
鶴岡地区障害者通所施設協議会

連絡先　　　               　　              　 郵便番号　　 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　　　　　 ＦＡＸ番号　　　　　mail

特定非営利活動法人工房せい　　　　997-1124　   　 鶴岡市大山三丁目３６番３５号　　　　0235-33-1108　　0235-33-1108　　kobo-say@grace.ocn.ne.jp

営業種
目区分

種別 品目 物品・役務・サービス名
物品・役務・サービスの紹介
（物品のサイズ、規格、種類等）

市役所のどのような
業務に活用できるか

単価（円） 事業所名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

1-2-1 物品 革・布製品 さをり織り製品 全て利用者の方々の手作業のオリジナルさをり織り製品です。
ポプリ1個入120円
コースター1枚200円

特定非営利活動法人　いなほ作業所 997-0857 鶴岡市美咲町26番1号 0235-24-3688 0235-64-8610

1-3-1 物品 事務用品
便箋セット・絵葉書・名刺・
カレンダー・表彰状

牛乳･酒･調味料他の紙パックを原料とする手漉き和紙製品
各課の名刺、ｶﾚﾝﾀﾞｰ、
市主催の表賞状など

名刺100枚 2,500円～
ﾊｶﾞｷ1枚 10円～

社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「スローワーク新町」

997-0044 鶴岡市新海町30番7号 0235-64-1600
0235-24-8582
(月山）

1-4-1 物品 手工芸・陶器 刺し子他 刺し子、ティッシュカバー、巾着袋、あずま袋、他
記念品などとして利用
して欲しい

200～1,000円
社会福祉法人親和会
多機能型事業所　あすか

997-0046 鶴岡市みどり町28番16号 0235-64-1260 0235-22-0343

1-4-1 物品 手工芸・陶器 雑貨、小物、手工芸 布製品、巾着、ビーズアクセサリー、アロマキャンドル他 記念品やバザー 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所やまびこ

997-0044 鶴岡市新海町8番33号 0235-25-3801 0235-25-3806

1-4-3 物品 トイレットペーパー トイレットペーパー
原材料・リサイクル雑古紙100％、グリーン購入法適合商品（65m巻シン
グル、ミシン目なし）

役場他、関連機関ﾄｲﾚ
での使用

1個30円（税別）
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「スローワーク新町」

997-0044 鶴岡市新海町30番7号 0235-64-1600
0235-24-8582
(月山）

1-5-1 物品 印刷 名刺 名刺　作成・印刷 100枚　1,860円 障害者支援センター「よつばの里」 997-0034 鶴岡市本町三丁目2番5号 0235-24-4282 0235-24-4283

1-5-1 物品 印刷 名刺 名刺　点字入れ 100枚　1,610円 障害者支援センター「よつばの里」 997-0034 鶴岡市本町三丁目2番5号 0235-24-4282 0235-24-4283

1-6-1 物品 パン・菓子類 手づくりのおからクッキー
豆腐のから、きび砂糖が原料とした身体に良いクッキー。ゴマ入りと２種
類あります。贈答品の他、各種行事の記念品としても好評。

120円～450円
応相談

特定非営利活動法人　花の会
手づくりクッキー　おからや

997-0857 鶴岡市若葉町15番5号 0235-25-3460 0235-25-3460

1-6-2 物品 弁当・惣菜 弁当・惣菜等の販売・配達 弁当・惣菜等の販売・配達（5個以上） 380円～
特定非営利活動法人やすらぎの会
多機能型事業所ひかり

997-0024 鶴岡市朝暘町15番3号 0235-64-8201 0235-64-8202

1-6-2 物品 弁当・惣菜 弁当の販売 弁当の配達（５個以上） ３８０円～
特定非営利活動法人やすらぎの会
就労継続支援B型事業所　きらり

997-0021 鶴岡市宝町4番5号 0235-24-7283 0235-23-6020

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 食鶏 山形県が開発した「やまがた地鶏」 食堂、学校給食他 時価
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 枝豆 食堂、学校給食他 時価
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 季節の野菜 ニラ、ニンニク、カラトリイモ 食堂、学校給食他 時価
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 生しいたけ 原木しいたけ 食堂、学校給食他 時価
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 柿 応相談
株式会社Ｆｅふぁーむ
就労継続支援Ａ型事業所Ｆｅふぁーむ

997-0811 鶴岡市神明町8番44号 0235-64-0560 0235-64-0560

1-6-4 物品 加工食品 干ししいたけ 原木しいたけを乾燥 食堂、学校給食他 時価
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

1-6-5 物品 その他食品 とちもち 行沢のとちもちを通年通してお届けしています。
１個100円
(2個､3個､5個入りもあ
ります)

特定非営利活動法人　いなほ作業所 997-0857 鶴岡市美咲町26番1号 0235-24-3688 0235-64-8610

1-6-5 物品 その他食品 ポットコーヒー
ポット入りのドリップコーヒーを、紙コップ、シュガー、ミルクと一緒にお届
け致します。会議やイベントの際にぜひご利用ください。

1ﾎﾟｯﾄ15杯　2,000円
(１杯約130円)
数量応相談

特定非営利活動法人　いなほ作業所 997-0857 鶴岡市美咲町26番1号 0235-24-3688 0235-64-8610

1-6-6 物品 園芸品 花束
地元花農家の花を束にして、月２回配達します。お祝い用やプレゼント
用、演台の花も承ります。

一束1000円
他応相談

特定非営利活動法人　いなほ作業所 997-0857 鶴岡市美咲町26番1号 0235-24-3688 0235-64-8610

1-6-6 物品 園芸品 苗花 ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ｻﾙﾋﾞｱ、ﾍﾟﾁｭﾆｱの苗花を5～7月の間販売します。 １苗80円 特定非営利活動法人　いなほ作業所 997-0857 鶴岡市美咲町26番1号 0235-24-3688 0235-64-8610

2-2-1 役務 清掃作業等 除草作業 乗車型草刈機を使用した除草作業 市保有の土地全般 応相談
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

2-2-1 役務 清掃作業 除草
草刈機と手作業できれいに除草します。自走式の芝刈り機がありますの
で、広範囲の芝地の除草が得意です。

応相談 特定非営利活動法人　いなほ作業所 997-0857 鶴岡市美咲町26番1号 0235-24-3688 0235-64-8610

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃 清掃作業（建物内トイレ等） 応相談
特定非営利活動法人じゃがいも畑
デイセンターじゃがいも

997-0033 鶴岡市泉町5番70号 0235-23-7640 0235-23-7640

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃・除草作業 清掃作業（公園・トイレ）・施設の除草作業 応相談
特定非営利活動法人やすらぎの会
多機能型事業所ひかり

997-0024 鶴岡市朝暘町15番3号 0235-64-8201 0235-64-8202

2-2-1 役務 清掃作業
清掃作業(公衆トイレ・介護施設）
施設の除草作業

清掃作業（公園・トイレ）・施設の除草作業 応相談
特定非営利活動法人やすらぎの会
就労継続支援B型事業所あけぼの

997-0045 鶴岡市西新斎町21番8号 0235-23-7626 0235-23-7658

2-2-1 役務 清掃作業 除草作業
乗車型草刈機を使用した除草作業
（28年度大山工業団地2ha除草実績）

市保有の土地全般 応相談
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「スローワーク新町」

997-0044 鶴岡市新海町30番7号 0235-64-1600
0235-24-8582
(月山）

2-2-1 役務 清掃作業等 除草 庭の除草 応相談
社会福祉法人親和会
就労継続支援Ｂ型事業所　　さんのう

997-0028 鶴岡市山王町12番3号 0235-64-0169 0235-64-0269



営業種
目区分

種別 品目 物品・役務・サービス名
物品・役務・サービスの紹介
（物品のサイズ、規格、種類等）

市役所のどのような
業務に活用できるか

単価（円） 事業所名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

2-2-1 役務 清掃作業等 内川清掃用具班別仕分け 清掃用具を各班ごとに必要用具を揃える。 応相談
社会福祉法人親和会
就労継続支援Ｂ型事業所　　さんのう

997-0028 鶴岡市山王町12番3号 0235-64-0169 0235-64-0269

2-2-1 役務 清掃作業等 施設清掃（ホール、トイレ） おおやま特別養護老人ホーム 清掃 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所　あすか

997-0046 鶴岡市みどり町28番16号 0235-64-1260 0235-22-0343

2-2-1 役務 清掃作業等 施設清掃 施設内掃除 清掃 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所やまびこ

997-0044 鶴岡市新海町8番33号 0235-25-3801 0235-25-3806

2-2-1 役務 清掃作業 介護施設の清掃作業 介護施設内のトイレ掃除、掃き･拭き掃除 1時間450円 障害者支援センター「よつばの里」 997-0034 鶴岡市本町三丁目2番5号 0235-24-4282 0235-24-4283

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃、除草 各種施設の清掃、除草作業
応相談　清掃は現在
500円/h

特定非営利活動法人　工房せい 997-1124 鶴岡市大山三丁目36番地35 0235-33-1108 0235-33-1108

2-2-1 役務 清掃作業等
清掃・除草作業（公園・トイレ・施設
廻り）

公園トイレの清掃・ごみ拾い、施設廻りの除草作業 応相談
特定非営利活動法人やすらぎの会
就労継続支援B型事業所　きらり

997-0021 鶴岡市宝町4番5号 0235-24-7283 0235-23-6020

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃作業 緑地・公園等のごみ拾い
西工業団地緑地・
鶴岡南部公園清掃

時給600円
特定非営利活動法人ゆきやなぎ
青柳作業所

997-0832 鶴岡市青柳町31番14号 0235-25-8010 0235-25-8010

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃作業関連 用具の仕分け、整理
内川清掃用具班別
仕分け作業

時給600円
特定非営利活動法人ゆきやなぎ
青柳作業所

997-0832 鶴岡市青柳町31番14号 0235-25-8010 0235-25-8010

2-2-1 役務 清掃作業等 除草作業 草刈、除草、草処理
緑地除草
（城南町他１３ヶ所）

時給600円
特定非営利活動法人ゆきやなぎ
青柳作業所

997-0832 鶴岡市青柳町31番14号 0235-25-8010 0235-25-8010

2-2-1 役務 清掃作業等 除草作業 除草、掃除 道路植栽等の除草 時給600円
特定非営利活動法人ゆきやなぎ
青柳作業所

997-0832 鶴岡市青柳町31番14号 0235-25-8010 0235-25-8010

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃 公園、トイレ、公共施設等の清掃 応相談
株式会社Ｆｅふぁーむ
就労継続支援Ａ型事業所Ｆｅふぁーむ

997-0811 鶴岡市神明町8番44号 0235-64-0560 0235-64-0560

2-2-1 役務 清掃作業等 除草 農地、公園、緑地の除草、法面等の除草 応相談
株式会社Ｆｅふぁーむ
就労継続支援Ａ型事業所Ｆｅふぁーむ

997-0811 鶴岡市神明町8番44号 0235-64-0560 0235-64-0560

2-3-1 役務 リサイクル・資源回収 資源回収 新聞・雑誌・ダンボール・紙パック他、雑古紙回収
市、その他市機関の古
紙回収

応相談
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業「作業所月山」

997-0056 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 0235-24-8541 0235-24-8582

2-3-1 役務 リサイクル・資源回収 リサイクル資源回収・分別 町内会等の古紙・段ボール・缶など 応相談
特定非営利活動法人じゃがいも畑
デイセンターじゃがいも

997-0033 鶴岡市泉町5番70号 0235-23-7640 0235-23-7640

2-3-1 役務 リサイクル・資源回収 資源回収 資源回収 応相談
特定非営利活動法人　花の会
手づくりクッキー　おからや

997-0857 鶴岡市若葉町15番5号 0235-25-3460 0235-25-3460

2-4-1 役務 配達・ポスティング 配達・ポスティング ＤＭ便配達・ポスティング・オムツ配達 応相談
特定非営利活動法人　花の会
手づくりクッキー　おからや

997-0857 鶴岡市若葉町15番5号 0235-25-3460 0235-25-3460

2-4-1 役務 配達・ポスティング 配達・ポスティング ポスティング、メール便配達 応相談
株式会社Ｆｅふぁーむ
就労継続支援Ａ型事業所Ｆｅふぁーむ

997-0811 鶴岡市神明町8番44号 0235-64-0560 0235-64-0560

2-5-1 役務 農業関連作業 除草 農園 除草 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所　あすか

997-0046 鶴岡市みどり町28番16号 0235-64-1260 0235-22-0343

2-5-1 役務 農業関連作業 除草 農園 除草 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所やまびこ

997-0044 鶴岡市新海町8番33号 0235-25-3801 0235-25-3806

2-5-1 役務 農業関連作業 防除 樹木の防除作業 応相談
株式会社Ｆｅふぁーむ
就労継続支援Ａ型事業所Ｆｅふぁーむ

997-0811 鶴岡市神明町8番44号 0235-64-0560 0235-64-0560

2-5-3 役務 ダンボール・箱組立・箱折 箱組立、箱折り、紙箱折りたたみ 箱組立、箱折り、紙箱折りたたみ 応相談
特定非営利活動法人じゃがいも畑
デイセンターじゃがいも

997-0033 鶴岡市泉町5番70号 0235-23-7640 0235-23-7640

2-5-3 役務 ダンボール・箱組立・箱折 箱折り、段ボール組立 記念品の箱詰め 記念品やバザー 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所やまびこ

997-0044 鶴岡市新海町8番33号 0235-25-3801 0235-25-3806

2-5-6 役務 その他のサービス等
袋詰め、パッケージ包装、シール・
ラベル貼り、タオルたたみ

袋詰め、パッケージ包装、シール・ラベル貼り、タオルたたみ 応相談
特定非営利活動法人じゃがいも畑
デイセンターじゃがいも

997-0033 鶴岡市泉町5番70号 0235-23-7640 0235-23-7640

2-5-6 役務 その他のサービス業
シール貼、包装、箱詰、タオルたた
み等

内職的軽作業
イベント等で需要があ
れば

応相談 特定非営利活動法人　工房せい 997-1124 鶴岡市大山三丁目36番地35 0235-33-1108 0235-33-1108

2-5-6 役務 その他のサービス等 積雪観測業務 積雪・降雪・気温の観測と報告 鶴岡公園内積雪等観測 時給600円
特定非営利活動法人ゆきやなぎ
青柳作業所

997-0832 鶴岡市青柳町31番14号 0235-25-8010 0235-25-8010

2-5-7 役務 除雪 除雪 個人宅（玄関出入り口の除雪） 応相談
社会福祉法人親和会
就労継続支援Ｂ型事業所　　さんのう

997-0028 鶴岡市山王町12番3号 0235-64-0169 0235-64-0269

2-5-7 役務 除雪 除雪 個人宅 除雪 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所　あすか

997-0046 鶴岡市みどり町28番16号 0235-64-1260 0235-22-0343

2-5-7 役務 除雪 除雪 個人宅 除雪 応相談
社会福祉法人親和会
多機能型事業所やまびこ

997-0044 鶴岡市新海町8番33号 0235-25-3801 0235-25-3806

2-5-7 役務 除雪 除雪 個人宅の除雪、雪下ろし 応相談
株式会社Ｆｅふぁーむ
就労継続支援Ａ型事業所Ｆｅふぁーむ

997-0811 鶴岡市神明町8番44号 0235-64-0560 0235-64-0560


