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就労支援部会 



はじめに 

 

                  足利市地域自立支援協議会 就労支援部会 

                    部会長 阿由葉 寛 

 

 

 昨年度に引き続き、足利市地域自立支援協議会就労支援部会では、市内の就労系事業所の

最新のガイドブックを作成させていただきました。 

 市内の就労系事業所には、足利市の協力のもと、就労支援部会のメンバーで訪問をさせて

いただき、それぞれの事業所で実施をされている、事業の内容などを細かに確認させていた

だいています。 

 それぞれの事業所が特徴のある取り組みを行い、ご利用者の皆さんの自立等に向け、真剣

に取り組んでいる様子を見ることが出来たことは、本当に良かったと思います。  

 また、就労系事業への取り組みかたなど、不安があってもなかなか確認が出来ずにおられ

たことなどにも、アドバイスなどをさせていただく機会となったことも有意義であったと

思っています。 

今年度も、新規事業所を訪問させていただくつもりですが、残念ながら現在は、新型コロ

ナウィルス感染症で訪問自体が難しい状況でもありますので、今後の様子をみながら進め

ていきたいと思います。 

 前回も記載させていただきましたが、社会福祉法人であれ、NPO 法人であれ、株式会社

であれ、この事業の主体はご利用者ですので、その支援のためにどれだけのことが出来るの

かを熱く語ることが出来る、そんなメンバーが集まる、足利市地域自立支援協議会の就労支

援部会、あるいは、ハートショップ部会に出来るよう、一層のご支援をお願い致します。 

 終わりに、お忙しい中、ご協力いただきました、就労支援部会の皆様に心より、お礼を申

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 
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事業所名 社会就労センターきたざと 

所在地・連絡先 

 

〒326-0006 栃木県足利市利保町 49-4 

電話：0284-64-7024 FAX：0284-41-4687 

メール：kitazato@maple.ocn.ne.jp 

ホームページ：http://www.mutumikai.ecnet.jp/ 

事業所概要 事業開始  平成 26 年 11 月 1 日 

職員配置（職種） 

 

 

管理者、サビ管、職業指導員、生活支援

員、賃金向上達成指導員 

（計 7 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 10 名 

サービス提供日・提供時間 

 

 

 

 

「キッズピアあしかが」  

9:10～18:20（定休日：毎週水曜日：定

休日に研修会、勉強会等を月に 1 回程

度実施） 

「印刷業務」月～金 8:30～17:30 

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 なし（自主通勤） 

給食・給食費 なし（持参） 

給与（令和元年度月平均）     

 

96,635 円 

内容 

 

（生産活動） 

公益事業所「キッズピアあしかが」 

・場内業務補助、清掃、片付け 

・ピクニックエリア内ＳＨＯＰ軽食販売業務・補助 

社会就労センターきたざと 

・印刷業務 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

・子ども達に沢山の元気をもらえる就労の場です。（キッズピア） 

・チラシ、名刺等のデザイン構成編集を行う仕事です。（印刷業

務） 
・キッズピアあしかが 

   就労の場（全体イメージ）⇒ 

 

 

 

 ・印刷業務 

◆パンフレット 

◆チラシ・横断幕 

◆封筒・名刺 

◆冊子 

◆広報誌・文集 



 （ 就労継続支援 A 型 ） 

事業所名 いろは 

所在地・連絡先 〒326-0055 足利市永楽町 9-7 TCM タウン 207 

電話：0284-22-3929   FAX：0284-82-0506 

メール：iroha401@blue.plala.or.jp 

ホームページ：simple-iroha.com 

事業所概要 事業開始年月日 平成 27 年 4 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員 （計 8 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月～金（土曜日、会社カレンダー有） 

9:30～15:30 

諸経費 無 

送迎の有無・範囲 有・ポイント送迎・足利市内全域 

給食・給食費 有・360 円又は 450 円 

給与（令和元年度月平均） 72,877 円 

作業内容 【生産活動 主に施設外就労】 
・市内にて金属加工ではプリンター部品の加工。 

・市内にて製品通函の整理作業・海外輸送用段ボール組立作業。 

・太田市にて中古タイヤの洗い外し作業。ネット販売用写真撮影作業。 

・お寺さんのお墓掃除、一般家庭のお庭や住宅内清掃。 

・某フルーツジュース店のセンターキッチン内にて食品加工作業。 

【施設内就労】 
・オリジナルブランド 168 布製品の作成、販売。 

・ブランド衣料のタグ付け、ボタン付け加工。 

・寝具の袋詰め。 

・防護服の糸処理・たたみ作業 

・メーカー衣料品のネームをミシンで縫い付ける作業。 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

様々な作業の中から、利用者さんに合った作業を見つけ出し利用

者さんが毎日いろはへ通えるよう支援しています。就労先の方々

と交流し社会の一員として日々を過ごします。 

仕事を通じて豊かな人生を送って頂きたいと願い支援員全員同じ

気持ちで支援しております。 
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（ 就労継続支援 A 型 ） 

事業所名 エルシード 掘込支店 

所在地・連絡先 〒326-0831 足利市掘込町 128 

電話：0284-70-3333    FAX：0284-70-3332 

メール： contact@elceed.net 

ホームページ： http://elceed.net 

事業所概要 事業開始年月日 平成 30 年 2 月 

職員配置（職種） 管理者・サービス管理責任者生活支援員・

職業指導員（計 9 名） 

主たる障害 精神・知的・身体 

利用定員 20 名 
サービス提供日・提供時間 月～金（土）9:00～14:45 

諸経費 総合支援法に基づく 

送迎の有無・範囲 ＪＲ足利駅・東武足利市駅 

給食・給食費 なし 

給与（令和元年度月平均） 75,037 円 

作業内容 ・障子、網戸、ふすまの張替え作業 

・子供服・リユースパソコンのインターネット販売作業 

・データ入力作業 

・チラシ、公告の投函のポスティング作業 

・ハウスクリーニング作業 

・うなぎ、カエルの養殖作業の補助 

・小物組み立て等の軽作業 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

当事業所で提供している作業は多岐に渡り、利用される方に合う

作業、合わない作業がありますが、幅広く作業を提供出来ると思い

ます。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 愛光園 

所在地・連絡先 〒329-4212 足利市稲岡町 500 

電話：0284-91-3781  FAX：0284-91-3782 

メール：hikari500@camel.plala.or.jp 

ホームページ：http://www.aikouen.org 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

目標工賃達成指導員、生活支援員、作業員 

（計 16 名）    

主たる障害 知的、身体 

利用定員 40 名 

サービス提供日・提供時間 月～土（祝日も営業）9:00～16:30 

諸経費 必要に応じて 

送迎の有無・範囲 有・佐野市・足利市南部区域・事業所間 

給食・給食費 有・450 円（食事提供加算で 150 円） 

工賃（令和元年度月平均） 25,035 円 

作業内容 【生産活動】 

〇クリーニング作業 

  病院関係の清拭・タオル ホテル関係のタオル類 

  洗浄・たたみ・仕上げ 

【レクリエーション活動】 

〇日帰り旅行、誕生日月の方合同外食会、季節行事 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

主に知的障害の方が多く作業しています。年間を通して作業量の

変動が少なく安定していること、また作業内容においても変化が

少ない為、多くの方が理解し取り組んでいただいております。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 あかまつ作業所 

所在地・連絡先 〒326-0061 足利市田島町 621-2 

電話：0284-43-2527  FAX：0284-43-8967 

メール：akamatsu@cocoromi.or.jp 

ホームページ：http://www.cocoromi.or.jp 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導

員、生活支援員、目標工賃達成指導員  

（計 12 名） 

主たる障害 知的 

利用定員 10 名 

サービス提供日・提供時間 月～金および第 2,4,5 土曜日（祝日営業

有） 9:00～16:45 

諸経費 レクレーション費用（3 ヶ月毎） 

おやつ代 130 円 

送迎の有無・範囲 有・方法や範囲については要相談 

給食・給食費 有・500 円(食事提供加算で 300 円) 

工賃（令和元年度月平均） 36,315 円 

作業内容 【作業内容】 

《下請け作業》 

リサイクルハンガー・箱折り・段ボール関連会社からの受託作業 

《生産品》季節の野菜・手工芸品  ≪外注作業≫ 草刈り 

《役務の提供》 

関連会社への役務提供・優先調達法に基づく市からの委託作業 

【レクレーション活動】 

年 4 回のお誕生日会・月 2 回のミュージックベルの練習 

法人全体で行なう年 1 回のクリスマス会や家族旅行 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

こころみ学園の通所事業所です。自宅や同法人のグループホーム

から通所し、若い利用者さんから年配の利用者さんまで、みんな

元気に働いています。関連施設のココ・ファーム・ワイナリーか

ら、多種類の作業を受託することができるので、自分にあった作

業を各自が見つけ、責任を持って作業しています。沢山の自然に

囲まれた環境にあり、四季折々の風景も楽しめる作業所です。 

                                                               

5 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 足利愛光園 

所在地・連絡先 〒326-0021 足利市山川町 782 

電話：0284-42-3403  FAX：0284-42-7987 

メール：ai782@blue.plala.or.jp 

ホームページ：http://www.aikouen.org 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員、従業員、送迎員（計 19 名） 

主たる障害 身体、知的 

利用定員 30 名 

サービス提供日・提供時間 月～土（祝日も営業）9:00～16:00 

諸経費 必要に応じて 

送迎の有無・範囲 有・足利市内 

給食・給食費 有・450 円（食事提供加算で 150 円） 

工賃（令和元年度月平均） 29,092 円 

作業内容 【生産活動】 

〇クリーニング作業 

  病院・老人施設等のオムツ・清拭・タオル・寝具類 

  洗浄・たたみ・仕上げ等 

【レクリエーション活動】 

〇日帰り旅行、誕生日月の方合同外食会、季節行事 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

1 年を通じて安定した作業活動が行えます。 

工賃は 7 万円を超える方もおります。 

路線バスの停留所（白髭神社前）から 1 分以内と便利です。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 恵愛センター 

所在地・連絡先 〒326-0808 足利市本城 1 丁目 1548 番地 

電話：0284-43-2182  FAX：0284-43-0463 

メール：kicenter@aoki-byouin.com 

ホームページ： http://www.aoki-byouin.com 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者兼サービス管理責任者 1 名、職業指

導員 2 名、生活支援員 2 名（計 5 名） 

主たる障害 精神、知的 

利用定員 30 名 

サービス提供日・提供時間 月～土（祝日除く）、9:00～15:15 

諸経費 施設利用料 1 日 150 円 

送迎の有無・範囲 有・足利全域 

給食・給食費 有・1 食 320 円（弁当） 

工賃（令和元年度月平均） 16,804 円 

作業内容 【生産活動】 

ハンガーリサイクル、ボールペンの組立て、耳栓の詰替え、 

暖房器具の組立て、清掃作業、食器洗い、農作業 

【レクリエーション活動】 

新年会、忘年会、外食レク（年 2 回程度、不定期） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

精神障がいのある方が多く通っており、内職作業を中心に行って

おります。また、内職等の細かい作業を苦手としている方にも除

草作業・清掃作業・食器洗い等の作業を提供しており、個別に対

応した支援を行っております。自分のペースで楽しくお仕事をし

たい方お待ちしております。 
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恵愛センター （本城事業所） （田所事業所） 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 はろーじょぶネクスト 

所在地・連絡先 〒326-0053 足利市伊勢町 2-10-7 

電話/FAX：0284-44-0480 

メール：hellojobnext@yahoo.co.jp 

ホームページ：http://boulogne.me/ 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員（計 4 名） 

主たる障害 精神 

利用定員 10 名 

サービス提供日・提供時間 月～金（土曜は概ね月１回）9:30 ～15:00    

諸経費 レクリエーション費用（実費） 

送迎の有無・範囲 有・ポイント送迎・足利市内 

給食・給食費 なし・400 円（弁当） 

工賃（令和元年度月平均） 8,141 円 

作業内容 【生産活動】 

○布製品販売 

○草刈・農業・内職 

【レクリエーション活動】 

○週 1 回の体育館スポーツ 

○月 1 回ほどのお楽しみイベントあり（買い物、食事会、工場見学等） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

就労を目指したい方、自分のペースで仕事をしたい方、社会復帰

を目指したい方が集まって、毎日様々な作業に参加しています。

自分の得意なことを活かして自分らしい暮らしを一緒に作ってい

きませんか？楽しい時間も時々ありますよ～。 
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はろーじょぶ

ネクスト 

緑の屋根の 2

階建です。 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 ブローニュの森だんだん(しあわせスイーツだんだん・喫茶だんだん・CURECO) 

所在地 

連絡先 

〒326－0842 栃木県足利市今福町 304-1 

電話/FAX：0284-21-0098 

メール： dandan.shiawase@gmail.com 

ホームページ： http://boulogne.me 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） サービス管理責任者 1 名、職業指導員 2 名、

生活支援員 1 名（計 3 名） 

主たる障害 精神 

利用定員 10 名 
サービス提供日・提供時間 

 
月～金 イベント出店時土日祝開所あり、喫茶業務

10:00～13:00、14:00～16:00、菓子製造 9:30～12:00 

麻作業 9:30～15:00 

諸経費 通所保険、レクリエーション代(必要に応じて) 

送迎の有無・範囲 送迎あり 

給食・給食費 なし 

工賃（令和元年度月平均） 14.974 円 

作業内容 ○喫茶営業 

ご来店されたお客様への接客、調理など営業をしていく中で必要になることをお

仕事して頂きます。定期的に出張販売を行います。 

○菓子製造 

 スイーツの製造、道具の洗物、納品、出張販売など菓子製造に関わるお仕事があ

ります。 

〇麻作業 

 コーヒーの生豆が入っていた麻袋を利用して、バックやコースター等を製作して

います。 

☆レクリエーション、お食事会 

 軽井沢日帰り旅行・映画鑑賞・ブローニュの森祭り・クリスマス会・忘年会・年

度末食事会等 

事業所の 

特徴 

（ＰＲ） 

明るく笑いの絶えない場所です。製造や調理などに携わっていただくお仕事なの

で、喫茶営業や出張販売でのお客様との関わりは、達成感や日々の仕事に対する自

信にもつながります。また自分らしく地域の中で生活を送っていけるように、日常

生活での困りごとやお悩みについての相談も受け付けています。 
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スイーツの製造の様子 人気商品！レモンクランベリー 

のシフォンケーキ 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 やまゆり学園 

所在地・連絡先 〒326-0011 足利市大沼田町 1751 

電話：0284-91-3022  FAX：0284-91-3489 

メール： yamayuri@sunfield.ne.jp 

ホームページ： http://www.sunfield.ne.jp/~yamayuri 

事業所概要 事業開始年月日 平成 18 年 10 月 1 日 

職員配置（職種） 
管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員、運転手（計 8 名） 

主たる障害 知的 

利用定員 24 名 

サービス提供日・提供時間 
月～土（祝日は休業） 9:00～16:00 

土曜日の営業は変則です 

諸経費 レクリエーション費用（必要に応じて） 

送迎の有無・範囲 有・ポイント送迎・足利市内全域 

給食・給食費 有・550 円又は 400 円 

工賃（令和元年度月平均） 22,363 円 

作業内容 【生産活動】 

○クッキー等焼き菓子の製造、販売 

○野菜栽培、きくらげ栽培及び販売 

○軽印刷作業、菓子箱折り作業、袋詰め等軽作業 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

作業班に分かれみんなで協力しながら働いています。 

特にかぼちゃプリンや梅干はリピーターも多く人気商品となって

います。また、大型ハウスで年間を通して約 40 種の野菜類を栽

培、好評の梅干も毎年 2 トン以上漬け込み道の駅やＪＡあんあん

の直売所などで販売しています。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 セルプみなみ 

所在地・連絡先 〒326－0328 足利市県町 1507 

電話：0284-43-9171  FAX：0284-43-9811 

メール：selpminami＠room.ocn.ne.jp 

ホームページ：www.mutumikai.ecnet.jp 

事業所概要 事業開始年月日 平成 19 年 4 月 1 日 

職員配置（職種） 

 

 

管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

目標工賃達成指導員、生活支援員（計 8 名） 

主たる障害 知的、身体、精神 

利用定員 10 名 
サービス提供日・提供時間 月～金 8:30～17:30 

諸経費 行事参加費等（必要に応じて徴収） 

送迎の有無・範囲 有・ポイント送迎・足利市河南地域 

給食・給食費 310 円～390 円 

工賃（令和元年度月平均） 25,035 円 

作業内容 【生産活動】 

○クッキー等菓子の製造、販売 

○施設外就労等（清掃作業等） 

○リサイクルハンガー作業 

【レクレーション活動】 

○法人全体で実施する夏まつり、クリスマス会などへの参加 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

西から東に流れる渡良瀬川の南方に位置し、田園風景に富んだ明

るく開放的な事業所で、利用者の関係性も良好で、楽しく作業に

取り組んでいます。また、元気に、やりがいをもって作業に取り

組めるよう、特に健康管理に留意して運営しています。 
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アクセスマップ 施設外清掃作業風景 菓子製造作業風景 



 

（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 社会就労センターきたざと 

所在地・連絡先 〒326-0006 栃木県足利市利保町 49-4 

電話：0284-64-7024 FAX：0284-41-4687 

メール：kitazato@maple.ocn.ne.jp 

ホームページ：http://www.mutumikai.ecnet.jp/ 

事業所概要 事業開始 平成 20 年 4 月 1 日 

職員配置（職種） 

 

管理者、サビ管、職業指導員、生活支援

員、目標工賃達成指導員（職員計 17 名） 

主たる障害 知的、身体、精神 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 

             
月～金（作業）8:30～17:30 土（余暇活動）

8:30～17:30 

諸経費 土曜日の活動費等（必要に応じて徴収） 

送迎の有無・範囲 あり（足利市・佐野市） 

給食・給食費 550 円（食事提供加算該当で 250 円） 

工賃（令和元年度月平均）       53,574 円 

作業内容 

 

（生産活動） 

〇エコリサイクル事業：機密文書裁断作業 

〇環境整備事業：樹木伐採、庭木剪定等 

〇IT・印刷事業：パンフレット、チラシ、広報誌等の印刷業務 

〇ユニフォーム事業：ユニフォームやタオル等の刺繍作業 

〇受託加工事業：ハンガー洗浄作業、自動車、部品のウレタン貼

り作業、ビデオテープ解体作業、キャスターの袋入れ作業等 

〇販売事業：紅茶販売 

〇施設外就労：ハンガー洗浄作業等 

【余暇活動】：日帰り旅行、クリスマスパーティー、カラオケ等 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

 

利用者の方の年齢層も幅広く、事業所内外で多様な作業を行っています。エコリ

サイクル作業や環境整備作業等の忙しい作業においては、高い時給でのお支払い

をさせていただくことで、利用者の方の意欲向上へとつながっています。年々、

平均工賃も上がっていますので、今後もさらに高工賃支給を目指し、利用者の方

と一緒に頑張っていきたいと思います。 

また毎週土曜日は余暇活動を実施し、毎月いろいろなプログラムを企画しながら

楽しく、充実した余暇を過ごせるよう活動を行っています。 

     【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動】 
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【作業風景】 



 

（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 一歩 

所在地・連絡先 〒326-0012 足利市大久保町 953-26 

電話：0284-91-1211   FAX：0284-91-1221 

メール：aikouen-ippo@iaa.itkeeper.ne.jp 

ホームページ：http://aikouen.org/ 

事業所概要 事業開始年月日 平成 23 年 9 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員、運転手（計 9 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月～土 9：00～15：00 

諸経費 レクリエーション費用（必要に応じて） 

送迎の有無・範囲 有・ポイント送迎・足利市内全域 

給食・給食費 有・450 円（食事提供加算で 150 円） 

工賃（令和元年度月平均） 11,447 円 

作業内容 【生産活動】 

〇パン、クッキー、マドレーヌ、ブラウニー、シュークリーム等

の製造、販売。 

【レクリエーション】 

〇年に 3～4 回の日帰り旅行：テーマパーク、水族館、劇団四季

ミュージカル鑑賞、映画鑑賞など。 

〇クリスマス、ハロウィン、バレンタインデー等のプレゼント 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

若い利用者様が多く、和やかな雰囲気の作業所となっております。店内

には利用者様が作成した、パンやクッキー等が並んでおり、多くのお客

様からの支持を頂いております。もちろんはじめは苦戦することも多い

ですが、少しずつ成長していき、お客様に喜んでいただけている一歩の

商品を作成できるようになっていきます。自分の作った商品を手に取っ

て頂ける喜びを感じ、仕事にやりがいを持つことはもちろん、対面販売

等を通して、社会の一員としての役割を学んでいきます。 
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○毛野中学校様 

毛野小学校様 

東足利 
○自動車教習所様 

栗田美術館 

○ 

 

あしかがフラワーパーク 

駅 

● 
一歩 

←桐生      県道 67号線（旧国道 50号線）      佐野→ 

○ 
BULLDOG 

販売の様子 

外出レク 作業の様子 

施設内レク 

http://aikouen.org/


（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 桃源舎 

所在地・連絡先 〒326-0826 足利市借宿町 1-3-2 

電話：0284-22-4480  FAX：0284-64-8961 

メール：info@ashikagamanabi.com  

ホームページ： https://ashikagamanabi.com 

事業所概要 事業開始年月日 平成 24 年 11 月 27 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員（計 6 名） 

主たる障害 精神、知的、身体 

利用定員 24 名 

サービス提供日・提供時間 月～金（事業の種類によっては土日も営

業）10:00～16:00 

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 車両による送迎あり・足利市内、その他 

給食・給食費 有・400 円※食事提供加算適応後の金額 

工賃（令和元年度月平均） 12,568 円 

作業内容 【生産活動】 

○自動車部品の検品、組立 

○リサイクルハンガー仕分け、納品 

○100 円均一商品の組立 

○農業福祉連携、他 

【レクリエーション活動】 

○月に一度の工場見学等の日帰りイベント 

○年に一度の一泊旅行 

○クリスマス会、納会等 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

作業は単純なものから多少複雑なものまで、利用者さんの特性を

生かし取り組んでおります。また事業所内で味噌、らっきょう、

梅干を作って日々の食事に活用しております。 

毎月行われるイベントで工場見学等をして私たちが使う様々な食

品や品物の作成過程を学んでおります。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 セルプ絆 

所在地・連絡先 〒326-0801 足利市有楽町 834-5 

電話：0284-41-7277  FAX：0284-64-9370 

メール：kizuna@mutumikai.ecnet.jp 

ホームページ：http://www.mutumikai.ecnet.jp/ 

事業所概要 事業開始年月日 平成 24 年 4 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、

職業指導員、目標工賃達成指導員（計 5 名） 

主たる障害 知的 

利用定員 10 名 
サービス提供日・提供時間 火曜日～土曜日 8:00～18:30 

諸経費 特になし 

送迎の有無・範囲 無 

給食・給食費 320 円（希望者のみ） 

工賃（令和元年度月平均） 35,558 円 

作業内容 【生産活動】 

 〇「美味しいパンとクッキーのお店 peterpan」における 

パンの製造、販売（製パン補助、販売補助、喫茶運営補助等） 

 ○作業時間は担当する仕事の内容で異なります。 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

立ち作業が殆どですが、主に製造担当、調理担当、販売担当に分

かれて作業をしています。 

仕事をされている方は 20 代から 60 代までと幅広い年齢層で、活

気のある職場です。みなさん「ピーターパン」が大好きで、仕事

にやりがいをもち、毎日、一生懸命作業に取り組んでいます。そ

の反面、休憩時間は和気あいあいとし、和やかに過ごしています。 
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店舗外観 

作業風景 地 図 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 障がい福祉サービス事業所うどん子 

所在地・連絡先 〒326-0338 足利市福居町 750-1 

電話：0284-22-4891  FAX：0284-70-3032 

メール：info@udonco.com  

ホームページ:http://udonco.com 

事業所概要 事業開始年月日 平成 26 年 4 月 1 日 

職員配置（職種） 

 

管理者、サービス管理責任者、職業指導

員、生活支援員（計 13 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 20 名 
サービス提供日・提供時間 月～日（祝日も営業）9:00～16:30  

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 足利全域・市外については距離による 

給食・給食費 有・400 円(食事提供加算で 180 円) 

工賃（令和元年度月平均） 13,000 円 

作業内容 ＜生産活動＞ 

・うどんの製麺・調理補助 

・関連施設の清掃業務 

＜レクリエーション活動＞ 

季節に合わせたイベントの開催（夏祭り、収穫祭、クリスマス会、

忘年会等） 

外出レク（足利フラワーパーク、太田北部運動公園へ芝桜見学） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

製麺、販売、清掃、調理等、生産活動を通じ障がいを持った方が

自立した日常生活を送る為に、就労の機会を通じて社会性を身に

付け作業能力や知識の向上に必要な訓練を行っています。また、

うどんを販売しているイベントなどにも多数参加し地域貢献に

も力を入れています。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 水車 

所在地・連絡先 〒326-0143 足利市葉鹿町 735-1 

電話：0284-63-2300  FAX：0284-22-4562 

メール：yokomachi@watarasekai.or.jp 

ホームページ：http://yokomachi.watarase-kai.jp/ 

事業所概要 事業開始年月日 平成 26 年 6 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、看護師、 

目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支

援員（計 12 名） 

主たる障害 知的、精神、身体 

利用定員 10 名 

サービス提供日・提供時間 月～土（祝日も営業）8:30～17:30 

諸経費 レクリエーション費用（必要に応じて） 

送迎の有無・範囲 有・自宅まで・足利市内全域 

給食・給食費 有・350 円 

工賃（令和元年度月平均） 26,008 円 

作業内容 【生産活動】 

○カフェの運営（厨房、ホール） 

○企業での施設外就労 

○農作業・除草作業 

○アパート等の清掃作業 

【レクリエーション活動】 

○誕生会（毎月）、日帰り旅行（年 1 回）、外出支援（月数回） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

年齢層が幅広く、アットホームな雰囲気です。カフェでの作業や、

農作業を行っています。定期的にイベントを開催しており、近所

の方や学生さんたちが参加され、賑わっています。毎週土曜日に

は外出やレクリエーション活動を行っており、楽しく過ごしてい

ます。 

 
    

 
     

          

 

 

 

  カフェ            日帰り旅行（羽田空港） 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 わくわーく 

所在地・連絡先 〒326-0142 足利市小俣南町 41-10 

電話：0284-22-4600 FAX：0284-22-4600 

メール： tokueikai.wakuwork@sky.plala.or.jp 

事業所概要 事業開始年月日 平成 28 年 9 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導

員、生活支援員、目標賃金達成指導員（計

10名） 

主たる障害 知的、身体、精神、発達障がい 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月、火、水、木、金 9:30～15:30  

諸経費 なし  

送迎の有無・範囲 有・片道 30 分圏内程度 

給食・給食費 有・230 円 

工賃（令和元年度月平均）  17,500 円 

作業内容 ●自動車部品のテープ貼り、箱詰めや袋詰め 

(プラスチック製品にテープやウレタンを貼り付ける作業です。

製品自体軽く、女性にも好まれています。) 

●キャスター部品の組立 

(プラスチック製のキャスターを組立てる作業。清潔で手のひら

サイズで軽量です。組立てた直後に販売される為、お店で見る機

会があるかもしれません(^^♪) 

●除草作業(近隣の公共施設の除草・落ち葉掃き掃除等) 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

自分のペースで作業を希望する方はもちろん、一般就職を目指

す方も積極的にサポートします！ 作業ルームは 3 部屋あり、

目標や自身の気持ちに沿った部屋の環境で作業をしておりま

す。年齢層も幅広く、作業の種類が多いのが特徴です。 レクリ

エーションにも全力投球です。(2019年実績はスイカ割り・流し

そうめん・美術館見学等)  一度覗いてみて下さい(^-^) 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 NP ライフ 

所在地・連絡先 〒326-0063 足利市新山町 2261-5 

電話：0284-42-7777  FAX：0284-43-0678 

メール：s-2014122577857@ac.wakwak.com  

事業所概要 事業開始年月日 平成 28 年 6 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、

職業支援員、看護師 （計 8 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月～金 10:00～16:00 

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 有・足利市内全域、佐野、太田(足利寄り) 

給食・給食費 有・300 円 

工賃（令和元年度月平均） 14,567 円 

作業内容 ・お菓子の箱折       ・車のパーツ組立 

・プラスチック容器の組立  ・タッパーの組立 

・サンプルの袋詰め等    ・クッキー、ラスク等の箱詰め 

・おかずカップ 

・その他 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

◎明るく家庭的な就労継続支援Ｂ型事業所です。 

 細かい所まで行き届くように、一人一人に寄り添い、根気強く 

 丁寧に教えています。利用者さんの歩幅に合わせた支援、達成

感が得られるよう個々に合った作業を提供し、自分らしく活動

できるようスタッフ一同、ご尽力させていただきます。 

 
                 作業風景     魚釣りイベント   クリスマス会 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 たすく 

所在地・連絡先 〒326-0824 足利市八幡町 1 丁目 12－18 

電話：0284-22-7331  FAX：0284-22-7332 

メール：task-shuro@outlook.jp 

ホームページ：http://www.koueikai.com/ 

事業所概要 事業開始年月日 平成 28 年 7 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員 （計 7 名） 

主たる障害 精神、知的 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月～金（祝日休み）10:00～15:00 

諸経費 レクリエーション費用（必要に応じて） 

送迎の有無・範囲 有・事業所より 2.5km 範囲内 

給食・給食費 有・350 円又は 450 円 

工賃（令和元年度月平均） 6,006 円 

作業内容 【生産活動】 

〇洗濯業務 

〇内職 

（入浴剤やマウスウォッシュの箱詰め、他簡単な袋詰め等） 

〇農作業、除草作業 等 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

20 代～60 代の主に精神障害の方が働いています。週 1 回から利

用できます。作業が複数あるため、利用者の取り組みやすさに応

じて作業内容を工夫しています。作業中も会話があり、和やかな

雰囲気の作業所です。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 あおぞら 

所在地・連絡先 〒326-0006 足利市利保町 2 丁目 23-12 

電話/FAX：0284-64-9900 

メール：enjoylife-aozora@wine.plala.or.jp 

ホームページ：https://enjoy-life.or.jp 

事業所概要 事業開始年月日 平成 29 年 1 月 10 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員 （計 4 名） 

主たる障害 身体、知的、精神、特定疾患 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月～金（祝日休み） 9:30～15:30 

諸経費 無 

送迎の有無・範囲 足利市内及び近隣 

（佐野・太田・大泉・邑楽・桐生） 

給食・給食費 有・300 円～400 円（弁当） 

工賃（令和元年度月平均） 31,500 円 

作業内容 【生産活動】 

○お菓子の箱折り及びクッキーのサンプル袋入れ 

○蕎麦の実の選別 

○施設外での作業（DVD の解体・粉砕又は農作業・ハンガー 

クリップ解体・分別等） 

【レクリエーション活動】 

○季節のイベント（お花見会・クリスマス会等） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

あおぞらは、ご利用者の皆様の心豊かなイキイキとした毎日、社

会的自立を支援する事業所です。 皆さん、楽しく仲良く作業を

しております。  

                     

 

                                 
      （アクセス）           （外観）         （作業風景） 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 ほしぞら 

所在地・連絡先 〒326-0053 足利市伊勢町 2 丁目 1-17 

電話/FAX：0284-43-8617 

メール：enjoylife-hoshizora@wine.plala.or.jp 

ホームページ：https://enjoy-life.or.jp 

事業所概要 事業開始年月日 平成 30 年 4 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員 （計 4 名） 

主たる障害 身体・知的・精神・特定疾患 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月曜日～金曜日（祝日は休み） 

9:30～15:30 

諸経費 無 

送迎の有無・範囲 有・足利市内及び近隣 

（佐野・太田・大泉・邑楽・桐生） 

給食・給食費 有・300 円～400 円（弁当） 

工賃（令和元年度月平均） 32,700 円 

作業内容 【生産活動】 

○お菓子の箱折り及びクッキーのサンプル袋入れ 

○蕎麦の実の選別 

○施設外での作業（DVD の解体・粉砕又は農作業・ハンガー 

クリップ解体・分別等） 

【レクリエーション活動】 

○季節のイベント（お花見会・クリスマス会等） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

ほしぞらは、ご利用者の皆様の心豊かなイキイキとした毎日、社

会的自立を支援する事業所です。皆さん、楽しくと仲良く作業を

しております。 

 

 
                    

                                 

                                                                                                                                  

                                                                          

 

                                              

                                              

                       （外観）         （作業風景） 

     （アクセス）                                         
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 障がい福祉サービス事業所こむぎ子 

所在地・連絡先 〒326-0338 足利市借宿町 605-5 

電話：0284-64-8620   FAX：0284-64-8921 

メール：info@comugi-co.com  

ホームページ:http://udonco.com 

事業所概要 事業開始年月日 平成 30 年 6 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、      

職業指導員、生活支援員（計 7 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 20 名 
サービス提供日・提供時間 月～金（祝日も営業）9:00～16:30   

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 足利全域・市外については距離による 

給食・給食費 有・400 円（食事提供加算で 180 円） 

工賃（令和元年度月平均）  11,000 円 

作業内容 ＜生産活動＞ 

・農作業：季節野菜の栽培、収穫、出荷 

・次亜塩素酸水生成、販売 

・タオルたたみ作業：施設外でのタオルたたみ 

＜レクリエーション活動＞ 

季節に合わせたイベントの開催（夏祭り、収穫祭、クリスマス会、忘年

会等） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

農作業では苗植えから、収穫、出荷までの作業を一緒に行うため〝

自分の育てた野菜を買って頂く″ということに、とてもやりがい

を感じて作業に取り組まれています。また、タオル作業では、機械

にタオルを通す、たたまれたタオルを直し、汚れなどの確認を行う

等の根気のある作業を行うことで、集中力を高めています。一緒に

頑張りましょう！！ 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 きづき 

所在地・連絡先 〒326-0055 足利市永楽町 9-4 大協ビル C 号室 

電話：0284-64-7772   FAX：0284-82-0506 

メール： iroha401@blue.plala.or.jp 

ホームページ： simple-iroha.com 

事業所概要 事業開始年月日 平成 31 年 1 月 1 日 

職員配置（職種） 

 

管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員（計 5 名） 

主たる障害 身体・知的・精神 

利用定員 20 名 
サービス提供日・提供時間 

 
月～金（土曜日、会社カレンダー有） 

9:30～14:00 

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 有 足利・桐生・館林・佐野 

給食・給食費 有（無料提供） 

工賃（令和元年度月平均） 14,653 円 

作業内容 【生産活動】 
・オリジナル木工加工作業。 やすり・組立・塗装 

・帆布バックの持ち手に指定の長さの印を付ける作業。 

・プラスチック製品、紙袋、色紙製品の検品・加工作業。 

・防護服のたたみ作業。 

・施設外就労としてお寺さんや美容院・個人宅の清掃。 

 3 か月に 1 回お仕事に関する研修があります。 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

隣接する就労 A 型事業所「いろは」の就労理念に基づき、働きたい

方が集まる B型事業所を目指し日々支援していきます。 

仕事の楽しさや仲間の大切さを実感してほしいです。 

仕事をするための知識と能力と体力を身につけ自信をつけていき

ましょう。 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 多機能型事業所 B-BUDDIES 

所在地・連絡先 〒326-0056 足利市大町 517 番地 1 

電話：0284-22-7385  FAX：0284-41-5653 

メール：b-buddies@lifecareclub.co.jp 

ホームページ： 作成中 

事業所概要 事業開始年月日 平成 31 年 2 月 1 日 

職員配置（職種）  

 

管理者、サービス管理責任者、職業指 

導員、生活支援員、その他の従業者 

（計 9 名） 

主たる障害 知的・発達 

利用定員 14 名 
サービス提供日・提供時間 

 
月～金（イベント時は土曜・祝日も営業）

9:00～16:30 

諸経費 レクレーション費（実費） 

送迎の有無・範囲 足利市内、その他要相談 

給食・給食費 有 500 円 

工賃（令和元年度月平均） 15,000 円 

作業内容 ［生産活動］ 

○農作業 

○野菜の販売 

○介護施設の清掃 

［レクレーション活動］ 

○季節に応じた外出レクレーション等 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

知的・発達に特化した事業所です。多機能事業所として生活介護

も行っています。作業は、農作業を中心とした生産活動をしてい

ます。「その人らしく！」をモットーに、明るく元気に畑作業を

しています。自然とふれあい、自分で育てた野菜を自分で採って

食べる！とても健康的で楽しい雰囲気の作業所です。 

  

 

25 



（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 おおぞら 

所在地・連絡先 〒326-0822 足利市田中町 941-12  1 階 

電話/FAX：0284-22-3526 

メール：enjoylife-oozora@wine.plala.or.jp 

ホームページ：https://enjoy-life.or.jp 

事業所概要 事業開始年月日 令和 2 年 7 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、

生活支援員 （計 4 名） 

主たる障害 身体、知的、精神、特定疾患 

利用定員 20 名 

サービス提供日・提供時間 月～金（祝日休み） 9:30～15:30 

諸経費 無 

送迎の有無・範囲 足利市内及び近隣 

（佐野・太田・大泉・邑楽・桐生） 

給食・給食費 有・300 円～400 円（弁当） 

工賃（令和元年度月平均） 令和 2 年 7 月開所のため実績なし 

作業内容 【生産活動】 

○お菓子の箱折り及びクッキーのサンプル袋入れ 

○蕎麦の実の選別 

○施設外での作業（DVD の解体・粉砕又は農作業・ハンガークリ

ップ解体・分別等） 

【レクリエーション活動】 

○季節のイベント（お花見会・クリスマス会等） 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

おおぞらは、ご利用者の皆様の心豊かなイキイキとした毎日、社

会的自立を支援する事業所です。 

皆さん、楽しく仲良く作業をしております。 

 

【アクセス】         【外観 1階】       【作業場】 
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（ 就労継続支援 B 型 ） 

事業所名 障がい福祉サービス事業所たけの子 

所在地・連絡先 〒326-0338 足利市福居町 542 番地 アルヴェアーレ 606 号室 

電話：080-4126-6240  FAX：0284-70-3032 

メール：info@takeno-co.com  

ホームページ:http://udonco.com 

事業所概要 事業開始年月日 令和 2 年 7 月 1 日 

職員配置（職種） 管理者、サービス管理責任者、      

職業指導員、生活支援員（計 3 名） 

主たる障害 身体、知的、精神 

利用定員 20 名 
サービス提供日・提供時間 月～金（祝日も営業）9:00～16:30   

諸経費 なし 

送迎の有無・範囲 足利全域・市外については距離による 

給食・給食費 有・400 円（食事提供加算で 180 円） 

工賃（令和元年度月平均） 令和 2 年 7 月開所のため実績なし（時給制になります） 

作業内容 ＜生産活動＞ 

・食品製造、加工 パソコン webデザイン 

・施設外就労 

＜レクリエーション活動＞ 

季節に合わせたイベントの開催（夏祭り、収穫祭、クリスマス会、

忘年会等）、外出レク 

事業所の特徴 

（ＰＲ） 

地産地消を最大限に生かし、丁寧な作業で製造、加工に携わる事で

体力や作業手順、責任感を養う為の訓練を行っています。 

パソコン web デザインでは役割分担を果たしていく事で、知識の

向上に必要な訓練を行っていきます。 

また、キッチンカーでお楽しみメニューの販売も行います。 
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