
令和4年度　就労支援事業所等における提供可能な物品等リスト

事業所名 大分類 中分類 小分類 提供可能時期 摘要
1 松風　 物品 農作物類 季節野菜 夏・秋に限る
2 羽後のうさん 物品 農作物類 季節野菜 春・夏・秋
3 すみれ 物品 農作物類 季節野菜 春・夏・秋 小玉すいか、ねぎ
4 松風　 物品 農作物類 もち米 収穫後
5 NPOあきたアグリネット 物品 農作物類 野菜 通年 給食・食材全般
6 就労継続支援B型施設ばっけ 物品 農作物類 山菜・季節野菜等 春・夏・秋
7 複合施設ぱあとなあ 物品 食料品 菓子パン 通年 施設都合により一時製造販売中止

8 工房くまごろう 物品 食料品 ジャーマンポテトサラダ 通年 素材入手により変動あり
9 複合施設ぱあとなあ 物品 食料品 アイスキャンディー 通年 施設都合により一時製造販売中止

10 複合施設ぱあとなあ 物品 食料品 シュークリーム 通年 施設都合により一時製造販売中止

11 複合施設ぱあとなあ 物品 食料品 クッキー 通年 施設都合により一時製造販売中止

12 複合施設ぱあとなあ 物品 食料品 焙煎コーヒー 年間 施設都合により一時製造販売中止

13 ひだまり 物品 食料品 クッキー 通年
14 松風　 物品 食料品 ポン菓子 通年
15 ワークセンターゆざわ 物品 食料品 焼き菓子（ワッフル） 通年 １日200個まで
16 ワークセンターゆざわ 物品 食料品 焼き菓子（ポップコーン） 通年
17 ワークセンターゆざわ 物品 食料品 焼き菓子（クッキー） 通年
18 工房くまごろう 物品 食料品 本格インドカレー（エゾ鹿肉） 通年
19 工房くまごろう 物品 食料品 本格インドカレー（チキン） 通年
20 工房くまごろう 物品 食料品 本格インドカレー（マトン） 通年
21 工房くまごろう 物品 食料品 鮭の燻製 通年 素材入手により変動あり
22 工房くまごろう 物品 食料品 無塩漬手作りハム 通年
23 工房くまごろう 物品 食料品 無農薬梅干し 通年
24 工房くまごろう 物品 食料品 わさび漬け 通年 素材入手により変動あり
25 羽後のうさん 物品 小物類 うどん箱折 冬
26 工房くまごろう 物品 小物類 フォトスタンド 通年 埋木細工・木製品
27 工房くまごろう 物品 小物類 ペン立て 通年
28 工房くまごろう 物品 小物類 コースター 通年
29 工房くまごろう 物品 小物類 はし置き 通年
30 工房くまごろう 物品 小物類 レターオープナー 通年
31 工房くまごろう 物品 小物類 鍋敷き 通年
32 工房くまごろう 物品 小物類 ブック・スタンド 通年
33 工房くまごろう 物品 小物類 キーハンガー 通年
34 工房くまごろう 物品 小物類 カッティングボード 通年
35 工房くまごろう 物品 小物類 木製ハンドメイドパズル 通年
36 ワークセンターゆざわ 物品 小物類 しめ縄飾り １２月 ２０個限定
37 ワークセンターゆざわ 物品 小物類 布製バッグ 通年
38 松風　 物品 小物類 犬っこストラップ作り 秋・冬に限る 樹脂粘土製
39 やまばと園 物品 その他 掃除・洗濯用粉せっけん 通年
40 松風　 物品 その他 文書印刷 年間
41 ひだまり 物品 その他 トイレットペーパー（個包装） 通年
42 松風　 役務 農作業 草刈作業 ３時間以内
43 工房くまごろう 役務 農作業 草刈作業 春・夏・秋季
44 羽後のうさん 役務 農作業 畑・田作業 ４時間
45 すみれ 役務 農作業 畑・田作業 ４時間以内
46 ワークセンターゆざわ 役務 農作業 軽作業全般 ３時間以内
47 ポリッシュ 役務 農作業 畑・田作業 4時間以内
48 就労継続支援B型施設ばっけ 役務 農作業 畑作業 ２時間以内
49 NPOあきたアグリネット 役務 農作業 草刈作業 ３時間以内
50 NPOあきたアグリネット 役務 農作業 畑・田作業 ３時間以内
51 松風　 役務 施設公園清掃等 草取り ３時間以内
52 ワークセンターゆざわ 役務 施設公園清掃等 草取り ２時間以内
53 ひだまり 役務 施設公園清掃等 公園等清掃 ２時間以内
54 松風　 役務 施設公園清掃等 施設内清掃 ３時間以内
55 社会就労センター福達 役務 施設公園清掃等 施設内清掃 2時間以内
56 ひだまり 役務 施設公園清掃等 施設内清掃 ２時間以内
57 複合施設ぱあとなあ 役務 施設公園清掃等 施設内清掃 6時間以内
58 ポリッシュ 役務 施設公園清掃等 施設内清掃 4時間以内
59 就労継続支援B型施設ばっけ 役務 施設公園清掃等 草取り ２時間以内
60 就労継続支援B型施設ばっけ 役務 施設公園清掃等 墓・記念碑清掃 ２時間以内
61 NPOあきたアグリネット 役務 施設公園清掃等 草取り ３時間以内
62 NPOあきたアグリネット 役務 施設公園清掃等 公園等清掃 ３時間以内
63 NPOあきたアグリネット 役務 施設公園清掃等 施設内清掃 ３時間以内
64 やまばと園 役務 書類等封入作業 封筒入れ作業 冬季間
65 松風　 役務 書類等封入作業 封筒入れ作業 年間
66 ワークセンターゆざわ 役務 書類等封入作業 封筒入れ作業 通年
67 社会就労センター福達 役務 書類等封入作業 封筒入れ作業 通年
68 複合施設ぱあとなあ 役務 書類等封入作業 封筒入れ作業 通年
69 松風　 役務 書類等封入作業 ラベル貼り 年間
70 ワークセンターゆざわ 役務 書類等封入作業 ラベル貼り 通年
71 社会就労センター福達 役務 書類等封入作業 ラベル貼り 通年
72 複合施設ぱあとなあ 役務 書類等封入作業 ラベル貼り 通年 （宣伝・啓発用ティッシュ）
73 ワークセンターゆざわ 役務 その他 クリーニング 通年
74 松風　 役務 その他 除雪作業 ３時間以内
75 複合施設ぱあとなあ 役務 その他 除雪作業 冬季(10:00～15:00の間) 施設都合により一時中止
76 工房くまごろう 役務 その他 除雪作業 冬季
77 松風　 役務 その他 データ入力（PC) 年間
78 就労継続支援B型施設ばっけ 役務 その他 データ入力（PC) 年間
79 松風　 役務 その他 垂れ幕作成（紙） 年間
80 松風　 役務 その他 荷物運搬作業 年間 （軽トラック使用）
81 社会就労センター福達 役務 その他 包装・組み立て 通年
82 NPOあきたアグリネット 役務 その他 除雪作業 ３時間以内
83 NPOあきたアグリネット 役務 その他 荷物運搬作業 ３時間以内

№ 郵便番号 電話番号
1 012-0055 医療法人　仁恵会 障害者総合支援事業所 松風　 0183-78-0066
2 012-0813 社会福祉法人　湯沢民生協会 ワークセンターゆざわ 0183-73-2644
3 012-0036 社会福祉法人　雄勝なごみ会 複合施設ぱあとなあ 0183-72-8107
4 019-0203 社会福祉法人　偕行塾 社会就労センター福達 0183-52-2377
5 012-0106 湯沢雄勝広域市町村圏組合 やまばと園 0183-42-2141
6 012-0801 特定非営利活動法人　ひだまり ひだまり 0183-79-5062
7 012-0855 特定非営利活動法人　湯雄福祉会 羽後のうさん 0183-55-8148
8 012-0183 社会福祉法人　長いスプーン 工房くまごろう 0183-46-2064
9 012-1100 特定非営利活動法人　いなり福祉会 障害者就労支援施設 すみれ 0183-62-2121

10 012-0851 合同会社　さわやかサポート あんみつ姫 0183-56-5361
11 012-1122 NPO法人　ポリッシュ ポリッシュ 0183-56-9117
12 019-0112 社会福祉法人　偕行塾 就労継続支援B型施設ばっけ 0183-56-7030
13 012-0862 NPOあきたアグリネット NPOあきたアグリネット 0183-56-7991

雄勝郡羽後町柏原１１-２

湯沢市関口字道地58-1

湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３
湯沢市岩崎字寝連沢１番地１０
湯沢市愛宕町五丁目1-1
湯沢市皆瀬字桜坂１７
雄勝郡羽後町字稲荷１９-３
湯沢市吹張一丁目１－４２

湯沢市下院内字新馬場191番地

湯沢市寺沢字本郷９９－１

住所 事業所名
湯沢市山田字中屋敷15番地１
湯沢市前森三丁目３番４号
湯沢市字両神１５番地１


