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・ＦＡＸ番号

支援学校
卒業生

離職者

在宅者

○基礎体力向上

○集中力、持続
力等の習得

○適性や課題の
把握　　　等

○職業習慣の確立

○施設外支援
○職場見学・
実習

職場定着期訪問期
（フォロー期）

通所後期
（マッチング期）

通所中期
（実践的訓練期）

通所前期
（基礎訓練期） 就職 就職後

6か月

【企 業】

【ハローワーク青森】
【青森障害者職業センター】

○専門的支援
（ジョブコーチ支援等）

各就業移行支援事業所

就職後の
継続支援

離職の
場合

○就労移行支援体制加算
（就労移行支援事業所）

○職業紹介
○求職活動支援
○求人開拓

○就職・職場定着支援
○就業に伴う生活支援
○事業主支援
○関係機関との連絡調整等

【青森障害者職業センター】

○専門的支援
（職業評価）

○試行雇用（トライアル雇用）事業
○障害者委託訓練
○職場適応訓練（短期）等

○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
○特定求職者雇用開発助成金

【不適応時】

※厚生労働省HPより

一般就業・定着支援を行うセンター一般就業の基礎訓練を行う施設

【青森藤チャレンジド 就業・生活支援センター】

○マナー、挨拶、
　身なり等の習得　等

○求職活動
○職場開拓
○トライアル雇用等

当センターでは、就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必
要とする障害のある方に対し、相談支援を行います。

デザイン制作：ＩＴコンサルティングワウ　　　　     　平成30年6月発行

障害者の方：

事業主の方：

身体障害、知的障害、精神障害の方（発達障害・難
病を含む）。
障害者雇用を検討している事業主に対する相談
業務も行っています。 http://aomori24c.com/

支援対象者

・仕事の相談 017-718-3604
017-728-1815
017-718-3634

※来所面談は要予約となります。

・生活の相談

〒030-0944
青森市大字筒井字八ッ橋51-2
エスコート八ッ橋201号

・第２面談室（バリアフリー）：青森市奥野２丁目25－９　

青森藤チャレンジド就業・生活支援センターと
就労移行支援事業所・関係機関との連携

青森県庁

青森市役所・本庁舎青森市役所・本庁舎

ハローワーク青森ハローワーク青森
藤聖母園藤聖母園

藤ヨゼフハウス
（第２面談室）
藤ヨゼフハウス
（第２面談室）

サンロード青森サンロード青森

ヤマダ電器

藤チャレンジド藤チャレンジド

青森障害者
職業センター
青森障害者
職業センター

青森県聴覚障害者
情報センター

ユニバース
筒井店
ユニバース
筒井店

筒井駅

青森中央IC

東青森駅

県立図書館

弘前方面 青森環状バイパス八戸方面

弘前方面 国道4号八戸方面

堤川堤川

駒込川駒込川荒川荒川

※駐車場は39番～43番をお使いください



青森コロニーソレイユ

青森市幸畑字谷脇214-7
☎017-738-5032

訓練時間

訓練内容

事業所より

①クリーニング（洗い、タオル・寝巻き類のたたみ、アイロン、プレス
機械類、取次店受付補助など）

②洋裁（修理、直し、すそ上げ等）
③印刷（軽作業、箱組み立て、帳合い、封入等）
④IT訓練、基礎学習（他作業と組合わせます）
⑤接客販売（ミモザ、うらら:ガーラモール）
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支援しており、工賃
の支給もあります。毎月の外出やレクでメリハリのある作業環境を準備しています。
見学や体験利用や相談等、いつでも受け付けております。（主な就職先：行政機関、

中古ゲーム販売、クリーニング） 

１ 定員：10名

fuse@.colony.or. jp

9：00～17：30（月～金）　送迎ご利用の方は10：00～16：00（月～金）
9：00～12：00（土:出勤は当協会カレンダーによる）
うららはシフト制で9：30～14：30と14：00～18：00

http://aomoricolony.com/

セルプステーション青森

青森市幸畑字松元78
☎017-738-4201

訓練時間

訓練内容

事業所より

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）

・ 印刷物を制作する工程のすべてを訓練科目としています。昨年度か
ら軽作業を始めました。見学や利用に関する相談など何でもご相談く
ださい。
・ 送迎あり
・ 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。
・ 青森藤チャレンジド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。 

２ 定員：15名

ssaomori@colony.or. jp

９：００～１７：３０（月～金）※送迎利用者は送迎時間による
９：００～１２：００（土）
※年間休日カレンダーにより出勤した場合

http://aomoricolony.com/

青森コロニーセンター

青森市幸畑字谷脇214-7
☎017-738-5032

訓練時間

訓練内容

事業所より

①クリーニング（洗い、タオル・寝巻き類のたたみ、アイロン、プレス
機械類、取次店受付補助など）

②洋裁（修理、直し、すそ上げ等）
③印刷（軽作業、箱組み立て、帳合い、封入等）
④IT訓練、基礎学習（他作業と組合わせます）
⑤接客販売（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支援しており、工
賃の支給もあります。毎月の外出やレクでメリハリのある作業環境を準備しています。
見学や体験利用や相談等、いつでも受け付けております。施設入所しての訓練も可

能です。（主な就職先：製パン会社、自動車会社事務、クリーニング）

３ 定員：7名

fuse@.colony.or. jp

9：00～17：30（月～金）　送迎ご利用の方は10：00～16：00（月～金）
9：00～12：00（土:出勤は当協会カレンダーによる）
※訓練時間はご都合で相談できます。

http://aomoricolony.com/

障害者就労移行支援事業所「勇気」

青森市はまなす1丁目1番5号
☎017-76４-０６１２

訓練時間

訓練内容

事業所より

①体育訓練(ランニング・ウォーキング・筋トレ・ストレッチ・ヨガ)：障がい者スポーツ指導員在籍
②接客業務訓練(接客・厨房・菓子製造)　③清掃訓練：ビルクリーニング技能士在籍
④手指機能訓練　⑤グループワーク
⑥学科(一般教養・エチケットマナー・ビジネスマナー・食育（栄養士在籍））
⑦企業見学・職場実習：キャリア相談員在籍

「めざせ！一般就労！！」を合言葉に、障がいを持つ方が一人でも多く就労し、長く働き続け自立した
生活を営む事ができますよう支援しています。
見学や体験利用等のご相談は随時受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
【就労実績】
①開設からの一般就労実績(平成19年度～平成29年度)就職者：34名
②直近3年間の一般就労実績(※カッコ内は直近3年間の就労定着率平均)
　就職者：13名(6ヶ月経過時：100％ 平成30年3月31日現在：92.3％)
③平成29年度就職先：(地方銀行・教育機関・宿泊施設・飲食業)

４ 定員：12名

info@yumenosato.jp

8:30～16:30（月～金）
8:30～12:30（土隔週）

http://yumenosato.jp/

就労移行支援のれそれ

青森市久須志3丁目15-20
☎☎017-752-0791

訓練時間

訓練内容

事業所より

①コミュニケーション訓練
　・生活技能訓練 / リフレーミング(前向きな思考を身につける) など
②セルフケア訓練　・心と身体の健康管理を行なうスキル など
③体力維持増進（体幹運動/卓球）
④移行準備訓練　・企業見学/職場実習/面接訓練 など
⑤ビジネススキル訓練　・発声・挨拶/メモの取り方/ＰＣタイピング など

①平成２９年度支援実績
　・　就  職  者：　８名（行政チャレンジ雇用・高齢者福祉施設・スーパーマーケット等）
　・　職場実習：２５件
②一般就労者平均給与額(週30時間以上～40時間以下)≒110,280円/月
③主な訓練ニーズ
　・コミュニケーションが苦手な方には、個別の関わりを多くし、不安の軽減に努めます。 

５ 定員：２３名

minori@kk-minori . jp

9:00～16:00（月～金）
9:00～13:00（土）
毎日が通勤訓練です。公共交通機関で青森駅または事業所まで通う練習を
しましょう。尚、希望者には、青森駅～事業所間の無料送迎を行ないます。

http://www.kk-minori . jp/

就労サポートセンターさつき

東津軽郡平内町大字茂浦字向田24
☎017-755-5113

訓練時間

訓練内容 訓練内容
訓練内容

事業所より

①農産・請負班(水稲栽培・漁業資材加工請負・当事業所清掃)
②リサイクル班(空缶プレス・生ゴミ堆肥製造・EM菌製造及び散布)
③給食班(当事業所給食調理業務)

就労を希望される６５歳未満の障害者の方に、通常の事業所
に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、次のサービ
スを提供します。
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のために必要な訓練、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、⑥その他の必要な支援

６ 定員：6名

8:30～17:30(月～金)
8:30～17:30(土日祝不定期)
送迎サービスを希望される方は、無料で送迎車両をご利用できます。
青森市内から通所利用されている方、多数在籍しています。 

http://www.syusapo.com/

ジョブアカデミー青森西

青森市千刈1丁目14-10 小野ビル1F
☎017-752-1949

訓練時間

事業所より

①職業適性訓練（自己理解、ビジネスマナー、OA訓練など）
②対人スキル訓練（コミュニケーション、ストレスコントロールなど）
③日常生活管理（金銭管理、栄養管理、余暇の過ごし方など）

平成30年5月1日より新規開設オープンしました。
お問い合わせは電話・メールどちらでも対応可能です。
随時見学は受け付けております。
あなたの「得意な事」を一緒に探してみませんか。
私たちスタッフがあなたの「働きたい」を全力でサ
ポートします。

定員：１０名

9：00～16：00（月、火、木、金）
9：00～12：00（水）
交通アクセス：上古川バス停から徒歩２分

http://aomorinishi.job-academy.jp/
info.aomorinishi.hss@gmail.com aj.aomori@kurazemi.co.jp

７ クラ・ゼミ アクセスジョブ 青森

青森市浜田二丁目13－15
☎017-718-2271

訓練時間

事業所より

① パソコン操作訓練
② 資格取得（ビジネスコミュニケーション検定、日本情報処理検定）
③ 地域交流　④ 屋内・外清掃
⑤ メンタルヘルス講座
⑥ ビジネスマナー講座
⑦ 栄養管理指導

☆一般企業への就職を目指すあなたをサポートします☆
一人一人に合った個別療育を展開している、クラ・ゼミだからこ
そできる、きめ細やかな支援をしていきます。
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サポートします。
一緒にあなたの「得意」、「やってみたい」を見つけましょう！

定員：18名

9：00～15：00（火～土※）
※月に１日程度、月曜日に営業する場合もあります。

８

あなたの就職活動をサポートする就労移行支援事業所一覧あなたの就職活動をサポートする就労移行支援事業所一覧

～ ２０１８年 青森地域版 ～～ ２０１８年 青森地域版 ～ サービス利用にあたっては手続きが必要となりますので、
詳しくは各就労移行支援事業所へお問合わせ下さい。
サービス利用にあたっては手続きが必要となりますので、
詳しくは各就労移行支援事業所へお問合わせ下さい。
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