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 この法律（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）は、

障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国

や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労

施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。 

 

 

 

 

 

 

  

【法律の主旨】 

 障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立す

ることが重要です。 

 このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就

労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。 

 このような観点から、これまで障害者就労施設等へ仕事の発注に関し、民間企業を

はじめ国や地方公共団体等において様々な取組が行われてきました。 

 「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（障害者

優先調達推進法）」は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品

等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めたものです。 

 同法は、平成 24 年 6 月 20 日に成立、同月 27 日に公布され、平成 25 年 4 月 1

日から施行されました。 

平成２５年４月から 

 

障害者優先調達推進法 
 

がスタートしました。 

障害者優先調達推進法の概要 

 このパンフレットは、障害者優先調達推進法が施行されることに合わせて、富津市

障害者総合支援協議会 就労支援部会により作成されました。 

 市内の対象となる障害者施設に対して調査を実施し、提供可能な物品や役務等を取

りまとめたものがこのパンフレットになります。 

 ご活用いただき、障害者施設への発注拡大にご協力をお願いします。 

パンフレットについて 



 ≪掲載事業所一覧≫ 

事業所名 

ノゾミノモン シンセイシャ 

望みの門 新生舎 

法人等 社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会 

住所 富津市川名１４３６－１ 

電話番号 ０４３９－８７－８８２６ 

FAX 番号 ０４３９－８０－１１２４ 

ホームページ http://www.nozominomon.or.jp/sinseisya/a.html 

施設紹介 

 

望みの門新生舎は障がいをお持

ちの方が通う就労継続支援Ｂ型事

業所です。 

仕事内容は製パン・製菓及び手

芸品の作成・販売活動。また、リサ

イクル活動を通して地域の方との

交流を図っています。 

働くことを中心とした生活の中

でその人がその人らしく輝き、地

域の一員として活躍できるようサ

ポートしていきます。 

 

事業所名 

アトリノオカ 

アトリの丘 

法人等 社会福祉法人アルムの森 

住所 富津市千種新田９３６－２ 

電話番号 ０４３９－６５－３０５０ 

FAX 番号 ０４３９－６５－０８５５ 

ホームページ http://arumunomori.jp/ 

施設紹介 （写真） 

Ｈ３１年度１月１日に就労継続

支援Ｂ型アトリの丘（上段画像）と

して開所致しました。 

おんじいの家（下段画像）では販

売や、惣菜や弁当の仕分けや、パッ

ク詰め、ケーキの品出し、コーヒー

の提供等を行っております。 

その他に受注製品の作業や、クジ

作り、施設外就労を行っています。 

お仕事の経験を積みながら就労

に対する意識や、雇用、自立に向け

た支援を行います。 

 

 

 



 

事業所名 

ヒノシズク 

太陽のしずく 

法人等 社会福祉法人薄光会 

住所 富津市湊 1070-3 

電話番号 0439-67-3711 

FAX 番号 0439-67-3722 

ホームページ http://hakukou-kai.or.jp 

施設紹介 

 

平成２１年４月１日に開設し

ました。」定員は３５名です。主に

重度・最重度の知的障がいの方が

利用されています。 

私たちは私たちのできること

で、地域のみなさんのお役に立ち

たいと考えています。効率性はあ

まりよくないですが、一人ひとり

の輝ける居場所づくりや活躍で

きる役割などを地域のみなさん

と一緒に作り上げていきたいと

思っています。 

 

事業所名 

チイキサギョウショ ワラク 

地域作業所 和楽 

法人等 合資会社もてぎ 

住所 富津市大堀 2141-3 

電話番号 0439-71-8788 

FAX 番号 0439-71-8788 

ホームページ  

施設紹介 

 

地域作業所「和楽」は就労継続

支援 B 型事業所です。 

作業などを通した就労支援を

行います。自分らしく地域生活が

送れるように、安心して過ごせる

居場所として、また、社会参加や

生活するうえで必要なことを学

ぶ場所としてご利用していただ

ければと思っております。 

  



事業所名 

         イコイノサト 

ワークハウス 憩いの里 

法人等 社会福祉法人南山会 

住所 千葉県富津市亀田字大坪山１２４３－１ 

電話番号 0439-80-0012 

FAX 番号 0439-80-0013 

ホームページ http://www.nanzankai.or.jp/workhouse/ 

施設紹介  

東京湾観音のすぐ近くにある 

約1万坪の農園でブルーベリー、

オリーブ、野菜を作っています。 

 夏になると観光農園として、お

客様にブルーベリーの摘み取り

をしていただいています。オリー

ブは今後、道の駅などに卸してい

く予定です。野菜は高齢者施設な

どに卸しています。 

 

事業所名 

アロン アロン オーキッドガーデン 

Alon Alon オーキッドガーデン 

法人等 NPO 法人 Alon Alon 

住所 富津市西大和田 1234-2 

電話番号 0439-33-9138 

FAX 番号 0439-33-9138 

ホームページ https://www.alon-ocd.org/ 

施設紹介 

 

Alon Alon オーキッドガーデ

ンは知的障がいの方が通う就労

継続支援 B 型事業所です。 

胡蝶蘭の栽培・販売が主な作業

となりますが、お花に触るのが苦

手な方も支柱の加工や出荷箱の

組み立て、鉢にコケをつめるなど

作業を細分化しております。 

一生懸命働いた工賃を使って、

衣替えやランチなど社会性を身

につけることを目的としたお楽

しみイベントも提案しておりま

す。 

 

  



事業所名 

アオイソラ 

あおいそら 

法人等 社会福祉法人薄光会 

住所 富津市佐貫２５５ 

電話番号 ０４３９－２９－７２６８ 

FAX 番号 ０４３９－２９－７２６９ 

ホームページ http://hakukou-kai.or.jp 

施設紹介 

 

わたしたち『あおいそら』

は、福祉サービスを通じて、Ｃ

ａｆｅ経営や、みなさんのちょ

っとした困りごとのお手伝いを

しています。 

そこから生活に必要なスキル

を学び、ちょっと困っている人も

助かり、お互いに「よかったね～」

と笑顔になれる関係を築くこと

を目標としています。 

 

  



調 理 品 

商品名 贈答用クッキー詰め合わせ 

 

対応数量 １箱～要相談 単価 １,０００円＋税 

用途等 帰省土産・お中元・お歳暮等 

特   徴 

のぞみベーカリー人気Ｎo１！甘酸っぱさが決め手のラズベ

リージャムを使用したジャムリングクッキーとアーモンドた

っぷりのカントリークッキー。創業当時の味の魅力がたっぷ

り詰まった伝統の焼き菓子セットです。 

事業所 望みの門 新生舎 

住所 川名１４３６－１ 

TEL ０４３９－８７－８８２６ 

FAX ０４３９－８０－１１２４ 

担当者 渡邉 宏子 

商品名 シフォンケーキ 

（写真） 

対応数量 １００袋 単価 １４０円 

用途等 贈答・イベント・記念品・給食提供等 

特   徴 

ほうれん草シフォンは通年ご用意しています。 

他時期により、３月～５月みかん・６月～８月トマト・ 

９月～１１月紅茶・１２月～２月ココアをお出ししておりま

す。ふわっふわで優しいケーキです。 

事業所 アトリの丘 

住所 千種新田９３６－２ 

TEL ０４３９－６５－３０５０ 

FAX ０４３９－６５－０８５５ 

担当者 森井 元喜 

商品名 バターケーキ 

（写真） 

対応数量 １００袋 単価 １４０円～ 

用途等 贈答・イベント・記念品・給食提供等 

特   徴 

ほうれん草・紅茶・ニンジン・ココアは常時御座います。 

３月～５月の期間限定でみかんもご用意しています。 

バターをたっぷり使った贅沢なケーキです。 

事業所 アトリの丘 

住所 千種新田９３６－２ 

TEL ０４３９－６５－３０５０ 

FAX ０４３９－６５－０８５５ 

担当者 森井 元喜 

 

 



商品名 ラスク・コーヒーゼリー 

（写真） 

対応数量 １００袋、個 単価 １００・１２０円 

用途等 贈答・イベント・記念品・給食提供等 

特   徴 

ラスク：時期により、ほうれん草、トマト。紅茶、 

ココアと様々な味が楽しめます。 

コーヒーゼリー：梅雨時期から９月頃までの限定商品で 

す。暑い時期に冷たくさっぱり甘さをお楽しみ下さい。 

事業所 アトリの丘 

住所 千種新田９３６－２ 

TEL ０４３９－６５－３０５０ 

FAX ０４３９－６５－０８５５ 

担当者 森井 元喜 

商品名 コーヒー ジュース 

 

対応数量 １００杯程度 単価 １００円/杯 

用途等 室内外イベント・会議 等 

特   徴 

会議やイベントの会場で、挽きたてのホットコーヒーや

特選アイスコーヒー、カルピスやオレンジジュース、紅

茶のご用意ができます。 

事業所 太陽（ひ）のしずく にこちゃん喫茶 

住所 富津市湊 1070-3 

TEL 0439-67-3711 

FAX 0439-67-3722 

担当者 幾野 圭裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生 産 物 

商品名 足ふきマット  ６０㎝～１００㎝ 

 

対応数量 １０枚／月 単価 ６００円～ 

１，０００円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

靴下の製造過程で出る端布を材料にしています。 

丈夫で長持ち。季節に合ったデザインで提供しています。幅

は約 45 ㎝･50 ㎝で長さはお選びいただけます。 

事業所 望みの門新生舎 

住所 川名１４３６－１ 

TEL ０４３９－８７－８８２６ 

FAX ０４３９－８０－１１２４ 

担当者 渡邉 宏子 

商品名 六角マット 

 

対応数量 １０枚／月 単価 500 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

 靴下の製造過程で出る端布を材料にしています。 

ソファーや車等のクッションとしてお使いいただいて

おります。デザイン・色は全てオリジナルとなっており

1 点物の商品になっております。 

事業所 望みの門新生舎 

住所 川名１４３６－１ 

TEL ０４３９－８７－８８２６ 

FAX ０４３９－８０－１１２４ 

担当者 渡邉 宏子 

 

  



 

商品名 名刺 

（写真） 

対応数量 １００枚～ 単価 １ , １ ０ ０ 円

～ 

用途等  

特   徴 

基本料金：１００枚  １,１００円 

両面印刷  ３００円 

カラー印刷 ２００円 

点字      １００円  

地域によりお受けできない場合もあります。 

事業所 アトリの丘 

住所 千種新田９３６－２ 

TEL ０４３９－６５－３０５０ 

FAX ０４３９－６５－０８５５ 

担当者 森井 元喜 

商品名 ドレスタオル（手拭き用タオル） 

 

対応数量 5 枚/月 単価 700 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

洗濯機で(ネットを使用し)何度洗ってもくずれない、

丈夫で、とても丁寧な仕上りになっております。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

商品名 キーケース 

 

対応数量 3 個／月 単価 800 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

散らばりがちなカギを、かわいくまとめておくこ

とができます。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

 



 

商品名 マスク 

 

対応数量 5 枚/月 単価 150～300 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

マスク。 

風邪の防止はもちろん、花粉症等にも。洗って繰

り返し使えます。使い捨てマスクに比べて肌触り

もいいです。サイズも幅広く取り揃えています。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

商品名 ペットボトルケース 

 

対応数量 10 個/月 単価 500～1,000 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

バラエティーに富んだ色彩のペットボトルケースで

す。大きさに合わせて(大・中・小)を取り揃えていま

す。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

商品名 キーホルダー(マスコット等) 

 

対応数量 5 個/月 単価 100～1,000 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

手作りによる一点物のかわいいマスコットグッズで

す。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

 



 

商品名 絵画・ポストカード等 
 

対応数量 5 枚/週 単価 100 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

手書きによる絵画・ポストカード作成。一枚一枚丁寧

に描きます。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 小池 光徳 

商品名 バック・小物入れ 

 

対応数量 5 個/月 単価 300～3,000 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

丈夫でおしゃれなバックや小物入れです。各種サイズ

取り揃えており、好きなサイズやデザインを選べま

す。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

商品名 その他手芸品（小物） 

 

対応数量 5 個/月 単価 100～1,000 円 

用途等 贈答・記念品用 

特   徴 

手作りによるかわいい手芸品。すべて手作りです。 

事業所 地域作業所 和楽 

住所 大堀 2141-3 

TEL 0439-71-8788 

FAX 0439-71-8788 

担当者 伊藤 しのぶ 

 

 



野菜・花 

商品名 千葉県産 コシヒカリ 

 

対応数量 数量限定に付き要相

談 

単価 5kg２,０００円 

用途等 贈答用・御自宅用 

特   徴 

 近隣の休耕田を借り上げ、稲作を始めて 10 年が経

過。利用者も一緒に田植えを行い一生懸命に育てたお

米です。 

事業所 望みの門新生舎 

住所 川名１４３６－１ 

TEL ０４３９－８７－８８２６ 

FAX ０４３９－８０－１１２４ 

担当者 渡邉 宏子 

商品名 野菜（さつま芋、大根、じゃが芋、玉

ねぎ、ナス、ゴーヤ、絹さやなど） 

 

            

                 

対応数量 ～数 10 キロ 単価  時価 

用途等 食用 

特   徴 

無農薬野菜 

事業所 ワークハウス 憩いの里 

住所 富津市亀田字大坪山 1243-1 

TEL ０４３９－８０－００１２ 

FAX ０４３９－８０－００１３ 

担当者 佐藤・大野 

  



商品名 3 本立て胡蝶蘭 

 

対応数量  単価 10,000 円 ～

25,000 円 

用途等 贈答品 

特   徴 

品質の高い三本立て胡蝶蘭です。ラッピング、立て札

も対応しております。市内配達も可能です。アウトレ

ット花での三本立てもご相談ください。 

事業所 Alon Alon オーキッドガーデン 

住所 富津市西大和田 1234-2 

TEL 0439-33-9138 

FAX 0439-33-9138 

担当者 大澤 剛志 

商品名 アウトレット胡蝶蘭 

 

対応数量  単価 1,000 円 ～

7,000 円 

用途等 贈答品、ご家庭観賞用 

特   徴 

規格外のお花をアウトレット価格の特価で販売して

おります。そのままのお持ち帰りで 1 本 1,000 円。 

鉢に入れて 2 本立てなどアレンジは自由です。 

事業所 Alon Alon オーキッドガーデン 

住所 富津市西大和田 1234-2 

TEL 0439-33-9138 

FAX 0439-33-9138 

担当者 大澤 剛志 

商品名 チャレンジ苗 

 

対応数量  単価 500 円 

用途等 贈答品、ご家庭観賞用 

特   徴 

一度花が終わった苗です。ご家庭で観葉植物のひとつ

として育ててみてください。運がよければ既に花芽が

ついているものもあるかも？ 

事業所 Alon Alon オーキッドガーデン 

住所 富津市西大和田 1234-2 

TEL 0439-33-9138 

FAX 0439-33-9138 

担当者 大澤 剛志 

  



 役  務 

作業内容 草取り・草刈り 事業所 太陽（ひ）のしずく 

作業予定人

員 
利用者３名 職員１名 住所 富津市湊 1070-3 

実動日数 内容により 要相談 TEL 0439-67-3711 

担当者 幾野 圭裕 FAX 0439-67-3722 

特      徴 

 花壇の草取りや植え替え、水やりなどを行っています。市役所や市民会館の花壇整備もお手伝い

させていただいています。  

作業内容 買い物同行（代行） 事業所 太陽（ひ）のしずく 

作業予定人

員 
利用者１名 職員１名 住所 富津市湊 1070-3 

実動日数 内容により 要相談 TEL 0439-67-3711 

担当者 幾野 圭裕 FAX 0439-67-3722 

特      徴 

買い物に同行し、店内にて指定されたものを取りに行ったり、購入したお荷物をお運びます。ま

た、商品を指定していただき、代わりに購入してくることもいたします。 

作業内容 公園清掃・管理(草刈り) 事業所 地域作業所 和楽 

作業予定人

員 
利用者 4 名 職員１～2 名 住所 大堀 2141-3 

実動日数 3 日／週 TEL 0439-71-8788 

担当者 小池 光徳 FAX 0439-71-8788 

特      徴 

現在、地域にある公園(10 か所以上)の草刈りを 4 回/年行っています。  

  



 

作業内容 公園清掃・管理(トイレ) 事業所 地域作業所 和楽 

作業予定人

員 
利用者 4 名 職員１～2 名 住所 大堀 2141-3 

実動日数 3 日／週 TEL 0439-71-8788 

担当者 小池 光徳 FAX 0439-71-8788 

特      徴 

公園内のトイレ清掃を 2 回/週行っています。 

作業内容 草取り、草刈り 事業所 あおいそら 

作業予定人

員 
利用者３～４名 職員２～３名 住所 富津市佐貫２５５ 

実動日数 ３日／週 TEL 0439-29-7268 

担当者 小野 紗代子 FAX 0439-29-7269 

特      徴 

カマなどを使った手作業での草取り作業から、芝刈機、草払機などの機械を使った草刈り作業ま

で、幅広く対応します。刈った草の後片付けまでしっかりと対応させて頂きます。 

作業内容 封入作業 事業所 あおいそら 

作業予定人

員 
利用者３～４名 職員２～３名 住所 富津市佐貫２５５ 

実動日数 ３日／週 TEL 0439-29-7268 

担当者 小野 紗代子 FAX 0439-29-7269 

特      徴 

資料を綺麗に３つ折りして、封入、糊付け、切手を貼るまでの作業を一貫して行えます。 
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富津市障害者総合支援協議会 

就労支援部会 
 

【事務局】 

富津市健康福祉部 福祉の窓口課 

(TEL)0439-80-1260 

(FAX)0439-80-1355 


