
N0. 法人名 事業所名 市町 所在地 電話番号 FAX番号 E-mail 分類 業務内容 参考単価 納期 受注可能エリア その他

1 ふるさとファーム株式会社 ユーファームふるさと事業所 01　宇都宮市 宇都宮市長峰町161-1 028-672-3711 028-372-3722
furusatofarm001@air.ocn.ne.j

p
④農作物 大豆の選別 宇都宮市・さくら市 持ち帰り事業所での作業を希望します

2 合同会社　アンドＭ
就労継続支援A型　未来工房
宇都宮駅前

01　宇都宮市
宇都宮市駅前通り3-1-1
薄井ビル2階

028-610-7570 028-610-7571
miraikoubou.utsunomiya@gm

ail.com

④農作物 葉かき、摘み取
り、選別等

業務委託契約として要相談
※施設内・外での受注が可
能です。
※工程、工数を参考にした
個数単価算出や、時間単位
での工賃算出をお願いして
います。

要相談
※生産工程、納品場所、物
量などによって２～３日の
ものから１週間程度など、
幅広く対応させて頂きま
す。

近隣市町 ・施設内・外での受託が可能です。
・施設内委託であれば納期によって受注可能エリアを拡げることもできます。運搬は
弊社でも行うことができます。運賃は別途請求または工賃への上乗せのいずれかでの
対応をお願いしています。
・施設外委託の場合は、作業時間、場所などをご相談させて頂きたいと思います。５
名から最大２０名まで作業人員を出すことが可能です。
・営業時間は9：30～15：00ですが、前後する場合でも対応致しますのでご相談下さ
い。

3 社会福祉法人　房香会 しのいの郷農園 01　宇都宮市 宇都宮市上小池町31 028-669-2722 028-669-2722 houkoukai@shinoi.or.jp
④農作物 きのこ 乾燥椎茸　　　　　　300

円～500円
注文は5日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで 贈答用もご用意できます（別料金）

4 社会福祉法人　房香会 しのいの郷農園 01　宇都宮市 宇都宮市上小池町31 028-669-2722 028-669-2722 houkoukai@shinoi.or.jp
④農作物 このこ 生椎茸

200円～
注文は10日前までにお願い
します。

近隣市町まで 収穫量により提供ができない場合がございます。
贈答用もご用意できます（別料金）

5 社会福祉法人　晃丘会
就労継続支援(B型)事業所ひば
り

01　宇都宮市 宇都宮市竹下町435番地158 028-670-0330 028-667-7315 info@koukyukai.or.jp
④農作物 野菜 アスパラ200ｇ200円 注文は１週間前にお願いし

ます。
近隣市町まで 注文可能期間2月～9月

6 社会福祉法人　晃丘会
就労継続支援(B型)事業所ひば
り

01　宇都宮市 宇都宮市竹下町435番地158 028-670-0330 028-667-7315 info@koukyukai.or.jp
④農作物 野菜 里芋500ｇ200円

ネギ3本100円
注文は１週間前にお願いし
ます。

近隣市町まで 注文可能期間11月～2月

7 社会福祉法人　河内四つ葉会 グーフォ・かわち 01　宇都宮市 宇都宮市中岡本町3178-3 028-673-0002 028-671-0785
kawachi-

yotsubakai@rouge.plala.or.jp

④農作物 花苗、野菜 50～100円 注文は前日までに 市内 ペチュニア、パンジー、ジャガイモ、ダイコン、切り干し大根等

8 社会福祉法人すぎの芽会 デイセンターすぎの芽 01　宇都宮市 宇都宮市板戸町3650番地 028-667-8093 028-670-3370
ds-center@suginomekai.or.jp

④農作物 長ネギ 1袋（350ｇ程度）
100円+税※要相談

10月～3月 近隣市町村（要相談） ※納品量や金額については要相談。

9 社会福祉法人すぎの芽会 デイセンターすぎの芽 01　宇都宮市 宇都宮市板戸町3650番地 028-667-8093 028-670-3370
ds-center@suginomekai.or.jp

④農作物 里芋 1袋（350ｇ程度）
100円+税※要相談

10月～2月 近隣市町村（要相談） ※納品量や金額については要相談。

10 恵友会 ひびき 01　宇都宮市 宇都宮市下小倉町1536 028-666-7601 028-666-7602
shogaifukushi-

hibiki@rord.ocn.ne.jp

④農作物 除草・石拾い 2時間利用者３名
2,000円

依頼は7日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで

11 株式会社　好 就労継続支援B型事業所　幸空 01　宇都宮市 宇都宮市平松本町756 028-688-0208 028-637-8091
④農作物 花苗 １ポット

５０円
注文の２日前までにお願い
致します。

県内全域 納品もさせていただきます。

12 株式会社　好 就労継続支援B型事業所　幸空 01　宇都宮市 宇都宮市平松本町756 028-688-0208 028-637-8091 ④農作物 野菜 １００円～５００円
注文の２日前までにお願い
致します。

県内全域 納品もさせていただきます。

13
一般社団法人ソーシャルファー
ム栃木

ソーシャルファーム長岡 01　宇都宮市 宇都宮市長岡町293 028-680-6612 028-680-6613 sfnagaoka@kyoudou.net ④農作物
青果の
露地栽培

　＠100円～
（品種・重量による）

品種による 近隣市町まで
現状、さつま芋や里芋などを契約栽培している。
耕作地は余裕があり、新規受注も受け付けている。

14 社会福祉法人渡良瀬会 水車 02　足利市 足利市葉鹿町735-1 0284-63-2300 0284-22-4562 yokomachi.s.b@gmail.com
④農作物 季節の野菜等の

販売
1袋100円～ 県内全域

種類として主にジャガイモ・サツマイモ・夏野菜が中心。

15 一般社団法人　まなび 桃源舎 02　足利市 足利市　借宿町１－３－２ 0284－22－4480 0284ー64ー8961 info@ashikagamanabi.com
④農作物 作物の収穫・草

刈
時給500円～ 発注元と相談 足利市

16
社会福祉法人　栃木市社会福祉
協議会

就労継続支援センターいちご
の郷

03　栃木市 栃木市都賀町家中2357 0282-28-0252 0282-28-0323
zaitaku-tsuga@tochigishi-

shakyo.or.jp

④農作物 ゴーヤ 100円/本 10本以上は、５日前までに
注文ください。

近隣のみ 収穫時の季節や収穫量に限りがあります。

17
特定非営利活動法人　蔵の街ウ
エイブ

蔵の街ウエイブ第1事業所 03　栃木市 栃木市平柳町1-2-7 0282-23-4465 0282-23-4465
kuranomachi_wave1@yafoo.c

o.jp
④農作物

ミニトマトの
収穫

650円/時間 栃木市内
実働4時間程度が希望　昼食場所や休憩場所が確保され
ていること

18 株式会社野のファーム
ベジモファームＡＢとちぎ就
労継続支援事業所

04　佐野市 佐野市小見町861-2 0283-62-3880 0283-55-5745 nonofarm2013@yahoo.co.jp
④農作物 野菜の生産

100円～ 全国

19 社会福祉法人希望の家 鹿沼ハウス 05　鹿沼市 鹿沼市武子１５６６ 0289-64-3011 0289-63-1854 kibounoie@kibo.or.jp
④農作物 花苗 80円～ 近隣市町

希望の花を播種から行うので時間が欲しい

20 社会福祉法人希望の家 鹿沼ハウス 05　鹿沼市 鹿沼市武子１５６６ 0289-64-3011 0289-63-1854 kibounoie@kibo.or.jp
④農作物 米 １㎏３３０円～ １週間 近隣市町

コシヒカリ

21 NPO法人友歩 友歩 06　日光市 日光市小代1588-16 0288-25-5153 0288-25-5154 yuuho＠chic.ocn.ne.jp
④農作物 季節の野菜販売 大根100円、長ネギ3本100

円等
要相談 日光市（旧今市市内）

22 社会福祉法人　すかい 就労支援事業所　すかい 06　日光市 日光市　足尾町　2084 0288-93-2003 0288-93-2336 syurou1@sukai.jp
④農作物 花苗販売 1ポット　100円～

数量により要相談
数量により要相談
指定品種数量の場合半年前

関東圏
数量により要相談

季節により花の種類が変わります。納品場所、数量により運搬します。年間の契約栽
培も行っています。

23 社会福祉法人　すかい 就労支援事業所　すかい 06　日光市 日光市　足尾町　2084 0288-93-2003 0288-93-2336 syurou1@sukai.jp
④農作物 花プランター販売 要相談 数量により要相談

指定品種数量の場合半年前
関東圏
数量により要相談

季節により花の種類が変わります。納品場所、数量により運搬します。年間の契約栽
培も行っています。

24 株式会社サシノベルテ ＳＢワークス真岡 08　真岡市 真岡市高勢町１－１７１ 0285-81-7000 0285-81-7001 sb2＠sashinoberute.co.jp
④農作物 野菜 最低賃金／時間 天候状況に応じて 近隣市町まで 現在、農福連携マッチングにより農家様で施設外就労を行ってます。4月に1名、一般

就労契約予定です。

25 社会福祉法人清幸会 セルプあじさい 11　那須塩原市 那須塩原市東原166 0287-60-3331 0287-63-3266 selp@nasu-kaigo.or.jp
④農作物 精米販売 令和元年栃木県産コシヒカ

リ10割　324円/㎏(税込)か
ら

2日～5日
数量により応相談

那須地区
その他地域は応相談

5㎏・6㎏・10㎏単位で対応いたします。1回に100㎏以上の注文も対応いたします。配
達も可能です。

26 株式会社テトテ ファーマニーテトテ 11　那須塩原市 那須塩原市一区町251-1 0287-36-7171 0287-36-7181 f.tetote@siren.ocn.ne.jp
④農作物 生椎茸 要相談 注文から１週間以内 近隣市町

27 株式会社テトテ ファーマニーテトテ 11　那須塩原市 那須塩原市一区町251-1 0287-36-7171 0287-36-7181 f.tetote@siren.ocn.ne.jp
④農作物 乾燥椎茸 要相談 注文から１週間以内 近隣市町

28 株式会社テトテ ファーマニーテトテ 11　那須塩原市 那須塩原市一区町251-1 0287-36-7171 0287-36-7181 f.tetote@siren.ocn.ne.jp
④農作物 乾燥きくらげ 要相談 注文から１週間以内 近隣市町

29 合同会社ドリームライジング ドリームライジング 11　那須塩原市 那須塩原市高林377-6 0287-74-2908 0287-74-2908 info@dreamrising104.com
④農作物 季節の野菜 200円〜 2.3 関東近県

30
社会福祉法人とちぎ健康福祉協
会

桜ふれあいの郷 12　さくら市 さくら市鍛冶ヶ沢157-6 028-682-6611 028-682-6647 safure@nifty.com
④農作物 野菜 要相談 要調整 近隣市町村まで 現地作業・施設内作業共に可

31 社会福祉法人　大和久福祉会 就労支援事業所いっぴ 13　那須烏山市 那須烏山市藤田1055番地15 0287-88-1277 0287-88-1277 oowagu2041@proof.ocn.ne.jp
④農作物 花苗 70円 4～5月 那須烏山市他隣接市町 日日草、コリウス

32 社会福祉法人　大和久福祉会 就労支援事業所いっぴ 13　那須烏山市 那須烏山市藤田1055番地15 0287-88-1277 0287-88-1277 oowagu2041@proof.ocn.ne.jp
④農作物 花苗 70円 10～11月 那須烏山市他隣接市町 パンジー、ビオラ

33 アースライン合同会社
就労支援事業所　アクション
下野

14　下野市 下野市石橋205-3 0285-39-6361 0285-39-6362 action.simotsuke@gmail.com
④農作物 ミニトマト

中玉トマト
要相談 注文は２日前までに

量によっては変動あり
近隣市町のみ 1年を通して生産しておりますので、気軽にご連絡ください

34 アースライン合同会社
就労支援事業所　アクション
下野

14　下野市 下野市石橋205-3 0285-39-6361 0285-39-6362 action.simotsuke@gmail.com
④農作物 いちご 要相談 近隣市町のみ 令和２年度からを予定

35 パワードリーム株式会社 ベストファームなかま 15　上三川町 上三川町坂上４０９-３ 0285-32-6751 0285-32-6752
power-

dream@iaa.itkeeper.ne.jp

④農作物 農作業 １時間　853円 請負時に相談 上三川町　下野市

36 株式会社モード・ライラック 益子マインド 16　益子町 益子町山本７０２－２ 0285-81-5831 0285-81-5832 mashiko_mind@yahoo.co.jp
④農作物 買付 売値の85％で買取 当日8：30までに持参 持参していただけるならど

こでも可
移動販売の品として

37 株式会社アグリ益子 アグリ益子 16　益子町 益子町大字長堤215 0285-70-6557 0285-70-6557
aguri.mashiko.215@gmail.co

m

④農作物 生姜、らっきょ
う、ジャガイモ
その他

契約栽培 芳賀郡市内 大垣食品、道の駅ましこにて販売

38 株式会社ワンライン ワンラインおもちゃのまち 20　壬生町 壬生町緑町1‐15‐1 0282‐51‐6001 0282‐51‐6001 ooyama@one-line.co.jp
④農作物 にんにくスプラ

ウト
1袋150円～ 30袋以上は1週間 県内全域 50袋以下の場合地域によって別途送料がかかります

39
社会福祉法人　壬生町社会福祉
協議会

壬生町就労支援施設むつみの
森

20　壬生町 壬生町壬生丁２３２－３ 0282-82-6174 0282-81-0236 mutsumi@mibu-shakyo.net
④農作物 花苗 花苗

60円～100円
春：5月～7月
秋：10月～12月

全国 花の種類等要問合せ。

40 株式会社　大夢 大夢 25　那珂川町 那珂川町谷田９１０－２ 0287-83-8363 0287-83-8363 taimu@basil.ocn.ne.jp
④農作物 アスパラガス販

売
1束（150ｇ）150円
7束：1,000円

受注日の２営業日後 近隣市町 原則引き取りに来られるかたが対象です。
着払いで発送も可能です。アスパラ代金は前払いです。

①食品

②小物雑貨

③事務用品

④農作物

⑤その他

⑥印刷

⑦クリーニング

⑧清掃・管理

⑨データ入力・情報処理

⑩飲食店等の運営

障害者施設等で受注できる業務内容一覧（④農作物）

役務

チラシ、冊子、名刺、ポスター　など

クリーニング、リネンサプライ

清掃、除草作業

名刺等のデータ入力、集計、テープおこし　など

売店、レストラン、喫茶店　など

物品

弁当、パン、菓子、加工食品　など

缶バッチ、繊維製品、木工、各種記念品など

封筒、ハガキ、クリアファイル　など

花苗、野菜、果物、米　など

石鹸　など



⑪その他

役務

機密文書処理、文書の仕分け、封入、発送、袋詰め、梱包、箱折り、資源回収、部品組立、農作業　など


