
　あなたにあった目標を立てて、一歩を踏み
出してみませんか。

社会とのつながり支援（職親）事業
しょく　 おや

あなたの　　を　　します
社会とのつながり支援（職親）事業とは

対象となる方は

1日からの参加も可能です

問合せ先・相談窓口は

居　住　地

相談から開始までは

事業参加期間や1日の体験時間は

体験できるものは

しょくおや

　外への一歩を踏み出し、自分への自信を取
り戻すきっかけとして、一般の企業や事業所
から協力を得て、職場での就労体験（社会参
加）の機会を提供するものです。
　平成28年度から秋田県で実施しています。
　職親のもとで、1日～最長3年まで（年度更
新）の就労体験（社会参加）を経験することに
より自立を支援します。

18歳以上の次のような方が対象です。
●現に就学、就労、家庭外での交遊などの社会参加がなく、家族以外の方との接触を避け、自宅を中心
　とした生活が6か月以上続いている方
●就労や社会参加に関心や意欲を持っている方
※ただし、統合失調症やうつ病で治療中の方は、治療を優先していただく場合があります。
※新しく職親へつながる方が対象です。

参加期間は、希望に応じて次の2つから選ぶことができます。
　①短期参加（1日～1週間未満）…通算2年まで繰り返し参加することができます。
　②通常参加（1週間以上～1年以内）…3年まで更新することができます。
※短期参加と通常参加を組み合わせることもできます。1日の体験時間は相談して決定します。

●まずは最寄りの相談窓口に御相談ください。（窓口は以下のとおりです。）
●就労体験に先立ち、本人、家族、職親、相談窓口担当者との事前面談を行います。
　（希望により職親を見学することも可能です。）
●面談の結果、職親の受入が可能であれば申込手続き（書類の提出）をします。
●就労体験は雇用ではないため給料は支払われません。
●事業所までの交通費や傷害保険は自己負担となります。

●農　　　業…種まき、収穫、出荷作業
●林　　　業…造林作業
●新聞販売所…新聞配達、折り込み
●コンビニエンスストア…品出し、接客
●ス ー パ ー…食品補充、一部加工

●動 物 病 院…受付、診療補助等
●介 護 関 係…調理補助、掃除
●製 造 業…箱・袋詰め等
●サーバ事業…軽作業、補助　　　　など
※作業内容の詳細はお問い合わせください。

【職親利用の目標】
●規則的な生活リズムを整える
●働ける体力を身につける
●人づきあいに慣れる
●働くことの充実感を覚える　など

　一歩を踏み出すことに
不安を感じている方は、
1日からの短期参加も
できます。

続けていく
ことができる
だろうか…

どんな仕事に
向いているか
わからない…

窓　　　口 電話番号

秋田市 秋田県ひきこもり相談支援センター 018-831-2525
大館市・鹿角市・小坂町 北秋田地域振興局大館福祉環境部 0186-52-3955
北秋田市・上小阿仁村 北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部 0186-62-1165

由利本荘市・にかほ市 由利地域振興局福祉環境部 0184-22-4120
大仙市・仙北市・美郷町 仙北地域振興局福祉環境部 0187-63-3403
横手市 平鹿地域振興局福祉環境部 0182-45-6137
湯沢市・羽後町・東成瀬村 雄勝地域振興局福祉環境部 0183-73-6155

能代市・藤里町・三種町・
八峰町 山本地域振興局福祉環境部 0185-55-8023

男鹿市・潟上市・五城目町・
八郎潟町・井川町・大潟村 秋田地域振興局福祉環境部 018-855-5171

・コミュニ
　ケーション
・働き方の
　アドバイス

参加（1日～
最長3年まで
・年度更新）

事業所訪問等
でサポート

就労体験者

事業担当者

事業所訪問等
でサポート

秋田県ひきこもり相談支援センター
または県福祉環境部職員

※職親とは、就労体験の機会を提供する協力事業所のことです。

職　親※

秋 田 県この印刷物は4,000部作成し、その経費は1部あたり13.5円です。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

リサイクル適性 A



「社会に踏み出したい」と考えている方は、どうぞお近くの相談窓口まで御相談ください。
平成30年1月31日現在　62か所の職親が登録されています。

秋田県ホームページにて随時更新しています。 秋田県　社会とのつながり支援 検 索

「職親」とは就労体験希望者を理解して、就労体験の機会を提供し、社会参加に協力している一般企業や
事業所（個人事業主、公益法人及びNPO法人等を含む）であり、秋田県知事の認定を受けています。

※公表の許可をいただいた事業所のみを掲載しています。　※事業所によっては県内各地に店舗があります。

協力事業所名称No 協力事業所所在地 業　　種
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障害福祉サービス

社会福祉業（就労継続支援B型）

製造業（弱電子部品組立）

林業

新聞販売業

わら縄の製造

農業（米、ネギ）

農業

農産物の生産及び販売

農業（生薬栽培）

水産加工

貸室業（教職員団体及び地域住民
の団体への貸室）

農業

介護老人保健施設

ICT関連事業、農業法人（就労継続
支援B型）

サーバ事業

小動物の診療

中古カー用品買取・販売

新聞販売業

新聞販売業

新聞販売業

新聞販売業

コンビニエンスストア（ファミリーマート）

農業（自然栽培米と野菜）

新聞販売業

新聞販売業

新聞販売業

新聞販売業

老人デイサービス

フードバンク事業、制服・学生服
リーユースバンク事業

農業（野菜）

農業

コンビニエンスストア（ローソン）

大館市釈迦内下清水126-1

鹿角市花輪字寺ノ後36-2

鹿角市尾去沢字六角平33-1

北秋田市阿仁水無字畑町東裏208-1内

北秋田市鷹巣字本屋敷104-6

能代市字中関25番地

山本郡八峰町峰浜沼田字明神長根10番地

山本郡八峰町峰浜塙字横内家下52

山本郡八峰町峰浜水沢字水沢20-4

山本郡八峰町峰浜塙字横内家下52

男鹿市船川港字片田71番地26

潟上市天王字追分西93-11

南秋田郡八郎潟町真坂字新田家ノ下74

南秋田郡五城目町字上町284-1

秋田市東通仲町2番12号

秋田市中通三丁目3-10 秋田スカイプラザ7階

秋田市東通2-13-15

秋田市広面字谷地沖7-1

秋田市千秋矢留町3-36

秋田市八橋大畑二丁目10-28

秋田市楢山南中町3-27

秋田市牛島東5丁目9-30

秋田市広面字広面17番地

秋田市楢山大元町5-15

秋田市大町3-5-12

秋田市土崎港中央6-14-21

秋田市飯島美砂町10-27

秋田市千秋明徳町1-13

秋田市牛島西一丁目4番43号

秋田市山王臨海町4-6 アナザーワンビル103号

秋田市下新城小友字蚕沢20-1

由利本荘市石脇字田尻野32-1

由利本荘市東由利老方字四ツ眼21-5

特定非営利活動法人ハートランドひまわり

特定非営利活動法人鹿角親交会

小伸製作所

フォレストワーク

ASA鷹巣　朝日新聞サービスアンカー

佐々保商店

株式会社みらいファーム

白鳥農園

ハッピーマッシュ株式会社

八峰町カミツレ組合

株式会社ひろまる食品工房

特定非営利活動法人男鹿潟上南秋教育会館

コダマ農場

介護老人保健施設　湖東老健

株式会社アキタネット

株式会社エスツー

城東動物病院

UP GARAGE秋田店

秋田東販売所

秋田魁大畑専売所

秋田魁新報　秋田南専売所

秋田魁新報　牛島販売所

有限会社　酒の福屋

宮入農場

秋田魁新報　秋田中販売所

秋田魁新報　土崎販売所

秋田魁新報　飯島販売所

ASA千秋公園

株式会社秋田南部福祉会デイサービスセンターえびす

特定非営利活動法人秋田たすけあいネットあゆむ

おとも農園

藤原農園

ローソン東由利老方店

協力事業所名称No 協力事業所所在地 業　　種
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セブン-イレブン由利本荘大内インター店

秋田ルビコン株式会社

特定非営利活動法人秋田スポーツ振興
育英会なごみの家

マシンクリエーション株式会社

Yショップ鳥海店

特定非営利活動法人はまなす会ゆうゆう

ざっかや　にこり

有限会社トガシ製作所

一羊舎

秋田マテリアル株式会社

滝の茶屋

株式会社大日向建築　ショートステイひなたぼっこ

株式会社協和振興開発公社

株式会社タカヤナギ

秋田魁新報　大曲南販売所

秋田魁新報　中仙販売所

特定非営利活動法人ワーカーズコープ
大仙地域福祉事業所　いぶりん

社会福祉法人秋田ふくしハートネット
指定障がい福祉サービス事業所　愛仙

アスカフーズ株式会社

イオ・グランデ条里

KALULA

社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会

特定非営利活動法人ひだまり

社会福祉法人偕行塾

社会福祉法人一視同仁会　この花

竹原農場

由利本荘市大谷字鍋倉41-1

由利本荘市東由利舘合字上ノ代1番地1

由利本荘市谷地町108

由利本荘市矢島町七日町字熊之堂94

由利本荘市鳥海町下川内字山ノ下166-1

由利本荘市西目町出戸字浜山232

由利本荘市谷地町95

にかほ市樋目野字中山39

にかほ市金浦字高森87-1

にかほ市平沢字深谷地16番地8

にかほ市象潟町小滝櫃石70-3

にかほ市三森字午ノ浜117番地1

大仙市協和船岡字庄内214番地

大仙市川目字町東33番地

大仙市大曲栄町13-32

大仙市下鶯野字大谷68-1

大仙市協和峰吉川字半仙64-388

仙北市西木町小渕野字中関7

横手市平鹿町中吉田字上藤根143番地

横手市条里三丁目2-55

湯沢市三梨町字大沢155

湯沢市古館町4-5

湯沢市岩崎字南四条22番地

湯沢市寺沢字本郷99番1

湯沢市川連町字久保7番地2

雄勝郡羽後町床舞字中村8-3

コンビニエンスストア（セブン-イレブン）

電気機械器具製造業（アルミ電解
コンデンサ製造工場）

学術文化芸術又はスポーツの振興
を図る活動　等

産業用機械部品製造

コンビニエンスストア

障害福祉サービス事業所（就労継続支援B型）

小売業（陶器小物の製造販売、ハン
ドメイド作品の受託販売など）

金属切削加工業

木製家具製造販売

リサイクル業

飲食業（喫茶・食事提供等）

介護施設（ショートステイ）

小売・飲食業

小売業（食品スーパーマーケット）

新聞販売業

新聞販売業

障害福祉サービス（就労移行支援・
就労継続支援B型）

社会福祉業（就労継続支援B型）

米穀事業部：精米業・販売
食品事業部：冷凍食品製造

社会福祉サービス事業所（就労継続支援B型）

仏壇製造卸業

社会福祉事業

障害福祉サービス事業

第1種・2種社会福祉事業

サービス付高齢者向け住宅

農業

メモ欄
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