.ne.jp

生きがいワークス白山 サンケアワークス

一般企業との連携により、
直接的で充実した職場提供
が現実化しました。お互いが
切磋琢磨することにより、利
用者は一般社会との密接な
環境において、安心して職
業訓練が行えます。

サンケアワークスでは、食材
の下処理を行い「後は調理
するだけ」の状態で一日千
食分の食材を白山市近郊の
介護施設へお届けしていま
す。
仕事を通じて、障害者が高
齢者を支える仕組みを実践
しています。

すーぷる セルプあさがお

障害のある人たちが地域の
中で当たり前に生活できるこ
とを目指し、日々活動してい
ます。
酒パックを再利用したカレン
ダーや名刺を製作していま
す。
受注で枕カバーの仕上げ作
業なども行っています。

事業所はＪＲ加賀笠間駅、
国道8号線の近くに位置しま
す。知的に障害のある人の
利用が多く、一人ひとりに
合った様々な作業や活動を
提供しています。
地元企業様等と連携した作
業の取り組みを行っていま
す。

だんろ つながりの家

個々の能力に合った作業が
提供できるよう、いろいろな
分野の作業を受け入れてい
ます。一人でも多くの利用者
が一つでもできることを増や
し、多くの人が自立していけ
るよう作業を通じ、人との和
を大切にできる人材育成を
目指しています。

障害のある人たちが地域の中
で当たり前に生活できることを
目指し、日々活動しています。
酒パックを再利用したカレン
ダーや名刺を製作しています。
織物、陶芸などを行い、オリジ
ナル製品を製作しています。
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・食品関係（飲食店経営、接客対応　等） ・受注一般（箱折り、シール貼り、封入作業　等）
・生産活動（グッズ製作、販売） ・生産活動（水引細工・アクセサリー　等）

石川県白山市末広二丁目３５番地 石川県白山市八日市町１７番地１　八日市ビル１０１号
ＴＥＬ：076-275-5055 ＦＡＸ：076-214-7055 ＴＥＬ：076-274-1672 ＦＡＸ：076-274-1673
ＵＲＬ：http://www.pupu50.jp E-Mail：joy@egaokobo.com
E-Mail：info@pupu50.jp

・食品関係（配食サービス、食事処での接客、餅、蕎麦等製造） ・受注一般（紙箱折り、段ボール加工、ねじ袋詰め　等）
・生産活動（温泉維持管理、館内清掃　等） ・食品関係（飲食店経営）
・受注一般（公園清掃、ハーネス組立、箱折り　等）

石川県白山市北安田町５４８番地２
代表／ＴＥＬ：076-275-0616 ＦＡＸ：076-275-0689
E-Mail：B.s-Work@bussien.com 石川県白山市倉光八丁目１６番地２
配食／ＴＥＬ：0120-037-014 E-Mail：B.s-Grill@bussien.com ＴＥＬ・ＦＡＸ：076-274-6209
請負／ＴＥＬ：076-275-5700 E-Mail：h.ainosato816@bird.ocn.ne.jp
ＵＲＬ：http://www.bussien.com/bs/inex.html

・受注一般（紙箱折り、シール貼り、情報誌配布、清掃作業　等） ・受注一般（駅舎・公共施設等清掃、リネン業務　等）
・食品関係（焼き菓子、梅干し、みそ　等） ・食品関係（飲食店経営、接客対応　等）
・生産活動（ウエス加工）

石川県白山市白山市徳丸町６２５番地１ 石川県白山市美川中町ロ２２１番地１
ＴＥＬ：076-276-6452 ＦＡＸ：076-274-2360 ＴＥＬ：076-278-7788 ＦＡＸ：076-278-7770
ＵＲＬ：http://www.matsunomi.or.jp/ ＵＲＬ：http://www.bussien.com/mikawa37/index.html
E-Mail：matsunomi@alto.ocn.ne.jp E-Mail：37work@bussien.com

就労支援事業所　懐（なつ） えがお工房８ジョイ

石川県バリアフリー社会推
進賞最優秀賞受賞、いしか
わ障害者雇用推進カンパ
ニー認定、子ども１１０番の
家、健康づくり応援の店認
定、かがやき健康企業認
定、健康経営優良法人２０１
８認定

事業所の雰囲気が温かく、
笑顔で楽しく過ごして頂ける
ような環境づくりを心がけて
います。その日の体調や一
人ひとりの特性に応じて作
業を提供し支援します。また
季節のイベントを通じて社会
との交流を図っています。

B's Work（ビーズワーク） 障害福祉サービス事業所ほほえみ

企業の下請け作業を中心に
しています。一人ひとりの目
標が達成できるように毎日
の活動を大切にしています。
平成２６年５圧より喫茶店の
仕事も加わり、仕事の内容
もさらに充実し、活動の場が
広がっております。

松の実園 美川37Work　松任23Work

住民のみなさんと障害を持つ
人たちが共に働き、協力しな
がら、より良い地域を作るため
に作業しています。
高齢者配食サービスでは３６５
日安否確認いたします。オード
ブルのご注文も承っています。

約４０名の利用者が通い、
活き活きした雰囲気で制度
の高い正確な作業を一生懸
命取り組んでいます。また、
利用者の方の意思に沿った
レクリエーションや余暇活動
を実践しています。

駅舎を利用者に快適に使っ
ていただけるよう、日々努め
ています。
カフェ運営や清掃など、その
方に合った仕事を提供する
ことができ、持ち味を発揮す
ることができます。通勤も駅
から徒歩０分と便利です。
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・受注一般（紙箱折り、シール貼り、割り箸検品・袋詰め ・受注一般（草刈り　等）
シール貼り、ポケットティッシュチラシ入れ　等） ・生産活動（野菜・ハーブの栽培、収穫）

石川県白山市白山市徳丸町５６２番地１ 石川県白山市宮丸町１１３３番地１
ＴＥＬ：076-259-6407 ＦＡＸ：076-259-6408 ＴＥＬ：076-259-1452 ＦＡＸ：076-259-1453

E-Mail：rehas-hakusan@k-gol.com

・受注一般（箱折り等）
・食品関係（フルーツカット、ケーキ、カレー製造

石川県白山市鶴来水戸町四丁目74番地
ＴＥＬ：076-225-5525 ＦＡＸ：076-296-2014

Smile白山

ゆらく

弊事業所では「しんせつ・て
いねい」をモットーに活動し
ています。施設、施設外で会
折り、段ボール加工、医療
関係等の作業を行っていま
す。
施設外での作業も募集して
おります。

リハスファームはくさん

農福連携に取り組んでおり、
自分たちで作物を育て収
穫・販売をしております。農
家さんから草刈りや袋詰め
等の仕事も請け負っていま
す。
皆の得意を活かし、互いに
協力して和気あいあいと農
作業を行っています。
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