
青森地域

青森コロニーソレイユ

セルプステーション
青森

就労サポートセンター
さつき

指定就労移行支援
のれそれ

アクセスジョブ青森

就労移行支援事業所
C-ROAD

就労移行支援事業所
YBS-A01

就労移行A-Run

私たち就労支援機関は、障がいのある方の
仕事を通じた社会参加を応援しています！
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青森障害者就業・生活支援センターすこやか

厚生労働省・青森県委託事業

青森障害者就業・
生活支援センターすこやか

でコーディネート・調整

就職から雇用継続に
向けた支援

就職
のための支援

職業準備性向上
のための支援

職業に関する方向付け
のための支援

就業・生活支援センターすこやか；訪問、就業相談、生活助言

職場定着支援；職場適応指導

職業センター；ジョブコーチ

企 業 ；委託訓練、トライアル雇用

ハローワーク；職業紹介

職業センター；職業訓練（仕上げ）

就労移行支援；OJT、職業前訓練、実習

就労移行支援；フォローアップ職場適応指導

就労移行支援；OJT、職業訓練、実習

職業センター；職業評価

職業センター；職業相談、職業カウンセリング

就労移行支援；就職希望、個別支援計画

ハローワーク；ジョブガイダンス

就職をお考えの求職者、保護者、関係者の皆様は、
お気軽にお問い合わせください。

ホームページからの問合せも可能です。

https://sukoyakacenter.com/
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※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構作就業支援ハンドブックより引用一部改変

職業センター；
リワーク支援

就職定着・雇用継続
のための支援

転職・復職
再チャレンジ
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青森地域

1
青森コロニーソレイユ
開設：2006年（平成18年）10月
定員：10名

青森市幸畑字谷脇214-7
017-738-5032
center@colony.or.jp
http://aomoricolony.com/

訓練時間

9:00～17:00（月～金曜）
※送迎利用の方は10:00～15:00
9:00～12:00（土曜）
※出勤は当協会カレンダーによ
る
送迎：あり

①クリーニング（洗い、タオ
ル・寝巻類のたたみ、アイロ
ン、プレス機械類、取次店受
付補助等）

②洋裁（修理、直し、裾上げ
等）

③印刷（軽作業、箱組立て、丁
合、封入等）

④ＩＴ訓練、基礎学習（訓練作
業との組合せで行います）

⑤接客販売（施設内売店ミモ
ザ）

⑥清掃作業（事業所内）

豊富な訓練内容があり、IT訓練
ではパソコン操作、技能が習得
できます。一般就労を目指し情
報提供・ビジネスマナー・履歴
書作成・障害者面接会参加等を
支援しており、工賃の支給もあ
ります。毎月の外出やレクリ
エーションでメリハリのある作
業環境を準備しております。
見学や体験利用、その他相談等
がありましたら、いつでも受付
しております。

訓練内容

事業所より

就職実績(事業所開設以降)

10法人 10事業所 11名

HPは
こちら

2
セルプステーション青森
開設：2006年（平成18年）10月
定員：15名

青森市幸畑字松元78
017-738-4201
ssaomori@colony.or.jp
http://aomoricolony.com/

訓練時間

9:00～17:00（月～金曜）
※送迎利用者は送迎時間による
9:00～12:00（土曜）
※出勤は当協会カレンダーによ
る
送迎：あり

印刷物を製作する工程のすべて
を訓練科目としていす。また、
軽作業として菓子箱組み立て、
箱の検品作業など軽度の作業も
通年で実施していますので、見
学や利用に関する相談など何で
もご相談ください。
利用者の就職先として、教育機
関、高齢者施設、金融機関エネ
ルギー関連企業があります。
系列施設でパソコン教室を実施
しています。
青森すこやかと連携して職場実
習や就職支援制度を活用した就
職支援を行っています。

①印刷全般（入力、編集、DTP、
ホームページ作成、製本、印
刷）

②軽作業（箱折、清掃、リサイ
クル他）

事業所より

訓練内容

5法人 5事業所 5名

就職実績(事業所開設以降)

HPは
こちら

3
就労サポートセンターさつき
開設：2007年（平成19年）4月
定員：6名

東津軽郡平内町大字茂浦字向田24
017-755-5113
saposen05@syusapo.com
http://www.syusapo.com/

訓練時間

8:30～17:30(月～金曜)
8:30～17:30(土日祝不定期)
送迎：あり

①生産活動、職場体験、その他の
活動の機会

②就労に必要な知識及び能力の向
上に必要な訓練

③求職活動に関する支援
④適性に応じた職場の開拓
⑤就職後における職場への定着の
ために必要な相談（職場訪問）

その他、土日開所による外出やレ
クリエーションも実施しており
「楽しい休暇」もご用意していま
す。見学、体験利用随時受付して
おります。まずはお気軽にご相談
ください。
海と山に囲まれた自然豊かな環境
で、あなたの「働きたい」を実現
しませんか。

①農産請負班(水稲栽培、漁業資
材加工請負、薪の生産)

②清掃請負班(当事業所内の清
掃)

③リサイクル班(空缶プレス、薪
の生産)

④就職専科(本人のニーズに合わ
せたプログラムを実施)

事業所より

訓練内容

10法人 11事業所 11名

就職実績(事業所開設以降)

HPは
こちら

4
指定就労移行支援のれそれ

開設：2013年（平成25年）9月
定員：20名

青森市久須志3丁目15-20
017-752-0791
minori@kk-minori.jp
http://www.kk-minori.jp/

訓練時間

9:00～16:00（月～金曜）
9:00～13:00（土曜）
送迎：青森駅～事業所間の無料
送迎有

①セルフケア（自己管理能力）
向上プログラム

②コミュニケーションスキル向
上プログラム

③体力錬成プログラム
④ビジネススキル向上プログラ
ム（職場実習等を含む）

⑤就職活動直接支援など
⑥在宅訓練

見学、体験利用等随時受け付け
ております。
就職後、長く働き続けられるた
めの支援として、以下のサービ
スにも取り組んでおります。
●就労移行支援のれそれ
（就労移行支援）

●就労定着支援なみどお
（就労定着支援）

●訪問型職場適応支援
（ジョブコーチ）

訓練内容

事業所より

就職実績(事業所開設以降)

32法人 43事業所 58名

5
アクセスジョブ青森
開設：2018年（平成30年）6月
定員：14名

青森市浜田2丁目13－15
017-718-2271
aj.aomori@kurazemi.co.jp
https://accessjob.jp/

訓練時間

9:00～15:00(月～土曜） ①対人スキル講座（アサーショント
レーニング、アンガーコントロール、
リフレーミングなど）

②イーラーニング（インターネットを
介して動画を視聴しながらＩＴスキ
ルの習得）

③ＡＪ資格取得支援プログラム（国家
資格・公的資格・民間資格まで幅広
く対応）

④自己理解
⑤ビジネスマナー講座
⑥ボディメンテナンス（栄養管理・体

幹運動・軽運動・バドミントン・卓
球など）

⑦メンタルヘルス講座
⑧清掃活動
⑨施設外支援（クラゼミ校で模擬就労

体験、企業見学）
⑩施設外就労（企業様へ出向き作業を

おこなう）

☆一般企業への就職を目指すあ
なたをサポートします☆利用者
様との対話を大切にしながら、
成功体験を積める活動を通し、
自信や意欲を高められるような
サポートをします。一緒にあな
たの「得意」、「やってみた
い」を見つけましょう。
Instagram, Twitter, Facebook
など各種SNSでアクセスジョブ青
森の情報を発信しています。見
学、相談、体験は随時受付中で
す。

訓練内容

事業所より

6
就労移行支援事業所C-ROAD

開設：2019年（令和元年）7月
定員：20名

訓練時間

9:30～15:00（月～金）
9:30～12:00（土曜活動日）
送迎あり（要相談）

①自己理解（障害受容）
②ハッピープラン・ナビゲーション

シートの作成
③セルフケアシートの作成、ピアカ

ウンセリング
④社会人のマナー
⑤職場における対人技能トレーニン

グ
⑥人間関係づくりゲーム、ニュース

カフェ
⑦調理実習、清掃、洗濯
⑧ワークサンプル幕張版を活用した

ＯＡ・事務・実務作業
⑨施設外就労、企業からの請負作業
⑩Word・Excel学習（資格試験も対

応可能）
⑪運動・レクリエーション「花岡プ

ラザ」「青森市浪岡体育館」

★津軽地区の中心地：浪岡にある事
業所です。青森市だけでなく、弘
前市、黒石市、五所川原市からも
利用が可能です。

★３つのナカポツ「青森障害者就
業・生活支援センターすこやか」
「津軽障害者就業・生活支援セン
ター」「障害者就業・生活支援セ
ンター月見野」と連携しながら進
めております。

★救急時に対応して頂ける「青森病
院」が近くにあります。

★利用者の皆さんが喜んで楽しく職
業訓練できるように努めます。

訓練内容

事業所より

2法人 2事業所 2名

就職実績(事業所開設以降)

7
就労移行支援事業所YBS-A01

開設：2022年（令和4年）4月
定員：14名

訓練時間

9:30～16:30（月火木金）
最大時間
10:00～12:00（水）
※送迎なし
※食事提供なし
※工賃支給あり

①セルフケア
（自己管理トレーニング）
障害受容・身体の健康管理・心の
健康管理・通院と服薬の必要性

②コミュニケーション
（対人関係トレーニング）
挨拶・協調性・リフレーミング・
グループワーク・表情／態度／言
葉遣い

③ビジネススキル
（就労に必要なマナー）
報告／連絡／相談・傾聴と共感／
メモ取り

④施設外就労（港町工場）
実際の就業現場でのトレーニング

⑤就活訓練
履歴書作成・面接訓練・職場見学
職場実習

●就職後の長期定着支援

①ＹＢＳは「ねぶた漬」でおなじみ
ヤマモト食品株式会社との強力な
パートナーシップのもと、「企業
一体型就労移行支援」を特徴とし
た青森市初の就労移行支援事業所
です。

②みなさんの「安定して就労してい
く力」を実際の企業活動を通じて
養うとともに、みなさんが就職し
続けることをサポートします。

訓練内容

事業所より

8
就労移行A-Run
開設：2022年（令和4年）8月
定員：20名

訓練時間

9:00～16:00（月～金）
9:00～12:00（土）

■ビジネス体験（OAフロア・ピッキング
コーナー・多目的フロア等、各専門フロ
アで様々なお仕事体験ができます）
■Word・Excel学習（自学ではなく、外
部講師と支援員のダブルサポートで個別
対応ができます）
※希望者にはサーティファイ資格取得可
能：試験会場として認定
■認知行動療法（SST・アンガーマネジ
メント・アサーション・リフレーミング
等、認知に働きかけて気持ちを楽にする
精神療法を取り入れています）
■セルフケア（自己理解・障害の受容・
ストレスマネジメント、生活リズム/服
薬/体調の管理等、就労を支える心身の
健康と生活の基礎を固めていきます）
■体力づくり（ストレッチ・筋トレ・ボ
クササイズ・エアロビクス等、人気の楽
曲に合わせて無理なく楽しみながら行っ
ています）

■看護師（精神科歴２５年・循環器科
歴５年）がいるため、お薬の疑問や病
院の掛かり方など、医療の観点からも
心身の健康をサポートします
■現役就労移行支援者、元ナカポツ
（障害者就業・生活支援センター）支
援者、キャリアコンサルタント、訪問
型職場適応援助者（ジョブコーチ）が
所属するプロ集団が専門性と企業別
データを活用し、就職・定着に繋げま
す
■最寄りのバス停（西部市民センター
前）と駅（津軽新城）が近く、元みち
のく銀行新城支店であったため空間が
とても広いです

訓練内容

事業所より

就職実績(事業所開設以降)

新規事業所のため無し

HPは
こちら

就職実績(事業所開設以降)

20法人 24事業所 24名
HPは
こちら

HPは
こちら

HPは
こちら

就職実績(事業所開設以降)

新規事業所のため無し

就職を希望する障害者で、一般の企業等に雇
用される事が可能と見込まれる65歳未満の方
に対し、以下の支援を行います。利用期間は
原則2年間です。

※市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められ
ることで最大1年間の更新が可能です。

① 生産活動・職場体験・その他の活動の
機会の提供

② 就労に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練

③ 就職活動に関する支援とその適性に応じた
職場の開拓

④ 就職後における職場への定着のために
必要な相談

上記のほかにも、利用者それぞれに必要な支
援を行います。

出典：厚生労働省ホームページ「障害福祉サービスに
ついて」

１．ステップアップのための中間的環境

２．職業的適性等に関するアセスメント機能

３．自己理解を支援し、就労意欲を
高める機能

４．適した職場を見つけ調整する
マッチング機能

５．就職直後から長期の定着支援を含む
フォローアップ機能

出典：厚生労働省「就労移行支援ガイドブック」

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻28-103
0172-78-3294 
info@kasako.aomori.jp
http://kasako.aomori.jp/

青森市新城字平岡231番地8
017-763-4471
a-run@a-run.jp
http://www.a-run.jp

HPは
こちら

就労移行支援事業所の利用対象者と支援内容 就労移行支援事業所の機能・役割について

青森市浜館1丁目18-5
017-742-8334
info@yamamoto-business-service.jp
yamamoto-business-service.jp
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