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平成２５年４月から

障害者優先調達推進法
（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律）

がスタートしました！

この法律は、国や地方公共団体、独立行政法人などの公

的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労支

援施設や障害者を多く雇用している民間企業等から優先

的・積極的に購入することを推進し、障害者就労支援施

設等で頑張って作業している人たちの「はたらく」を応援

するものです。芳賀地区の１市４町でも徐々に取組が広

がっています。
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美里学園レスパ 利用者さん

季節を感じられるように工夫して、はがきを

作ります。

たくさん売れるといいなと思います。

「ちからをひとつに」

私たちの芳賀地区には、さまざまな事業所で一生けんめいはたらくたくさ

んの仲間がいます。つらいことがあっても、いやなことがあっても、みんなで

助け合い、はげまし合いながらがんばっています。県も市も町も一体となって

バックアップさせてもらっています。気になる商品がありましたら、１つでも結

構ですのでお買いもとめください。

「みなさん、ぜひ、お買い求めください！」

茂木町 保健福祉課

はたらくを

がんばる

ちいきで

くらす しあわせ

３



社会福祉法人飛山の里福祉会

ハート二宮
〒３２１－４５２１ 真岡市久下田１７９８

ＴＥＬ：０２８５-７４-５５８１ ＦＡＸ：０２８５-７４-５５８２

提供できる商品・サービス
●下請け作業等

部品組立、リユース作業を主とする

●農家への労力提供

畑の除草や野菜の収穫作業等

●パン、焼き菓子（クッキー、ラスク）製造

パン 食パン、菓子パン 約20種類

メロンパンは「なないろメロンパン」として自信作！

焼き菓子 クッキー10種類、ラスク3種類、洋風甘食

企業とコラボレーションしたオリジナルクッキー

結婚式や企業（各種団体）行事での祝菓等

注文（納期）：納期希望日の１週間前までに要予約（数によっては相談）

受注実績
●自動車部品関連

・エンジンキャップリユース作業 対応可能量（１日）：1,000個程度

・部品組立 対応可能量（１日）：2,000個程度

●ハンガー組立作業 対応可能量（１日）：1,000本程度

●いちご出荷用箱折り作業

【ユニバーサル農業の取り組み】 対応可能量（1日）200箱程度

作業単価：16円

●優先調達による受注作業

・県有地、市有地の除草作業 対応可能範囲（3日で約５００㎡）

●農家への労力提供
・稲作（田の土づくり～苗づくり～田植え～収穫）

・タマネギ栽培（苗植え～収穫～出荷準備）

・シイタケ栽培（菌床準備）に関連した作業等

※作業単価については各企業と相談して決めています。

1日の製造量 価格 期限

パン 100個 120～150円 製造日の翌日から2日間 （消費期限）

焼き菓子 50袋 100～130円 製造日より1か月 （賞味期限）

なないろメロンパン 30セット 500円 製造日の翌日から2日間（消費期限）

４



施設のＰＲ

地元企業やいちご農家からの請負作業や農場での施設外請負作業を行っています。

農業分野においては、作業環境や多岐にわたる作業工程が、障害のある方々に多彩な効果

を期待し今後も重視していきたいと考えます。

パンや焼き菓子の商品は一つひとつすべて手作りです。

一押しは『メロンパン』です。メロン・イチゴ・コーヒー・ココナッツ・さくさく・ゴマ・ココアの

定番と季節限定品を揃えています。

また、イベント時には、 『 なないろメロンパン! 』（7個入りのアソートセット）を販売し大

好評です。

参考 ：【 ハート二宮「なないろの宝石」】（メロンパンPR映像）

「YouTube（ハート二宮「なないろの宝石」）」

http://youtu.be/k2b2YIXRrAU

「ｆａｃｅｂｏｏｋ（ハート二宮）」

https://facebook.com/heart.ninomiya/

「ｆａｃｅｂｏｏｋ（All You Need is Melonpanハート二宮のなないろメロンパン物語）」

https://facebook.com/nanairo.melonpan/

「社会福祉法人飛山の里福祉会のホームページ」

http://tobiyama.org/

MAP

５

商品は「道の駅にのみや」
にて購入できます。

http://youtu.be/k2b2YIXRrAU
https://facebook.com/heart.ninomiya/
https://facebook.com/nanairo.melonpan/
http://tobiyama.org/


社会福祉法人こぶしの会

セルプ・みらい
〒３２１-４３６３ 真岡市亀山１０４３-２３

ＴＥＬ：０２８５-８１-１１５５ ＦＡＸ：０２８５-８１-１１７７

提供できる商品・サービス

●焼き菓子製造・販売

行政、真岡市内の高等学校、特別支援学校、各種関係機関及び団体から贈答用のギフト（焼菓

子詰め合わせ）をご提供させていただいております。 御予算、数量につきましてはご相談ください。

［通常販売の商品例］

○150円の商品

・各種クッキー（6枚入）バニラ・ココア・ココナッツ・ごま塩

・ブールドネージュ（10個入）

プレーン（砂糖）、ブラン（ココア）、フレーズ（イチゴ）、

ジョーヌ（きな粉）、 ヴェール（抹茶）、コロン（はと麦）

・マドレーヌ（2個入）、クラシックショコラ（2個入）

○300円の商品・・・チーズタルト

○630円の商品・・・真岡鐡道ＳＬサブレ（SL C-1266焼印入りサブレ）6枚入り

○その他、お菓子工房ピケ（Tel：0285-81-7091）にお問い合わせください。

●パン販売

同法人内で製造している各種パンの販売も行っております。定期・不定期問わずに販売させてい

ただける場所や、各イベント等での販売等の機会の提供をお願いします。

●下請け作業

箱折り、部品組み立て、郵送物の封入作業、除草作業、館内の清掃作業等の軽作業の労

力提供

受注実績

○軽作業

・ホテルの客室清掃補助（シーツ・カバー類の回収及び仕分け、ゴミの回収等）

・農家の除草作業やポット洗い

・仮設の観客席（スタンド）の座席シール貼り 等

○お菓子工房ピケ

・贈答用ギフト

・成人式ギフト（焼菓子詰め合わせ）

・各学校の卒業式ギフト（焼菓子詰め合わせ）

・オープンキャンパス用の焼菓子 等

６



施設のＰＲ

◆施設の特色◆

平成14年4月に、当時、益子養護学校に通う子供を持つお母さん方の“作業所を作りたい”とい

う運動の中で、法人4つ目の“知的障害者通所授産施設”として開所しました。仕出し弁当の製造

販売、下請の箱折作業やアルミ缶回収などの作業を中心に活動してきましたが、東日本大震災の

影響を受け、平成22年12月から「お菓子工房ピケ」を立ち上げ、焼き菓子の製造販売や再生した

牛乳パックを原料に小物作りにも力を入れ、現在に至ります。また、一般就労へのとりくみでは、

これまでにたくさんの利用者が卒業していきました。

働くことが生きる喜びに繋がり、人として豊かな発達が保障され、一人ではできないことも仲間

と力を合わせて働き、一人ひとりが輝ける施設づくりを目指しています。利用されている方の平均

年齢が３３歳と元気あふれるみらいです！

◆PR◆

お菓子工房ピケの主力商品は「ブール･ド･ネージュ」です。

フランス語で「白い雪玉」という意味で、卵を使用せずアーモンドを

たっぷり加え焼き上げ、粉糖をまぶして仕上げます。粉糖にしっかりま

ぶされたクッキーはサックリとした歯ざわりで、コクのあるナッツの風味

が口の中に広がり、ホロホロ溶けていきます。種類は全部で６種類あり、

色味もカラフルです。是非ご賞味ください。

MAP

ブール・ド・ネージュ

７



社会福祉法人こぶしの会

県東ライフサポートセンター・真岡
〒３２１-４３０５ 真岡市荒町３-９-５

ＴＥＬ：０２８５-８３-２５６７ ＦＡＸ：０２８５-８５-８０５５

提供できる商品・サービス
●下請け作業

組立作業、検品作業、軽作業

手先の器用さが求められる作業も行っています☆

●販売業務

『アトリエ・ド・パン シュシュ』の各種パン、

『お菓子工房ピケ』の焼き菓子等の販売。

～販売させていただける場所・機会の提供をお願いいたします～

●労務提供

数名の利用者と職員で企業・農家等に訪問し、作業をさせていただきます。

短期間でも、曜日限定でも、不定期でも、まずはご相談ください。

受注実績
●下請け作業

プラスチック、ビニール製品等の組み立て作業・傷汚れ等の確認作業

自動車の金属部品のバリ取り

郵便物の封入・封かん・ラベル貼り・文書仕分け

商品等の袋詰め・箱折・梱包

商品パッケージのリボン結び

●販売業務（パン・焼き菓子）

販売場所・・・会社の休憩室・老人施設や保育園の廊下・イベント等。

事前注文での配達（基本的には真岡市内）も承ります。

●配達業務

一部地域（荒町３丁目）の文書仕分け、自転車による配達

●労務提供

工場内における簡単なライン作業（袋詰め、印字作業等）、簡易な清掃

倉庫内でのダンボール解体

リサイクル品（ペットボトル・空き缶）の選別

８

パン、クッキーはいかがですか？



施設のＰＲ

真岡市のほぼ中央部にある県東ライフサポートセンター・真岡。

真岡鐵道・北真岡駅から徒歩約１０分。バス停も目の前で、

近隣にはコンビニ、スーパーも複数という便利な場所にある、

小さな作業所です。

コツコツ地道にがんばる方、体を動かすのが好きな方、

手先の器用な方、経験豊富な方、いるだけで癒しになる方…。

多彩な個性を持ったメンバーが、それぞれの得意分野、

長所を生かして様々な作業をこなしています。

また、一般就労を目指す方も多く、毎年一般企業への就職者を出しています。

家庭的な雰囲気でメンバーさんと職員の距離は近く、

チームワークはどこにも負けない自信があります！

MAP

地域で配達しています

食品工場内での作業
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真岡市社会福祉協議会

真岡さくら作業所
〒321-4413 真岡市下大田和549
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０２８５-８２-３７２５

提供できる商品・サービス

●染色製品

手ぬぐい …260円

手さげ（二重)…760円

巾着 … 500円

カブリーナ…500円

コースター（大）170円（１５ｃｍ×１５ｃｍ）

（中）140円（13cm×13cm）

（小）110円（9cm×９ｃｍ）

●下請け作業

●その他、利用者と一緒に行う「出張染色体験」も実施しております。

受注実績

●下請け作業

・自動車部品加工

プラスチックの型にワッシャー（ゴム）を入れる作業。

対応可能量（１日）：ワッシャー入れ 20,000～25,000個

・箱の組立作業

箱のふたと身・仕切りの部分をそれぞれ組み立てて身の中の仕切りをセットし、段ボールの

箱に梱包する。

対応可能量（１日）：200個程度

10



施設のＰＲ

MAP

真岡さくら作業所
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▲さらしをたたみ、模様付けします。たたみ方によって、模様が変わります。

染 色 工 程

> >

> アイロンをかけたら
出来上がり！

▲輪ゴムと割り箸をはずします。

真岡さくら作業所と地域活動支援センターでは、利用者の社会参加と工賃の向上を目的とし、染色事業
（出張染色体験）を行っています。親子でいっしょに！記念品に！グループでおそろい手ぬぐいに！
興味のある方は、お気軽にお電話ください。
〈お問い合わせは、真岡さくら作業所と地域活動支援センターまで 受付時間８:３０～１７:００〉
模様付け体験は、約４０分でできます。（※その後、こちらで染色するので仕上がりは後日になります）

販売場所
ＳＬキューロク館

TEL８３－９６００
観光物産館

TEL ８２－７２０５



特定非営利活動法人手仕事工房そら

そらまめ食堂
〒321-4325 真岡市田町2560-4

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０２８５-８２-５５５０

提供できる商品・サービス
●仕出し弁当

・対応可能量（１日）50個程度

種類 からあげ、オムライス、ハンバーグなど応相談。

10個以上のご注文は３日前までに要予約。

●お食事会、茶話会のご予約

・お食事は1,000円から

・スイーツは650円から承ります。

（貸し切りは15名以上）

営業時間 ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００（平日）

ＡＭ１１：００～ＰＭ７：００（土曜日）

日曜・祝日 休み

メニュー
〈お食事〉各８００円

親子丼セット

豚キムチ丼セット

カレーセット

うどんセット

おこさまランチ（５００円）

おねえさんランチ

月替わり定食

〈スイーツ〉

クレープ各種４００円

クリームあんみつ４００円

パフェ各種４００円

ソフトクリーム２５０円

〈ドリンク〉各３５０円

コーヒー（sowa cofeの豆使用。ご注文を受けて

から挽きます）

紅茶（烏山製茶工場の和紅茶）

チャイラテ

ゆず茶・ゆずソーダ

真岡産パッションフルーツジュース

自家製新生姜のジンジャーエール

（4月～10月限定）

水出しアイスコーヒー

（主に春～秋ですが気まぐれで冬もやります）

＊ほとんどがお持ち帰りできますのでご相談ください

お座敷もあります

12



施設のＰＲ

当店実力主義です。障害も個性だと思っておりますので、それぞれの強みを生かし得意分野開

拓に余念がありません。職員もうかうかしていられません（汗）

お客様はＪＫ（女子高生）から日赤病院の患者さんやドクターまで年齢、職業の幅がかなりがありま

すが、リピーター率が高いのが自慢です。お子様に優しいお店です（キッズコーナー完備です）。

県内の事業所やアマチュア作家さん、プロの陶芸家などが作られた雑貨を販売するコーナー

もあります（こちらも実力主義ですからクオリティの高いものしか置きません）…なんて偉そうなん

だ！！

お弁当の配達は芳賀日赤病院・県東健康福祉センター・市役所ぐらいの地域で５～１０個ぐらい

の数でしたら当日のご注文でも配達いたします。

MAP

お持ち帰りおねえさん

この意味深なネーミングで当店の格が一気に下がってしまわぬうちに説明しま

す。ご来店頂いた方はご存知かもしれませんが店内MENUに「おこさまランチ」

があります。そしてそれを食べたくて仕方ない大人のために作った「おねえさん

ランチ」というのもあります。そうです、そのおねえさんランチを持ち帰れるようにし

たのが「お持ち帰りおねえさん」です。

中身はオムライス・コロッケ・ナポリタン・生野菜…がちょっとずつ入っています。

豚キムチ丼

たかが普通の豚こま肉がなぜこんなに美味なのか

と作っている本人も驚愕の豚キムチ丼。実は真岡女

子高校のJKにオーダー率NO１のMENUです。色気

より食い気に走りたいあなたにおすすめ！
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就労継続支援Ａ型 放課後等デイサービス

わらくや わらくやJr.ドリーム

〒３２１－４４１５ 真岡市下籠谷２５９３－４

TEL：０２８５-８１-６０３０ FAX：０２８５-８１-６０３１

提供できる商品・サービス
●こんにゃくショコラ 4個入り1,080円 6個入り1,296円

●レーザーカット作業（完成品）

参考例：あぶらとり紙1セット300円～ グラス1個2,000円～

●農業（養鶏場 農園作業）卵200円～ 季節の野菜200円～

●除草作業 1回2時間6,000円～

●メガネ事業（メガネ販売、加工、調整）販売20,000円～

●ガラス事業（ガラス取替、組立）修繕9,000円～

●ロゴ デザイン制作 1件10.000円～

受注及びお取引実績

●デザイン等 足利銀行様 栃木銀行様 あしかがフラワーパーク様 真岡市様など

●レーザーカット 栃木銀行様 あしかがフラワーパーク様 真岡市様 ＫＭＣ様など

●チョコ 卵 野菜などは事業所にて随時販売しております。

●メガネ販売及びガラス修繕については、各出張にてご対応しております。

●除草作業は行政様を始め、企業様や個人様からご依頼いただいております。

デザイン実績



施設のＰＲ

MAP

わらくや

（就A）
わらくやは誰もが持つ隠れた個性を覚醒させる触媒となり、
個性が生み出す利益を通して、豊かな暮らしの創造と
福祉の増進に貢献します。私たちは今までにない画期的な
事業創造を通して、福祉に関わる全ての人々が豊かに
生きがいを持てる社会を創造します。
福祉に真剣に取り組み、障がいのある皆さんが
「働く」ことを通して自立への道を歩む。その支援を
行うために、各分野の企業との信頼関係を築いています。
現在、新しい取り組みとして「WARKE」ブランドを
開発、百貨店での取り扱いも予定しています。
このプロジェクトにも利用者さんの力が活きています。

（放デイ）
どんな小さなことでも「続ける」ことが大切と感じ
てます。その結果、できなかったことができるよう
になれば、それが自信になり生きる喜びになります。
得意なこと、好きなこと、できることを一緒にみつ
けていきます。子供たちの性格や特性を理解し、障
がいの軽重に関わらず夢を見出し、個々のレベルや
成長に合わせた自立を目指しています。

あなたの夢が わたしたちの目標です

15



株式会社サシノベルテ

SBワークス真岡
〒３２１-４３41 真岡市高勢町1-171

ＴＥＬ：０２８５-８１-7000 ＦＡＸ：０２８５-８１-7001

提供できる商品・サービス

●下請け作業

部品組立作業や検品作業などどのような作業でも工程に分け、

ラインで流れ作業を行います。

●清掃作業

マニュアルに沿って清掃を行います。

清掃のみだけでなく、ワックス掛けも行います。

●企業での作業

職員と数名の利用者の方と出向し、工場で簡単な

作業やお店のベックヤードや品出しを行います。

受注実績

●下請け作業

①ダンボール部品組立作業（電気製品関係） 対応量：５００～８００個／１日完成数

（大きさや種類にもよります）

・ダンボールを組立てし、のり付けを行います

②樹脂製品 検品作業（化粧品関係） 対応量：３００～１０００個／１日検品数

（大きさや種類にもよります）

・ＬＥＤライトを使用し、細かいキズやバリなどをチェックします

③紙製品 箱折作業（食品関係） 対応量：３００～７００個／１日完成数

（大きさや種類にもよります）

・箱のフタや身や仕切りなどを手で丁寧に折り、組立てを行います

●施設外就労 清掃作業（銀行関係） 対応日：３回（月・水・金）／１週間

・ほうきや雑巾掛けやはたきなどで清掃をします

また、年に数回ワックス掛けも行います

16



施設のＰＲ

平成２９年６月に開所したばかりのきれいなＢ型事業所です。幅広い年代の方が毎日通所され、

企業よりいただきましたお仕事に取り組んでます。お仕事や作業については明るい女性スタッフが

丁寧にお教えしますので、働くことに不安な方でも安心して始めていくことができます。事業所の

裏には畑もありますので、農作業を経験していただけます。

〇作業内容

さまざまな段ボール製品の組立作業

・委託作業 箱の組立作業

樹脂製品の検品作業

・施設の庭で農作業

・施設外就労 企業での清掃作業

○レクリエーション

放課後等デイサービス「こどもサークル」と合同で運動会やクリスマス会など、季節の行事を

児童たちと交流し、楽しんでいます。

○施設のＰＲ

全ての人が目的をもって活動に取り組み、達成感を感じていただけるような施設作りに取り組ん

でいます。また、作業や日中活動において小さな目標からステップアップし、自立や一般就労を

目指しております。

MAP
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社会福祉法人益子のぞみの里福祉会

美里学園
〒321-4104 益子町大沢2800-5

ＴＥＬ：０２８５-７２-８４８３ ＦＡＸ：０２８５-７２-９２８２

提供できる商品・サービス

●下請け作業

●リサイクル作業

・空き缶の選別作業（アルミ、スチール、金属など）

・ペットボトルの回収

・外部出向の場合は機械を使用してプレス作業を行う。

●環境整備

・庭や畑の除草作業 ・植木等の剪定作業

●手すきはがき製作

・牛乳パックを再利用し、はがきやポチ袋、しおりなどの和紙製品の作製

●さをり製品・刺し子布巾など手工芸品の製作

・さをり織りのバックやストールなど色鮮やかな製品の製作

受注実績

●下請け作業

・蛍光灯部品組立作業

金具入れ 左右の向きをそろえて所定の箇所にはめる。左右１ヶ。計２ヶ。

ゴム入れ あらかじめオイルに絡ませたゴムの部品を専用のピンセットを使用し入れる。

検品作業 不備がないか確認し、個数に注意し箱詰めを行う。

※検品については支援員と行う。

・自動車部品組立作業

小さなプラスチック部品にワッシャーを入れる。

※ワッシャーが規定通りに入っているか支援員が検品を行う。

●リサイクル作業・環境整備・畑の管理

個人、企業、事業所への資源回収を随時行っています。

個人宅、地域自治会からの依頼による除草作業を行っています。

畑周辺の除草作業、追肥作業を行っています。
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施設のＰＲ

●現在は、リサイクル作業、下請け作業を主流に行っています。

資源回収は定期的に行えます。

●環境整備、畑の管理、除草など個人様からのご依頼をお受けいたします。

ご自宅の庭や畑の除草や植木の剪定、大掃除などは、作業時間や従事者の人数に応じて

料金の提示をさせていただきます。

●コツコツと集中力があり下請け作業に従事する方、体力に自信あり！職員と環境整備

に従事する方、皆さん仲間と協力し、仕事に励んでいます。

迅速・丁寧にお仕事します！

リサイクル作業

プラスティック製品組み立て

手工芸品づくり

MAP
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益子まちづくり株式会社

友 愛 作 業 所
〒321-4212 益子町上大羽709

ＴＥＬ：０２８５-８１-８０８６ FAX：０２８５-８１-８０９６

受注実績（一部）

●下請け作業

・案内状の宛名シール貼り作業

葉書の案内状へ宛名のシールを決められた位置に貼る作業 1,000枚／日

・段ボール作業

仕切組（所定の位置に縦横の仕切りを組む作業）100～1,000組／日

ボンド貼り（段ボールを重ね合わせ、ボンドで貼る作業）100～1,000組／日（品種による）

●薪製造業者への労力提供

・割った薪の小車による運搬及び積み上げ作業

●県・町関連イベントのノベルティ制作：缶バッジ・キーホルダー

●その他多数

提供できる商品・サービス

●益子友愛洋菓子店：各種焼き菓子の製造・販売

注文はお渡し日の２日前まで

ギフト・セット販売も可

大量注文については数と納期によりご相談ください。

注文はお渡し日の２日前まで

（大量注文については数と納期によりご相談ください。）

対応可能量（1日の製造量）パン200個程度

○こぶたのぱんや：各種パンの製造・販売

チーズケーキ
ガトーショコラ
シフォンケーキ
クッキー
ラスク他

メロンパン
菓子パン
惣菜パン
食パン他

●下請け作業・労力の提供

●缶バッジ・キーホルダー・マグネットのオーダーメイド制作

●シルクスクリーンプリント（T-シャツ、バッグ）

●アルミ・古紙（資源物）の回収（益子町内）

●手芸品制作：益子焼・手すき紙・さをり織り

パウンドケーキ
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施設のＰＲ

MAP

パンとお菓子・手芸品の取扱店

・道の駅ましこ

＊道の駅ましこへの納品のほか陶器市や益子町内のイベントへ出店しています。

作業所ではパン・お菓子の直売もしております。（要TEL）

見学も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

＊わたしたち友愛作業所は、大羽の大自然の中にあります。

焼き菓子・パンの製造部門と、下請け作業・手芸品制作のファクトリー部門

益子町内の資源物回収（リサイクル）部門、農業部門があり、

地域に密着した活動で、利用者さんの社会参加・工賃向上を積極的に支援しています。

21
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社会福祉法人同愛会

光輝舎
〒321-4105 益子町北中1113-1

ＴＥＬ：０２８５-７０-２０２０ ＦＡＸ：０２８５-７2-8222

提供できる商品・サービス
●名刺製作

・デザインの選定、印刷、箱詰め １日500枚程度

●タンブラー

・デザインの選定、台紙の印刷・カット、箱詰め 1日20個程度

●クリップ、ポプリ、アクセサリー、はし等

・作業工程に基づき数日間かけて作製 １日各10個ずつ

受注実績
●名刺

25件以上（通算）
●タンブラー
通算400個以上（通算）

●クリップ、ポプリ、ビーズアクセサリー等
障害者文化祭や地域のイベント、地元社協、
パン屋さんのカフェ ハニービー（法人運営のカフェ）で販売

商品の一例です

名刺
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施設のＰＲ

・益子町社会福祉協議会、パン屋さんのカフェ ハニービー（大田原市）でも販売しております

ので、お立ち寄りの際は是非ご覧ください。

・詳細については、光輝舎までお気軽にお問い合わせください。

MAP
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株式会社モード・ライラック

益子マインド
〒３２１-４２１３ 益子町山本７０２-２

ＴＥＬ：０２８５-８１-５８３１ ＦＡＸ：０２８５-８１-５８３２

提供できる商品・サービス

●野菜・果物の移動販売

・季節ごとの野菜・果物を日に２台～４台の車で

移動販売しています。

益子町内、宇都宮市内、真岡や市貝など

・注文も可能

＊１個～１箱など対応できます。

●惣菜製造・販売

・いなり、焼きそば、炊き込みご飯、赤飯、ぼたもち 他

・ポテトサラダ、マカロニサラダ、きんぴらごぼう、春雨サラダ 他

＊単価 ５０～１５０円

事業の内容

・就労移行支援

・就労継続支援Ｂ型

・放課後等デイサービス

・日中一時支援

移動販売の様子
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施設のＰＲ

ＮＨＫで紹介されました

栃木県益子町にある障害者就労支援施設「益子マインド」では、使われなくなった小学校の校舎を借りて、９年前

から「利用者の精神面の成長」「地域への貢献」を柱に移動販売を続けている。この取り組みについて代表者の坂

本士郎さんは「障害者が支援をいただくだけではなくて、何か地域にお役にたてることはないかと思って始めた。外

へ出て成長してもらいたいという思いでやっています」と話した。「益子マインド」の移動販売は宇都宮市をはじめ県

内各所で行われ、距離的な問題などで買い物に行くのが難しい、いわゆる”買い物難民”のお客さんの日常生活

に大いに貢献している。

「益子マインド」で働く野崎大貴さんは、以前は積極的に人とかかわろうとせず笑顔を見せることもあまりなかった

が、移動販売のスタッフとして外で働き出してからはその表情にも変化が出てきた。見ず知らずの人と会話すること

で人と接することにも馴れ、「美味しいといってもらえると嬉しい」と話すなど仕事にもやりがいを見出している。また

移動販売を通して、計算に感じていた苦手意識も解消され、毎日のお金の集計をまかされているうちにいつの間

にか施設でいちばん計算の早いスタッフにもなった。現在では移動販売になくてはならない存在だ。大貴さんの

母・宗子さんは息子のめざましい成長ぶりについて「人との関わりの中で社交的というかいろいろしゃべる。自信が

ついたというのもある。とても明るくなってきました」と喜んだ。益子マインドの坂本代表は「小さくてもいいからお役に

立つと、その人の存在意義があるということになりますかね。そういうような形になればいい」と、移動販売を続ける

理由を明かした。

MAP

写真
下野新聞より
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特定非営利活動法人手仕事工房そら

そらいろカフェ
〒321-4225 益子町長堤545-1

ＴＥＬ：０２８５-８１-７７０６ ＦＡＸ：０２８５-８１-７７１８

提供できる商品・サービス

●仕出し弁当
・対応可能量（１日）50個程度
内容については相談に応じます。

●お食事会（ランチ）ご予約承ります

●スイーツ
シフォンケーキ、ガトーショコラ、ブラウニー
そらダーマ、チャンククッキー、ココナッツクッキー
ちんすこう

営業時間 ＡＭ１１：００～ＰＭ３：００（月曜日～土曜日）
日曜・祝日 休み

メニュー

●ランチセット

・おからメンチカツとパリパリ焼きのセット

・ハンバーグとグラタンのセット

・カレーとイモフライのセット

＊いずれも自家製パンか雑穀米、スープ、サラダ、小鉢、飲み物付きで８００円（税込）

・季節限定ランチ（例 夏は冷やしうどん、冬は焼きカレーなど）

スープ、サラダ、小鉢、飲み物付きで８００円（税込み）

・自家製パンのハンバーガーセット

・自家製パンのグラタンバーガーセット

スープ、サラダ、小鉢、飲み物付きで８００円（税込）

＊それぞれタイクアウトできます。

26



施設のＰＲ

２０１０年の秋、「障害を持っていても地域で暮らし、働きたい」という、人としてごく普通の願い

を実現をするために、９人の仲間とその家族やスタッフが集まり「手仕事工房そら」は産声をあげ

ま

した。名前の通り自らの手を駆使して物作りに励むことを信条とし、多様な表情を奏でる「そら」の

雄大さに気持ちを重ねて頑張っているところです。

２０１１年の春に県の指定事業所となり、その年の秋に「そらまめ食堂」（真岡市）がオープン、そ

して２０１４年９月より「そらいろカフェ」（益子町長堤）が加わりました。

自家栽培の野菜を使ったメニューやスイーツ、自家焙煎されたコーヒーなど、また手作りの雑

貨、ＥＭ石鹸、さおり織等々の展示販売もあります。

地域の方はもちろん、いろいろな方がホッと一息できる癒しの空間となるよう、スタッフ一同心

を込めて頑張っていますので、ぜひお越しください。お待ちしております。

MAP
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就労継続支援Ａ型事業所

株式会社 アグリ益子
〒３２１‐４２２５ 益子町長堤２１５番地
ＴＥＬ／ＦＡＸ：０２８５-７０-６５５７

提供できる商品・サービス

★しょうがの栽培・出荷

耕作面積を随時拡大中

★野菜の栽培・出荷

にんにく、らっきょうなど

★資源物のリサイクル事業

缶、ペットボトル、資源ゴミの回収・分別

★発泡スチロールリサイクル事業

発泡スチロールの回収、減容、インゴット出荷

◆営業時間 月曜日～金曜日 ８：００～１７：００

～販売取引先～

・野菜

㈲大垣食品さん

・資源

㈲エコ益子さん

27



施設のＰＲ

私たちの会社は、農業とリサイクル事業を行っています。

お取引いただいている企業様に、福祉事業所だからお付き合いしている、ではなく、

「ビジネスパートナーです」と言っていただけるよう気持ちを込めて頑張っています。

◎しょうが◎

◎らっきょう◎

（日光たまり漬けになります！）

◎環境にやさしいリサイクル◎

～資源回収にご協力いただいている事業所さま～

㈱TOKAI様、㈱飛勘水産様

㈱環境システム様、スーパーモガキ様、スーパーオオネタ様

スーパーかたぎり様、栃木銀行様、田辺工業様

あさのフルーツ様、全日食久米店様

チャレンジセンター様、海鮮居酒屋きくや様

スーパーハセガワ様、白川酒店様 他

回収依頼随時受け付け中です！

MAP
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特定非営利活動法人

ふるさと益子
〒321-4217 益子町益子804

ＴＥＬ：0285-81-3501 ＦＡＸ：0285-81-3501

提供できる商品・サービス

●レストラン事業（ランチ）

●仕出し弁当 （400円～500円）内容数量については相談に応じます。

●餃子（500円～600円）、ポテトフライ（300円）、焼きそば（350円）の製造販売

道の駅ましこで購入できます。

営業時間 10：00～14：00 定休日（日曜祝祭日）

受注実績

益子町役場、ＪＡはが野本所、ＪＡはが野益子支所、真岡消防署益子分署、地区の祭り事務局、
道の駅ましこ
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施設のＰＲ

益子町での一番小さな一番新しい施設です。開設して二周年を迎えます。7人の友達が通

所しております。皆仲良く日々仕事をこなしております。最近では真岡新聞が当事業所のい

ちご餃子を取り上げていただき、記事となりました。道の駅ましこで、やきそば、餃子、ポ

テトフライを販売しております。仲間の皆もそれぞれ担当に分かれ、調理のほうも大変上手

になってきました。それぞれ、自分の得意分野があり楽しく作業しております。

MAP

ふるさと益子
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茂木町社会福祉協議会

ともだち作業所
〒321-3531 茂木町茂木１０４３-１

ＴＥＬ：０２８５-６３-４７７０ ＦＡＸ：0285-81-3331

提供できる商品・サービス

◇下請け作業 丁寧に仕上げることを第一に作業に取り組んでいます。

◇リサイクル作業 アルミ缶の回収、プレス ご連絡を頂ければ回収に伺います。

◇農作業 旬の作物栽培、販売(エゴマ、じゃがいも、里芋、きゅうり、さつまいもなど）様々な

農作業依頼に対応しますのでご相談下さい。

◇手作り品

道の駅もてぎ様、いい里さかがわ館様、YAHOO!ショッピングサイト、当施設ホームページで

絶賛発売中です！また、当施設内商品ブースでも販売しておりますので、ぜひお越しください。

受注実績

●下請け作業 ・樹脂成型部品のもぎり作業 ・化粧品ボトルのノズルセット

・本カバー貼り ・菓子類の箱折り作業 ・モーターコイル巻 など

●リサイクル作業 ・町内行政区様、事業所様、個人様宅に伺い回収しています。

●農作業 ・農家様より依頼された内容 （作物の植え付け・収穫、除草、落ち葉収集 など）

・当施設栽培の作物納品 （学校給食センター様、保育園様、道の駅もてぎ様 など）

●手作り品 ・事業所様オリジナルプリントジャンパー制作

・クリスマスイベントなどでの受注

32

製 品 価 格 紹 介

そば殻枕 ７５０円

茂木のそば殻１００％を使用しています。
大枕 ２，０００円

親枕 １，５００円

小枕 ７００円

お手玉（５個入り） ３５０円 数珠玉のごみを丁寧に取りました。

手すきはがき ２００円 牛乳パックを細かく切り、すきました。

コースター（５枚入り） ３５０円 リバーシブルでお楽しみいただけます。

手作りローソク ５００円 季節に応じた商品を作っています。

プリント製品トートバッグ
４５０円～（素材・
個数により変動）

Ｔシャツ、ジャンパーなどへのプリントも
受け付けています。

茂木産のコシヒカリ ４００円 茂木産米１００％です。



施設のＰＲ

当施設は、「多機能型事業所」として就労支援Ｂ型・生活介護を行っています。

作業や集団生活を通じて、生きがいのある生活を経験し、自立した日常生活が送れることを目指

し、また利用者さんそれぞれの得意分野で活躍してもらっています。

利用者さんが茂木町で生活し続けるための相談、支援も行っています。

MAP

33



社会福祉法人こぶしの会

けやき作業所
〒３２１-３３０４ 芳賀町祖母井２２４４番地

ＴＥＬ：０２８-６８７-１０４０ ＦＡＸ：０２８-６７７-５７８９

提供できる商品・サービス

●パン事業

・パンの種類 菓子パン、総菜パン、サンドイッチ、食パン等 約３５種類

・食パン、コッペパン、くるみパン、レーズンパンを使用したラスクの製造販売

・パンの特徴 生地から手作りしており、添加物をほとんど使用しておりません。

・価格 140円～320円

●物資販売 夏・冬の年２回のカタログ販売を行っています。

受注実績

●パン事業

・芳賀や宇都宮地区内での委託販売、移動販売を行っています。

道の駅（はが、サシバの里）、たいらや芳賀店、町役場、益子芳星高校、地域学童

保育所・幼稚園等、地域協力企業内 他

・地域のイベントにも積極的に参加しています。

芳賀町民祭、生涯学習まつり 他
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施設のＰＲ

地域に開かれた施設運営を目指し、仕事を通しながら地域のなかで活動を展開してまいります。

芳賀郡でのイベントにはたくさん出店していますので、お気軽に声をかけてください。

また、施設見学も随時受け付けております。

まずはお気軽にお電話ください。

MAP
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社会福祉法人こぶしの会

第2けやき作業所
〒３２１-３３０４ 芳賀町祖母井１７０４-８

ＴＥＬ：０２８-６８９-８３０１ ＦＡＸ：０２８-６８９-８３０２

提供できる商品・サービス

●下請け作業（軽作業全般）

●配達業務

・文書の仕分け、配達（自転車）

・お中元お歳暮の配達（自動車）

●手打ちそば「おらがそば茶屋」 （ 芳賀町西水沼438-2 TEL：028-680-5091 ）

もりそば、かけそば５００円～

営業時間 １１：００～１４：００ 定休日 土・日曜日

（土・日曜日以外の祝日は営業）

＊お食事会等でご相談承ります。

受注実績

●下請け作業

・プラスチック部品の切り離し、バリ取り、組立、検品

・化粧箱の組立、検品

・紙製品の袋詰め、検品

もりそば 海老天そば 茶屋御膳
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施設のＰＲ

下請け作業は丁寧な仕事を心がけています。

ニッパーやカッターを使った仕上げ作業には

自信があります。

また、店舗「おらがそば茶屋」にておいしい

お蕎麦を提供しております。

お食事会・宴会もご予算に応じて承っております。

ぜひご来店ください。

MAP

MAP（おらがそば茶屋）

第２けやき作業所
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ヘイコーパック株式会社

社員数 168名 代表取締役 鈴木健夫

提供できる商品・サービス
■下記商品を取扱っております。

当社への発注をご検討ください。

◇紙袋（Ｐｅｐｅｒ ｂａｇ）

手提袋・角底袋・平袋

◇包装紙（Ｗｒａｐｐｉｎｇ ｐａｐｅｒ）

一般包装紙 ギフト包装紙

◇リボン

◇文具・機器

コピー用紙・ＯＡ用紙・伝票・ファイリング用品

事務用紙製品・筆記用具・事務用品・学童用品

◇箱・衣料関連

ギフトボックス・クリスタルボックス・パッキン

◇化成品

クリスタルパック・各種ポリ袋・ゴミ袋

◇食品関連

容器・テーブル用品・包材・衛生、清掃用品

◇花・農業資材

ラッピングロール・ラッピングペーパー・野菜包材・結束テープ

◇紐・梱包資材

ＰＰ紐・平テープ・荷造り紐・緩衝材・ＰＰバンド

◇粘着テープ

セロテープ・クラフトテープ・布テープ・養生テープ・ＰＰテープ

◇ＰＯＰ・店舗用品

カード・シール・イベント用品

◇典礼用品

のし袋・多当・ブライダル用品

◇紙袋・化成品・シルク・箔押し

受注実績

芳賀地区公共機関等でご利用いただいております。

本社工場
〒321-3304 芳賀町祖母井1702-1
TEL：028-677-0214
FAX:028-677-3628

市貝工場
〒321-3424 市貝町大字上根1241-1
TEL：0285-81-3761
FAX:0285-81-3762

《商品の一例》
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会社のＰＲ

東京都台東区本店の包装用品、店舗用品の総合商社、株式会社シモジマ（東証1部上場）の紙

製品部門の製造を請負うグループ最大の工場として主に、紙袋、包装紙等の製造を行う。近年、

品質向上や多品種小ロット生産に力を入れ付加価値の高い商品作りを目指す一方、協調性を重

んじ、穏やかで明るい社風を目指し、社員教育・環境整備に力を入れている。

障害者雇用について

社員数１６８名の内、３８名のしょうがい者が活躍中

平成25年度障害者雇用優良事業所 厚生労働大臣表彰受賞

MAP

市貝工場
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ハート二宮 組立、検品 0285-74-5581

セルプ・みらい 組立、検品 0285-81-1155

県東ライフサポートセンター・真岡 組立、検品 0285-8３-2567

さくら作業所 組立、検品 0285-82-3725

ＳＢワークｽ真岡 組立、検品 0285-81-7000

美里学園 組立、検品 0285-72-8483

友愛作業所 組立、検品、宛名シール貼り 0285-81-8086

ともだち作業所 組立、検品 0285-63-4770

第２けやき作業所 組立、検品 028-689-８301

受注作業

商品・サービス別一覧表

ハート二宮 パン、焼き菓子（ラスク、クッキー） 0285-74-5581

セルプ・みらい 焼き菓子（クッキー、ラスク、ＳＬサブレ） 0285-81-1155

そらまめ食堂 弁当（からあげ、オムライス、ハンバーグなど） 0285-82-5550

友愛作業所 パン、焼き菓子（クッキー、ラスク、ケーキ類） 0285-81-8086

益子マインド 弁当、惣菜（いなり、焼きそば、サラダ類） 0285-81-5831

手仕事工房そら 弁当 0285-81-7706

ふるさと益子 弁当 0285-81-3501

けやき作業所 パン、惣菜（丼もの、パスタ、からあげなど） 028-687-1040

食品

さくら作業所 染色てぬぐい、手さげ、巾着、カブリーナなど 0285-82-3725

美里学園 手すきはがき、さをり製品など 0285-72-8483

友愛作業所 Ｔシャツプリント、トートバッグ 0285-81-8086

光輝舎 名刺注文作成、タンブラー、クリップなど 0285-70-2020

ともだち作業所 まくら、ろうそく、手すきはがき、お手玉など 0285-63-4770

手工芸
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わらくや 野菜、卵 など 0285-81-6030

益子マインド 季節ごとの野菜、果物の移動販売 0285-81-5831

アグリ益子 しょうが、にんにく、らっきょう など 0285-70-6557

ともだち作業所 茂木産コシヒカリ、野菜 など 0285-63-4770

農産物

そらまめ食堂 セットメニュー各種、ドリンク各種 0285-82-5550

そらいろカフェ セットメニュー各種、ドリンク各種 0285-81-7706

ふるさと益子 ランチメニュー 0285-81-3501

おらがそば茶屋 手打ちそば各種 028-680-5091

食事（店舗）

セルプ・みらい アルミ缶回収 0285-81-1155

美里学園 空き缶回収・分別、ペットボトルラベルはがし 0285-72-8483

友愛作業所 アルミ缶回収 0285-81-8086

アグリ益子
缶、ペットボトル、資源ゴミの回収・分別
発砲スチロールリサイクル事業

0285-70-6557

リサイクル

ハート二宮 農作業 0285-74-5581

県東ライフサポートセンター・真岡 販売、配達、企業内作業 0285-8３-2567

美里学園 除草、剪定作業 0285-72-8483

友愛作業所 運搬等 0285-81-8086

第２けやき作業所 配達 028-689-8301

労力提供

ヘイコーパック株式会社 紙袋、梱包資材等 028-677-0214

紙製品
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（優先調達推進法対象企業）


