
基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人 山梨太陽の家 施設長 小林 三良 
事業所の 

開設年 

事業所名 あずま太陽の家 
サービス管理

責任者 
細田 徳哉 

H19 年 

9 月 

関連施設  

住所 甲府市羽黒町１２７２－１ 

電話番号 ０５５－２５３－３７１１ FAX ０５５―２５３－３７１２ 

定員   就労継続支援Ｂ型 １０名               ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ □精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 施設から３０分範囲内の自宅なら送迎可（不可の場合も有） 

方法 乗用車（レジアス） 

食事 給食（昼食 ４４０円） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

・甲州印伝製品に入っている栞折り。 

・高齢者を対象とした、初級、中級向けのパソコン 

 教室。 

８：３０  朝礼、作業開始 

１０：３０ 休憩、体操、水分補給 

１１：３０ 昼食、休憩 

１３：００ 作業開始 

１４：４５ 作業終了、清掃 

１５：００ 帰宅準備 

余暇活動 PR・特徴 

・月１回程度のレクリエーション 

・季節の行事（ひな祭り、七夕、クリスマス会） 

 

「世に障がい者はあっても、仕事に障害はあり得ない」 

をモットーに利用者さんと関わっています。 

障がい者の残存能力を少しでも生かしていきたいと思

います。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 特手非営利活動法人来未 施設長 三井 崇 
事業所の 

開設年 

事業所名 いろどり 
サービス管理

責任者 
三井 崇 

 ２８年 

１０月 

関連施設 就労継続支援 B 型 

住所 甲府市桜井町６１５－２ 

電話番号 ０５５－２６９－８８６１ FAX ０５５－２６９－８８６１ 

定員   20 名 ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 甲府国母方面／甲府駅方面 甲州市勝沼町 山梨市駅方面 笛吹市石和町 

方法 乗用車 

食事 
昼食は、持参もしくは仕出し弁当注文（まもかーる） 

※仕出し弁当注文の場合、普通盛り２８０円 

 

所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  ■土  □日                

（土曜日は、月に 1～２回半日開所） 

作業内容 １日のスケジュール 

○軽作業（ようかんの包装、釣り用具加工、ダーツ加

工、封入作業など） 

○施設外就労（リサイクル作業） 

○草取り 

９：２０ 出勤・着替え（各自作業内容の確認） 

９：３０ 作業開始 

１０：３０ １０分休憩 

１２：００ 昼食休憩 

１３：００ 作業開始 

１４：２０ １０分休憩 

１５：２０ 作業終了・掃除 

１５：４０ 退勤 

余暇活動 PR・特徴 

○納涼会（８月） 

○忘年会（１２月） 

○新年会（1 月） 

○日帰り旅行（４月・１１月） 

＊その他季節に応じた余暇活動を実施 

（サクランボ狩り、ぶどう狩り等） 

開設して間もない事業所です。みんなで、一緒に事業所

を作り上げえ行きたいと考えています。 

自分に合った利用をしていただけたらと思います。 

 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  □可・□不可  

法人名 特定非営利活動法人かしのみ 施設長 小俣 弘美 
事業所の 

開設年 

事業所名 就労支援事業所かしのみ 
サービス管理

責任者 
小俣 弘美 

23 年 

4  月 

関連施設  

住所 甲府市宝１－２９－９ 

電話番号 ０５５－２３２－６６１３ FAX ０５５－２３１－５０５８ 

定員   就労継続支援Ｂ型４０名                  ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
□有 

□無  

範囲  

方法  

食事 持参もしくは仕出し弁当注文（ハローランチ）１食３３０円 

 

開所日 
□月  □火  □水  □木  □金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

＊ドライフルーツ製造・販売 

＊クラッシュゼリ－・コンポート製造・販売 

＊アップルパイ製造・販売 

＊月の雫製造 

＊軽作業（部品組立・お土産品包装・リネンたたみ） 

＊施設外就労（ヤマト運輸荷物仕分け・ホテル清掃） 

＊施設外支援（ヤマト運輸メール便仕分け） 

 

９：３０  朝礼（気分しらべ）掃除 

１０：００ 作業開始 

１２：００ 昼食休憩 

１３：００ 作業開始 

１５：３０ 作業終了 

 

 

余暇活動 PR・特徴 

４月   お花見 

６月   旅行 

１２月  クリスマス会・忘年会 

＊障害者スポーツ大会６月、 

 交流会６月 

 障害者文化展９月 

 精神障害者ソフトバレー、卓球大会１１月 

 交 

かしのみは障害があっても自立して地域で生活 

出来るよう、しっかりした工賃を出していくこと 

が目標です。 

仕事も下請けから食品加工、施設外就労と本人の希望 

と能力に応じて選べるようになってます。 

共に支え合い、共に働き、少しでも豊かな時間 

を歩んでいきましょう。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 株式会社絆 施設長 田中 茂富 
事業所の 

開設年 

事業所名 就労継続支援 A 型事業所絆 
サービス管理

責任者 
長友 杏子 

平成２６

年２月 

関連施設 就労継続支援 B 型事業所絆 

住所 山梨県甲府市国母４－２１－２ 

電話番号 ０５５－２２５－０５７７ FAX ０５５－２２５－２５７７ 

定員   ２０名  ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
□有 

■無  

範囲  

方法  

食事 昼食は各自持参、ただし本社社員食堂利用可能 1 食 150 円（バイキング形式） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日  

（土日祝祭日、盆休み、年末年始休み） 

作業内容 １日のスケジュール 

●オードブル用チーズ巻き ８：３０ 出勤・作業服着衣 

９：００ 作業開始 

１１：５０ 朝礼 

１２：００ 昼食休憩 

１３：００ 作業開始 

１５：００ 作業終了・簡易掃除 

１５：１０ 着替え・退勤 

余暇活動 PR・特徴 

●お汁粉会（１月） 

●暑気払い（８月） 

●クリスマスケーキ会（１２月） 

●年末慰労会（１２月） 

 

チーズ巻き製造を通じて、多くの方の働きたいを実現

し、共に働く仲間との「絆」や社会との「絆」作りの支

援をします。周囲から認められ、必要とされ、役に立っ

ていると実感できるやりがいや働く喜びを実体験し、

自信を持って生きていける力の習得をサポートし続け

ます。障害者枠や一般就労への１ステップとして利用

頂けるよう取り組んでいきます。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 株式会社絆 施設長 田中 茂富 
事業所の 

開設年 

事業所名 就労継続支援Ｂ型事業所絆 
サービス管理

責任者 
長友 杏子 

平成２６

年２月 

関連施設 就労継続支援 A 型事業所絆 

住所 山梨県甲府市国母４－２１－２ 

電話番号 ０５５－２２５－０５７７ FAX ０５５－２２５－２５７７ 

定員   10 名  ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
□有 

■無  

範囲  

方法  

食事 昼食は各自持参、ただし本社社員食堂利用可能 1 食 150 円（バイキング形式） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日  

（土日祝祭日、盆休み、年末年始休み） 

作業内容 １日のスケジュール 

●惣菜用粉の計量・袋詰め・包装 ８：３０ 出勤・作業服着衣 

９：００ 作業開始（作業中 10 分程度休憩） 

１１：５０ 朝礼 

１３：００ 昼食休憩 

１４：００ 作業開始 

１５：００ 作業終了・簡易掃除 

１５：１０ 着替え・退勤 

余暇活動 PR・特徴 

●お汁粉会（１月） 

●暑気払い（８月） 

●クリスマスケーキ会（１２月） 

●年末慰労会（１２月） 

 

日々決まった場所で決まった作業を行うことに慣れ、

生活リズムや体調の維持管理をしっかりできるように

支援します。周囲から認められ、必要とされ、役に立っ

ていると実感できるやりがいや働く喜びを実体験し、

自信を持って生きていける力の習得をサポートし続け

ます。A 型就労、障害者枠や一般就労への１ステップと

して利用頂けるよう取り組んでいきます。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人 山梨県社会福祉事業団 施設長 内藤 功洋 
事業所の 

開設年 

事業所名 障害者支援施設 きぼうの家 
サービス管理

責任者 
雨宮 光夫 

Ｈ30 年 

  6 月 

関連施設 
障害者支援施設もえぎ寮（生活介護、施設入所支援）、 

障害者支援施設はまなし寮（生活介護、施設入所支援、短期入所） 

住所 甲府市西油川町 117-1 

電話番号 055-288-8081 FAX 055-288-8085 

定員   
就労移行支援 6 名 就労継続支援Ｂ型 17 名 

※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 
甲斐市（長塚）、甲府市（羽黒町、西田町、貢川、中央、向町）、 

笛吹市（現在は利用者なし） 

方法 乗用車 3 台を使用し 3 コースにて実施中 

食事 昼食は施設にて提供 一食 500 円 低所得者 263 円 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  ■土  □日  

（祝日、年末年始（12/31～1/3）は休業日です。） 

作業内容 １日のスケジュール 

○施設内の洗濯業務 

 施設入所している方の衣類や寝具などの洗濯、 

 洗濯畳み、配る作業を行います。 

○軽作業 ・封筒：封筒を数え、袋に入れます。 

 ・封入作業：チラシなどを封筒に入れます。 

 ・箱折り作業：菓子箱を折って製品にします。 

 ・鍵のバリ取り：歯ブラシなどでこすって取ります。 

10:00 出勤、バイタルチェック 

10:15 朝礼、作業開始 

11:45～12:45 昼食、休憩① ※２グループに 

12:15～13:15 昼食、休憩②  分かれています。 

14:45 15 分休憩 

15:15 作業終了、掃除  

15:25 退勤 

余暇活動 PR・特徴 

・春祭り（4 月） 

・納涼会（7 月） 

・秋祭り（10 月） 

・クリスマス会（12 月） 

以上の行事は生活介護と合同で行っています。 

平成 30 年 6 月に羽黒町より移転し、新しい施設にな

りました。随時見学受付中です。 

利用者さんの多くは送迎を利用し、自宅までの送迎を

利用していただいています。将来の就職を見据えて、施

設利用の為の通所を自家用車または、公共交通機関を

利用することをお勧めしています。通勤手段、方法等は

相談に応じ支援いたします。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人 清長会 施設長 清水 雅史 
事業所の 

開設年 

事業所名 
障がい者通所授産施設 

くぬぎの森 

サービス管理

責任者 
中込 隆広 

Ｈ 15 年

12 月 

関連施設 
障がい者支援施設：千代田荘、 

高齢者福祉施設：敷島荘、しまのさと、しあわせホーム甲府、しあわせホーム竜王 

住所 甲府市下帯那町 2980 

電話番号 055-251-8010 FAX 055-251-8051 

定員   
就労継続支援Ｂ型.：20 名、就労移行支援：６名 

生活介護支援：14 名                    ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 ＪＲ甲府駅、竜王駅 ⇔ 施設、くぬぎの森城東店 ⇔ 施設※その他 要相談 

方法 乗用車（キャラバン） 

食事 昼食は本部…持参もしくは給食注文（324 円）、城東店…持参もしくは品出し弁当（360 円） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

  

 ●各施設等リネン類などクリーニング作業。 

 ●企業から下請けによる封筒入れ、シール貼り 

  梱包作業など。 

 ●パン、菓子類など製造、販売。 

 

9：00 出勤・着替え・朝礼・作業開始 

10：00 休憩 

12：00 昼食休憩 

13：00 作業開始 

14：00 休憩 

15：30 作業終了・掃除・着替え・退勤  

余暇活動 PR・特徴 

 

 ●バーべキュー大会 （４月～５月） 

 ●障害者スポーツ大会（５月） 

 ●１泊行楽     （９月） 

 ●絵画教室     （月１回）  

 

福祉就労の場として、共に働き全サービス利用者へ 

工賃支給。 

 社内融和とモチベーションアップを図り元気 

いっぱいのくぬぎの森です。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 甲府市社会福祉事業団 施設長 山田 修 
事業所の 

開設年 

事業所名 甲府市障害者センター 
サービス管理

責任者 
田中 覚 

 H10年 

  ４月 

関連施設 甲府市基幹相談支援センター・りんく 相談支援事業所あんず 救護施設光風寮 なでしこホーム 

住所 甲府市東光寺 1 丁目 10 番 25 号 

電話番号 055-222-0743 FAX 055-222-0743 

定員   
就労移行 7 名 自立訓練 6 名 就労継続 B 32 名 生活介護 15 名 

※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 甲府市市内 （事業により相談） 

方法 乗用車 リスト付き送迎車あり 

食事 給食・持参（お弁当・コンビニ等）・喫茶グー 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

○内職作業（封筒・DM・段ボール） 

○EM ほかし・コンポスト作成（肥料） 

○喫茶（飲食の提供） 

○施設外実習（農作業） 

10：00 朝礼 ラジオ体操 

10：20 作業開始～11：00 10 分休憩 

12：00 昼食休憩 

13：00 作業開始～13：50 10 分休憩 

14：00 作業開始～14：50 10 分休憩 

15：00 作業開始～15：20 作業終了・掃除 

15：50 終礼後帰宅 

余暇活動 PR・特徴 

○グループ活動（年 2 回） 

○イベント（年 3 回・七夕・運動会・クリスマス） 

○バス旅行 

○夏祭り 

○障害者スポーツ大会・障害者文化展 

障害者センター内の喫茶コーナー「gu」では、平日 

午前 11 時から午後 2 時まで営業し、名物カレーや手

作りピラフを提供しています。コーヒーもおいしいと

の声も・・・。お近くにお越しの際はぜひご利用お願い

します。皆様のご利用お待ちしています。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人 甲府市社会福祉事業団 施設長 山田 修 
事業所の 

開設年 

事業所名 甲府市障害者センター 
サービス管理

責任者 
田中 覚・小田切 和夫 

 H10年 

  4 月 

関連施設 基幹相談支援センター りんく・相談支援事業所相談室 あんず 

住所 山梨県甲府市東光寺 1 丁目 10 番 25 号 

電話番号 055-222-0743 FAX 055-222-0743 

定員   就労移行支援事業所 7 名               ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 甲府市内 

方法 乗用車・福祉車両（ハイエース） 

食事 
昼食は、給食注文もしくは持参・喫茶店利用 

※給食注文の場合 320 円（食事提供体制加算対象者）もしくは 650 円 

 

開所日 ■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日（祝日・年末年始は除く）                         

作業内容 １日のスケジュール 

○段ボールのバリ取り作業・組立作業 

○ダイレクトメール作業（あて貼り・封入作業） 

○EM ほかし・新聞コンポスト作り 

9：00  出勤 

9：45  朝礼・体力づくり 

10：00 作業開始 

12：00 昼食休憩 

13：00 作業開始 

15：00 休憩 

15：15 清掃訓練 

16：00 退勤 

余暇活動 PR・特徴 

○グループ活動（買い物会・バス旅行） 

○七夕会（7 月） 

○運動会（10 月） 

○クリスマス会（12 月） 

＊障害者スポーツ大会（5 月）、障害者文化展（9 月）

へも参加しています。 

ここでは、働く時に大切な挨拶や報告・確認また相談す

ることを作業や実習（接客サービス、清掃訓練や施設外

での作業など）をしながら色々な体験を通じて社会と

の関わり方を学び、就労するための準備を行っていま

す。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 医療法人 山角会 施設長 小林 政雄 
事業所の 

開設年 

事業所名 ココット 
サービス管理

責任者 
小林 政雄 

平成 15

年 4 月 

関連施設 支援センターみさき 

住所 甲府市美咲 1-8-5 

電話番号 055-251-6001 FAX 同左 

定員   就労継続支援 B 型事業 20 名             ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ □知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ □知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
□有 

■無  

範囲  

方法  

食事 持参 

 

開所日 ■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 （夏季、年末年始に休業日あり） 

作業内容 １日のスケジュール 

①パン製造・販売（パン工房でのパンやサンドイッチ

の製造、店頭販売） 

②喫茶での販売（店舗での接客、販売、軽食の調理） 

③弁当の調理・宅配（弁当の調理、近隣への宅配） 

④清掃作業（ココット、支援センターみさきの清掃） 

⑤軽作業（機械部品の組み立て） 

①8：00～14：00 頃（昼休み 1 時間。作業完了次第

退勤。時短応相談） 

②8：00～15：30（昼休み 1 時間。時短応相談） 

③9：00～13：00 

④最短 30 分から応相談 

⑤10：00～12：00 頃（各自作業が完了次第退勤） 

余暇活動 PR・特徴 

〇いちご狩り 

〇花見 

〇バーベキュー 

〇カラオケ 

〇食事会 

〇夜景観賞 

〇忘年会 

などを実施しています。 

精神疾患や障がいがあっても、「働きたい」、「社会との

つながりを大事にしたい」という思いは皆同じです。 

「まだ働く自信がないけど、どれくらいできるのか試

したい」、「無理のないペースで参加して病状の悪化を

防ぎたい」、「いずれは就職したい」、という方に作業を

提供し、相談に応じます。 

安心・安全な環境で、目標に前向きな気持ちで取り組

み、「自分らしく生きること」を支援します。 

 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 株式会社ＮＥＸＴ・ＤＯＯＲ 施設長 依田 伸 
事業所の 

開設年 

事業所名 
多機能型障がい福祉サービス事業所 

こっとん 

サービス管理

責任者 
渡邊 正子 

平成 28 年 

   4 月 

関連施設  

住所 甲府市高畑一丁目１６－８ 

電話番号 ０５５－２２５－５４４０ FAX ０５５－２２５－５４４１ 

定員   
就労移行支援事業：６名 

就労継続支援 B 型事業：１４名             ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 甲府市 中央市 昭和町 他地域については応相談 

方法 乗用車 

食事 昼食は持参もしくは仕出し弁当（まもかーる） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

・農作業（季節の野菜、稲作作業） 

・エコクラフト雑貨製作（バック、籠等） 

・企業からの下請け内職（簡単な部品作成） 

9：30  出勤・着替え・チェック 

10：00  作業開始 

10：４５ 休憩（15 分） 

12：00  昼食休憩 

13：00  作業開始 

13：45  休憩（15 分） 

14：45  作業終了 掃除 

１５：３０ 退勤 

余暇活動 PR・特徴 

４月：お花見 

５月：バーベキュー 

不定期：料理教室 

各種イベント参加 

 

・施設利用者を第一に考え、押し付けることをしない 

・職員と利用者がフレンドリーである 

・作業は各利用者にあわせたカリキュラムを考える 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 株式会社綜合キャリアトラスト 施設長 傳田 亜玲乃 
事業所の 

開設年 

事業所名 SAKURA 山梨センター 
サービス管理

責任者 
村松 潤一 

H24 年 

 11 月 

関連施設 現在全国に SAKURA センター19 拠点。 

住所 山梨県甲府市徳行 2-5-13 KAI スクウェア 

電話番号 055-221-3918 FAX 055-221-3919 

定員   就労移行支援事業 20 人               ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 JR 甲府駅⇔施設 往復のみ      それ以外の送迎については要相談。 

方法 普通乗用車（ステップワゴン） 

食事 
昼食は持参もしくは自身での買出し、外での昼食も可 

※仕出し弁当や注文などは無い 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

○一般就労に必要なビジネスマナー研修。 

○人間関係を良好にするためのコミュニケーション

研修。 

○基礎的なパソコン研修。 

○企業から受託した軽作業をセンター内で行い企業

へ納品する生産活動研修。 

○コミュニケーション力向上や、生産性を高めるため

の手先を使った作業研修等。 

9:45 朝の清掃 

10:00 朝礼 

10:30 午前研修（10 分休憩） 

12:00 昼食休憩 

13:00 午後研修（10 分休憩） 

14:30 振り返り学習・研修リポート記入 

15:30 ストレッチ 

15:40 夕礼 

15:50 夕方の清掃 

16:00 退勤 

余暇活動 PR・特徴 

○夏・冬の納会（8 月 12 月） 

○お花見会やクリスマス会など（非開催あり） 

○避難訓練（年 2 回） 

○企業見学会、お仕事説明会（不定期） 

「働きたい」と言う思いを応援します。 

一般就労するために必要な企業目線での各種研修を行

っています。会社で愛される社員力（エンプロイアビリ

ティ）を高め、ただ単に就職するだけでなく長く働き続

けられることを目標にしています。 

グループ会社の強みを活かし研修だけでなく、職場見

学や職場実習、履歴書の書き方、面接練習など実践的な

プログラムも行っています。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 株式会社 ZIRITS 施設長 田中広 
事業所の 

開設年 

事業所名 ジリツアカデミー 
サービス管理

責任者 
田中広 

2008 年 

  9 月 

関連施設  

住所 甲府市宮原町 94-1 

電話番号 055-268-2255 FAX 055-268-2256 

定員   就労移行 14 名 自立訓練（生活）6 名 B 型 10 名     ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ □知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
□有 

■無  

範囲  

方法  

食事  

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

PC を使っての訓練 

軽作業 

面接練習 

履歴書作成 

9：15 朝礼 

9：30～10：30 1 限 

10：45～11：45 2 限 

11：45～12：45 お昼休み 

12：45～13：45 3 限 

14：00～15：00 4 限 

15：00～15：15 清掃・終礼 

余暇活動 PR・特徴 

毎週土曜日を開放し、現利用者・就労が決まった利用

者の交流の場としてお茶会を行っています。 

希望者を募って、障害者文化展の作品制作を行ってい

ます。 

1 人 1 台 PC を用意させて頂き、1 人 1 人の体調・障

害によって訓練カリキュラムを作成しています。個別

作業・訓練となりますので、マイペースで通所すること

が出来ます。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 公益財団法人住吉偕成会 施設長 小林 光一 
事業所の 

開設年 

事業所名 すみよし作業センター 
サービス管理

責任者 
小川 貴史 

平成 11 年

4 月 

関連施設 
すみよし生活支援センター（地活・相談支援）、ハピアすみよし（自立訓練）、すみよし障がい者就

業・生活支援センター、グループホーム（ひまわり荘、すみれ荘、さくら荘、さつき荘） 

住所 甲府市住吉４－１０－３２ （従たる事業所甲府市住吉４－７－２７－２Ｆ） 

電話番号 055-221-2110 FAX 055-221-2120 

定員   
就労移行支援事業：6 名 

就労継続支援Ｂ型事業：２０名 従たる就労継続支援Ｂ型事業：10 名 

対象障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 自宅等（従たる事業所の利用者のみ） 

方法 乗用車（ハイエース） 

食事 昼食は希望者へ給食を提供します（220 円／食） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日  

（土曜作業は不定期に実施） 

作業内容 １日のスケジュール 

かさ紙の清掃作業 

アクセサリーの検品加工作業 

メール便の仕分け・配達作業 

アパート、マンション共有部分の清掃 

売店、喫茶店の補助作業 

法人内入院患者様向けサービス（おやつ配達等） 

草刈・除草作業      など 

９：００～９：３０   朝礼・ラジオ体操 

９：３０～１１：５０  午前作業 ※ 

１１：５０～１３：００ 昼食・休憩 

１３：００～１６：００ 午後作業 ※ 

※午前・午後作業とも途中１５分間の休憩あり 

従たる B 型事業所は別途タイムスケジュールにて 

運用 

余暇活動 PR・特徴 

年間活動計画に基づき実施 

新年会・花見・小グループ活動・昼食会 

ミニソフトボール・グランドゴルフ大会・ 

クリスマス忘年会など 

余暇活動以外に勉強会・OB による講演会も実施 

内職作業・企業内作業（実習）・屋外作業・接客作業等

様々な作業種目を準備し、利用者さんの強み（できる

事）を生かしながら、苦手分野も少しずつ克服し、ステ

ップアップに向けて体力・自信の向上を目指していま

す。 

まずはお気軽に見学にお越しください。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人たんぽぽ康洋会 施設長 板山 俊介 
事業所の 

開設年 

事業所名    多機能型事業所たんぽぽ 
サービス管理

責任者 
田中 登起子 

平成 29 年 

 4 月 

関連施設 生活介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業事業所 

住所 甲府市湯田一丁目１２－１３ 

電話番号 ０５５－２３７－０１３０ FAX ０５５―２３７―０１３０ 

定員   
生活介護事業所１４名 

就労継続支援Ｂ型事業所１５名             ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 自宅への送迎   ＊他の事業所への送りは相談に応じます。 

方法 乗用車（ワンボックス・リフト付きワンボックス・ライトバン・軽自動車） 

食事 
昼食は、持参もしくは仕出し弁当注文（まもかーる） 

＊ 仕出し弁当注文の場合は普通ライス４００円、半ライス３７０円 

 

開所日 ■月 ■火 ■水 ■木 ■金  土  日（但し、行事により土日開所日の時も有り） 

作業内容 １日のスケジュール 

○ 受け仕事 

工業関係  ・部品の組み立て ・ラベルシール切り 

販売関係  ・タグ穴あけ及び紐通し ・セット作り及び袋入れ 

   ・パッケージシール貼り       

食品関係  ・箸等のセット 

軽作業関係 ・チラシ折り ・イベント用品のセット作り 

○ 受注注文関係 ・名刺・書類袋等の印刷 

○ 自主製品関係 ・牛乳パック再生紙のハガキ・名刺・Ａ４用紙作り 

・固形石鹸作り・アクリルたわし等の小物作り 

○ 施設外労働  ・自動販売機飲料水の補充及び回収 

○ 8:30 送迎車輌出発、自主活動 ○13:00 午後の作業開始 

○ 9:30 朝礼・作業開始     ○14:00 休憩(15 分) 

○10:45 休憩(15 分)       ○14:15 作業開始 

○11:00 作業開始         ○15:00 作業終了・片づけ 

○11:45 作業終了・片づけ     ○15:15 帰宅準備・帰宅 

○12:00 昼食休憩         ○15:20 自由時間（16:00 利用者退所） 

 

余暇活動 PR・特徴 

○ 保護者同伴交流会（５月） 

○ 日帰り県外バス旅行（７月） 

○ 県民の日ふれあいマーケット（11 月） 

○ 家族参加クリスマス会（12 月） 

○ 小正月祭り（１月） 

※ 障害者スポーツ大会（５月）障害者文化展（９月）、 

その他、招待イベント等に参加をしています。 

 利用者さんの有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活、社会生

活を営む事ができるよう、更なる質の高いサービスを実践し、利用者に

寄り添い一日明るく・楽しく・爽やかな大きな家族として成長していく

施設を目指しております。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人ピースの会 施設長 依田啓子 
事業所の 

開設年 

事業所名 ピース工房なかみち 
サービス管理

責任者 
染谷泰明 

2008 年 

  ７月 

関連施設 自立訓練（生活訓練） 

住所 甲府市右左口町 1257-6 

電話番号 055-266-7339 FAX 055-266-7339 

定員   26                          ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ □高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
ㇾ有 

□無  

範囲 甲府市南西部・中央市南東部・甲斐市南東部・笛吹市南西部、自宅周辺 

方法 乗用車 4 台 

食事 持参もしくは仕出し。1 食 400 円、おかずのみ 250 円 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

・ペットフード製造販売 

・あわびの煮貝製造販売 

・原木椎茸生産販売 

・手工芸作製販売 

・内職 

 

9：30 出勤・朝礼 

9：45 作業開始 

11：00～11：15 休憩 

12：00 昼休み 

13：00 作業開始 

14：00～14：15 休憩 

15：15 作業終了、日誌、掃除、帰りの支度 

16：00 退勤 

余暇活動 PR・特徴 

・7 月：創立記念行事 

・12 月：クリスマス会 

・3 月：1 日行楽 

独自の生産活動を確立しより多くの収入を得て、地域

で安心して暮らせるよう支援する。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可 □不可  

法人名 ＮＰＯ法人いでたちの家 施設長 斉藤 加代子 
事業所の 

開設年 

事業所名 ひかりハウス 
サービス管理

責任者 
斉藤 加代子 

 Ｈ１８

年１０月 

関連施設 日中一時支援始業 

住所 甲府市城東１丁目１６－２４ 

電話番号 ０５５（２４４）７５７０ FAX ０５５（２４４）７５７０ 

定員   
就労継続支援Ｂ型 ２０名※平成３０年

８月１日現在 

対象障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
✓有 

□無  

範囲 自宅から最寄りの駅―施設（自宅への送迎は要相談） 

方法 自家用車 

食事 昼食有り（１食１００円の自己負担） 

 

開所日 
✓月 ✓火  ✓水  ✓木  ✓金 ✓土  □日 （    隔週土曜日出勤      

月―８日               ） 

作業内容 １日のスケジュール 

＊ステンドグラス製作 

＊手工芸品製作 

＊陶芸絵付け 

＊調理当番 

＊外注（不定期） 

 

９：３０出勤 着替え １３：００作業開始 

９：３０ミーティング １４：００休憩 

１０：００作業開始  １５：１５ 作業日報記入 

１１：００休憩    １５：４５送迎開始 

１１：１０作業開始  １６：００送迎以外の利用者 

１２：００昼食・休憩           退勤 

余暇活動 PR・特徴 

年２回のレクレーション 

クリスマス会 

新入生歓迎会 

障害者文化展参加 

 

一人一人に生まれながらの個性があります。その個性

は特性としてはとても大事なことですが、社会性はな

かなか身につかないということでもあります。そうし

た方々が、少数の中から社会性を身につけていくため

に１つの作品を手分けして作業しています。個々の考

えや知識を話し合う機会が多いので発言することも多

くあります。そして毎日が笑って帰れることも大切で

す。しょげた顔で帰さない。これがひかりハウスです。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 特定非営利活動法人 自立支援 FIT 施設長 有賀 功 
事業所の 

開設年 

事業所名 自立支援 FIT 
サービス管理

責任者 
有賀 崇仁 

 28 年 

  4 月 

関連施設  

住所 甲府市横根町 1010-1 

電話番号 055-233-0838 FAX 055-233-0838 

定員   
就労移行６名 継続 B 型１４名       

※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ○□身体 ・ ○□精神 ・ ○□知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 ○□身体 ・ ○□精神 ・ ○□知的 ・ ○□発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
○□有 

□無  

範囲 甲府市及び笛吹市の一部 

方法 乗用車 

食事 持参もしくは注文弁当（まもかーる） 

 

開所日 
○□月  ○□火  ○□水  ○□木  ○□金  □土  □日 

（                        ） 

作業内容 １日のスケジュール 

農作業（葡萄栽培） 

内職作業（DM 封入作業等） 

９：００～９：３０ 通所 

９：３０～１２：００ 作業 

１２：００～１３：１５ 昼食、昼休み 

１３：１５～１５：００ 作業 

１５：００～１５：２０ 掃除、終礼 

１５：２０～ 送迎、帰宅 

（作業中に休憩時間あり） 

余暇活動 PR・特徴 

季節ごとイベント開催 

花見、収穫祭、クリスマス会等 

その他にはスポーツ大会参加、調理実習等 

毎日楽しく、皆が笑顔で活動できる施設です。 

利用者と家族の要望、意向に寄り添える支援を目指し

ています。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人 忠恕会 施設長 大野 秀博 
事業所の 

開設年 

事業所名 山梨クリナース酒折 
サービス管理

責任者 
浦野 勉 

平成８年 

  ４月 

関連施設 障害者支援施設山梨クリナース、障害者支援施設ル・ヴァン、相談支援事業所相談室ちゅうじょ 

住所 甲府市横根町１５０－１ 

電話番号 ０５５－２３３－０２００ FAX ０５５－２３６－１００１ 

定員   
就労継続支援 B 型事業 20 名 

就労移行支援事業 12 名               ※平成 30 年 8 月 1 日現在                         

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 JR 酒折駅⇔施設     ＊自宅等への送迎については相談に応じます。 

方法 乗用車（キャラバン） 

食事 
昼食は、持参もしくは仕出し弁当注文（まもかーる） 

※仕出し弁当注文の場合、大盛り４２０円、普通盛り３９０円、小盛り３６０円 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  □土  □日                 

（夏期休暇および年末年始休暇あり） 

作業内容 １日のスケジュール 

○家庭用洗剤（洗濯用石けん、台所洗剤等）、工業用

洗剤、ボディーシャンプー、入浴剤、キャリアオイル

の製造・販売。 

○軽作業（ようかんの包装、菓子のトレー入れ、きの

こ栽培袋の加工など）、やまなし森の紙（コピー用紙、

フラットファイル）の加工・販売。 

○施設外就労（プラスチック成型品の検品・加工、自

動販売機からの廃棄物分別）。 

８：００ 出勤・着替え 

８：３０ 朝礼・チェック・作業開始 

１０：００ １５分休憩 

１２：００ 昼食休憩 

１３：００ 作業開始 

１５：００ ２０分休憩 

１６：４５ 作業終了・掃除 

１７：００ 日誌・チェック・着替え・退勤 

余暇活動 PR・特徴 

○納涼会（9 月） 

○新年会（1 月） 

＊障害者スポーツ大会（5 月）、障害者文化展（9 月）

へも参加しています。 

想像してみよう！ 

人は、それぞれ容姿・性格・考え方は異なるものである。

もし、世の中が障害をひとつの個性として捉え、垣根の

ない世界であったならば・・・。 

施設では、利用者一人ひとりの大切なキャンバスに、自

由な色と筆で「自分の人生」というアートを創り上げる

ことを応援します。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人 ゆうき会 施設長 岡村 昌典 
事業所の 

開設年 

事業所名 ゆうき工房 
サービス管理

責任者 
岡村 幸恵 

平成 18 年 

  2 月 

関連施設 わかぎりホーム(共同生活援助) 

住所 甲府市飯田 1-3-19 

電話番号 ０５５－２28－4411 FAX ０５５－２28－4413 

定員   
就労継続支援 B 型事業 16 名   生活介護 16 名 

就労移行支援事業 6 名               ※平成 30 年 8 月 1 日現在                         

対象障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 □身体 ・ □精神 ・ ■知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 甲府市、甲斐市、昭和町      

方法 8 人乗りワゴン車で 4 方向を送迎している。 

食事 昼食は、持参もしくは仕出し弁当注文 

 

開所日 ■月 ■火 ■水 ■木 ■金 □土 □日（月に 1～2 回ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の土曜開所日あり） 

作業内容 １日のスケジュール 

○ベーカリー：ﾊﾟﾝ・ｸｯｷｰ・ﾗｽｸ・ｽｺｰﾝ・ﾏﾌｨﾝ等の製造

販売。すべて手作り。 

○請負作業：箱の組み立て、贈答品・返礼品のセット

組、土産品の袋詰め、住宅部品加工、ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙの封

入作業等、多種多様な作業がある。請負先企業 7 社。 

○野菜作り：じゃがいも、玉ねぎなどを自家農園で有

機栽培している。 

○自主製品作り：押し花しおり、コースターなど。 

9：00 出勤・作業開始 

９：40 朝礼 

11：00 １５分休憩 

12：00 昼食休憩 

13：00 作業開始 

15：00 作業終了 

１5：20 掃除 

15：30 終礼・退勤 

余暇活動 PR・特徴 

4 月：花見、ﾊﾅﾐｽﾞｷ祭り、障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 

5 月：旅行  6 月：作業所交流会 

7 月：ﾌﾟｰﾙ  8 月：障害者センター夏祭り(販売) 

10 月：福祉村祭り 11 月：ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会 

12 月：ｸﾘｽﾏｽ会、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ&ﾗﾝﾁ 

1 月：初詣、新年会  2 月：厄除け地蔵尊参拝 

3 か月に 1 回：調理実習  毎月：ﾘｽﾞﾑ体操 

利用者及び家族の方とのコミュニケーションを大切に

しています。利用者一人一人の個性や思い・ニーズをく

み取り、きめ細かい支援をし、利用者が社会の一員とし

て豊かな生活を送れるようサポートしています。生産

活動だけでなく余暇活動や健康管理、他施設との交流、

スポーツ活動も積極的に取り入れ、バランスのとれた

支援を心がけています。 

 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 特定非営利活動法人福祉機構やまなし 施設長 藤 井 稔 
事業所の 

開設年 

事業所名 リッツ・カンパニ－ 
サービス管理

責任者 
〃 

平成 28  

年６月 

関連施設 なし 

住所 甲府市徳行５－１０－４０ 

電話番号 ０５５－２２５－６２１２ FAX ０５５－２２５－６２４８ 

定員   就労継続支援Ｂ型事業２０名        ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ □精神 ・ □知的 ・ □発達障害 ・ □高次脳障害 ・ □難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 
甲府市／甲斐市／昭和町内の一部地域を除いた全域。 

中央市／南アルプス市／韮崎市の一部地域。 

方法 乗用車 

食事 クックチル方式による給食の提供（利用者本人の負担額：一食３５０円） 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  ■土  □日                     

（土曜日は、月に１～２回開所） 

作業内容 １日のスケジュール 

◎ 天然石を使用したブレスレット、ストラップ、キ

－ホルダ－、かんざし、羽織紐等、自主製品の企画・

制作・販売。 

◎ 受託作業（ブレスレット作り、造花作業、鍵のシ

リンダ－組立て作業、紙製品組み入れ作業等） 

◎ 施設外就労 

９：３０～１２：００ 作業 

１２：００～１３：００ 昼食／休憩 

１３：００～１５：３０ 作業 

余暇活動 PR・特徴 

◎新年会を予定 「笑顔とともに心豊かな生活を安心して送るため」 

楽しく、ゆったりと、そして、生き甲斐を持って働く喜

びを感じられるリッツ・カンパニ－の環境を提供しま

す。 



基本事項 
 ホームページへの掲載  ■可・□不可  

法人名 社会福祉法人大国会 施設長 浅川秀子 
事業所の 

開設年 

事業所名 ワークハウス大国 
サービス管理

責任者 
新津多恵子 

平成 29年 

  4 月 

関連施設 放課後等デイサービスキッズ大国 

住所 甲府市後屋町 330－1 

電話番号 055－243－1212 FAX 055－243－6011 

定員   ※平成３０年８月１日現在 

対象障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

利用者の障がい種別 ■身体 ・ ■精神 ・ ■知的 ・ ■発達障害 ・ ■高次脳障害 ・ ■難病 

送迎 
■有 

□無  

範囲 自宅送迎 

方法 乗用車（軽自動車・ワンボックス） 

食事 
昼食、持参もしくは仕出し弁当、当日注文（まもかーる） 

仕出し弁当の場合、大盛・普通盛・小盛 

 

開所日 
■月  ■火  ■水  ■木  ■金  ■土  □日  

（ 月 23 日利用 土曜日稼働あり          ） 

作業内容 １日のスケジュール 

リサイクル：マックロール、シールはがし、巻き 

食品：はるさめ計量、袋詰め（シーラー使用） 

食品：あめ袋詰め（シーラー使用）、ラベル貼り 

10:00～10:30 朝礼、掃除・作業準備 

10:30～11:30 作業（10 分休憩） 

11:40～12:00 作業 

12:00～13:00 昼休憩 

13:00～14:00 作業（10 分休憩） 

14:10～15:00 作業（10 分休憩） 

15:10～15:50 作業 

15:50～16:00 片付け、掃除、送迎 

余暇活動 PR・特徴 

いちご狩り（5 月） 

バーベキュー（8 月） 

社会活動（未定） シャトレーゼ工場見学、科学館 

利用者の意思及び人格を尊重し利用者の立場に立った

適切な就労の機会を提供するとともに、生産活動を通

じて知識や能力の向上を目指し、安心して生活が送れ

るよう支援を行います。 

 


