社会生活適応訓練事業協力事業所一覧
訓練場所（市町村）

大阪府内受注現場

大阪市

池田市

事業所名

訓練内容

事業所所在地（訓練場所）

株式会社サクセス

日常清掃

府内の現場

株式会社毎日新聞社 人事・総務部

新聞記事の校正

大阪市北区梅田3-4-5

株式会社スポーツニッポン新聞社大阪本社

編集局業務補助

大阪市北区梅田3-4-5

株式会社はなまるグループ まなび

児童との関わり、見守り支援、清掃等

大阪市北区南森町1－1－1 中村ビル1F

株式会社はなまるグループ まなびふたば

書類整理、清掃

大阪市北区天神西町6番7号
ファイン・アートビル1階

大都美装株式会社

施設内清掃業務

大阪市北区大淀南1-11-16（大都美装本
社ビル）

株式会社はなまるグループ WONDER

清掃、療育補助

大阪市都島区中野町4－20－2
アーベイン桜ノ宮駅前2－101

株式会社はなまるグループ はなまる本店

事業所内の清掃、書類整理、データ入力、
消耗品・備品管理

大阪市都島区友渕町３－１－２９

瀬川社会保険労務士事務所

事務補助（書類整理等）

大阪市中央区高麗橋1-3-2
メゾン高麗橋406号室

The Links株式会社

事務作業、軽作業

大阪市中央区備後町4-2-3

株式会社エルアイ武田

印刷・封入業務

大阪市中央区道修町２－３－６

グローバルコミュニティ株式会社

軽作業(ベルマーク・使用済み切手などの切り抜き、製 大阪市中央区博労町3-3-7
本用テープの切り作業等)
ビル博丈8階

合同会社うみのなか商店

パソコン入力作業

大阪市中央区淡路町2-5-8
船場ビルディング220

株式会社かなえるリンク

パソコンを使用したデータ入力

大阪市西区南堀江1-16-15
名城ビル4階A号室

エームサービス株式会社 HSS関西第一事業部
患者様が召し上がった食事の食器洗浄業務
（日本生命病院事業所）

大阪市西区江ノ子島2-1-54 （日本生命
病院内）

矢野紙器株式会社

段ボール製造

大阪市天王寺区北河堀町8-13

クボタワークス株式会社

社内便、郵便集計、チェック作業

大阪市浪速区敷津東1-2-47

株式会社ニッセイ・ニュークリエーション

補助的な事務作業

大阪市西淀川区御幣島3-2-31

株式会社アスキー

清掃業務、利用者への作業指導、事務補助などの支
援スタッフ業務

大阪市東淀川区菅原4丁目4番4３号

シャープ特選工業株式会社

PC入力作業、社内便梱包発送

大阪市阿倍野区阪南町7-9-12

共栄電気工業株式会社

総務、経理事務業務（PC操作を伴う一般事務等）

池田市鉢塚1丁目2番8号

株式会社ホクト住建

チラシ作成、封入、パソコン入力、現場の清掃

箕面市箕面4-6-9

株式会社 瀧定関西商品センター 箕面営業所

反物のピッキング

箕面市船場東2-6-44

大都美装株式会社

団地内清掃業務

豊中市旭ヶ丘1・3・4・6・7・9番（URアルビ
ス旭ヶ丘団地）

箕面市

豊中市

訓練場所（市町村）

事業所名

訓練内容

事業所所在地（訓練場所）

株式会社新・栄

資材の数え、液体商品の充填、ラベル貼り、商品の梱
吹田市垂水町2-36-29
包出荷等

けーきはうす 天使のたまご

洋菓子製造補助等

リンクリング

パソコンを使用したデータ入力を使った作業（初心者に
吹田市朝日町３－１１２
は教育あり）、情報収集など

DAIWA CYCLE 株式会社
ダイワサイクル江坂店

清掃、梱包解き、自転車の水洗いや簡単な整備等

吹田市穂波町５－１

株式会社 グリーンハート・インターナショナル

軽作業・事務対応

吹田市垂水町2丁目36番29号

ふあみ労務事務所

事務

吹田市高浜町９－２ 中央ビル３Ｆ

NPO法人たかつき
デイサービスセンター晴耕雨読舎

農園芸作業のサポート、農園管理等

高槻市大字原2235番地

株式会社ＪＦＲクリエ

軽作業、郵便物の仕分け、封入作業など

高槻市紺屋町2-1
松坂屋高槻店５F

社会福祉法人照治福祉会
浦堂認定こども園

施設内外清掃、本棚整理など

高槻市宮之川原4-3-1

吹田市出口町30-16

吹田市

高槻市

特定非営利活動法人 大阪精神障害者就労支
援ネットワークアクアクララ北大阪（旧：丸和フロ ギフト作成、配送助手、機械メンテナンス、清掃
ンティア株式会社）

茨木市五日市1-6-17

有限会社ふれあいの里動物村

動物の世話、清掃

茨木市泉原572-1

株式会社ダイキンサンライズ摂津

電気・機械部品の組立等

摂津市東別府4-9-9

大代ゼンテックス株式会社

地下鉄車両清掃

守口市大日町1-1-1
大阪メトロ 大日検車場

有限会社Ｍコーポレーション

公文式日本語採点作業

守口市大日町3-1-8

茨木市

摂津市

守口市

枚方市

寝屋川市

エームサービス株式会社 HSS関西第一事業部
患者様が召し上がった食事の食器洗浄業務
（関西医科大学総合医療センター事業所）

守口市文園町10番15号 （関西医科大学
総合医療センター 栄養管理部内）

大阪高齢者生活協同組合 デイサービスセン
ターてくてく

コミュニケーション、傾聴、入浴後の整容、
食事の配膳、レクリエーション手伝

枚方市渚南町26－5－201

大宝工業株式会社 タイロンのうえん

野菜等を販売する青空市の設営、販売。農作業・事
務・お米の発送等

枚方市春日北町2-9-21

株式会社トーコー

派遣社員の給与計算、事務アシスタント

枚方市上島町12-20

ひらかた独歩ふぁーむ

収穫物の出荷作業（洗浄や調整、計量や袋づめ）、作
物の栽培管理以外の一般的農作業補助（片付けや草 枚方市藤坂元町3－2－18
とりなど）

株式会社アスク

金属のリサイクル、銅線を電線から取り出す

①枚方市津田山手２丁目１８番１号
②枚方市野村中町11

株式会社全音楽譜出版社 大阪支店

楽譜・楽器出荷

寝屋川市木田町12-17

センコー株式会社 北大阪支店 寝屋川ＰＤセン
ピッキング作業
ター

寝屋川市木田元宮1-24-1

スズキ

寝屋川市点野5-8-6

小動物のおやつ、えさなどの袋入

訓練場所（市町村）

大東市

門真市

四條畷市

事業所名

訓練内容

事業所所在地（訓練場所）

社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会
支援センターさくら

シュレッダー、建物清掃、PC入力等

大東市末広町15-6

特定非営利活動法人 住まいみまもりたい

リサイクル店内で検品、接客、希望の業務で対応

大東市北条1-4-18
毎弘ビル107号

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院

データ入力・データ取込・書類整理・シュレッダー・ベッ 大阪府大東市谷川2丁目10番50号病院内
ドメイキング・環境整備
（受入部署複数あり）

社会福祉法人 晋栄福祉会
ナーシングホーム智鳥

軽作業等

門真市北島町12-3

社会福祉法人 諭心会
門真千寿園

施設内外の清掃業務

門真市野口822

株式会社ポーターズ 門真事業所

倉庫内軽作業（入荷、出荷、加工、清掃等）

門真市岸和田2-5-24

社会福祉法人 山麓会
特別養護老人ホーム 清滝らくらく苑

居室トイレの清掃、リネン交換

四條畷市清滝中町1-3

株式会社エイト紙工

軽作業等

交野市星田5-22-3

株式会社ビューティサロンモリワキ（藤が尾店）

店内清掃、タオル洗濯

交野市私部3－9－13

株式会社アカツキ
（旧暁警備保障株式会社）

日常清掃

八尾市荘内町2-1-36
中河内府民ｾﾝﾀｰ

株式会社美交工業

清掃、植栽

八尾市西久宝寺323 久宝寺緑地内

社会福祉法人朋寿会 特別養護老人ホーム
あすか八尾

掃除、洗濯、居室のシーツ交換等

八尾市太子堂4-2-33

フコク産業株式会社

軽作業（製品検査等）

八尾市神武町1番81号

タツタ電線株式会社

構内緑地の除草作業、散水作業、食堂・更衣室・トイレ
東大阪市岩田町２丁目３番１号
等の清掃など

ジャック製菓 株式会社

各種菓子製造補助作業

東大阪市永和3-1-26

株式会社 雄大

プラスチック成型加工・検査・梱包

東大阪市横小路町6丁目987番地

株式会社ポーターズ 東大阪事業所

倉庫内軽作業（入荷、出荷、加工、清掃等）

東大阪市西石切町4-3-35

株式会社リ・ポール(グループホームブリッチ東
大阪事業所)

室内農業(完全閉鎖型植物工場内での農作業)

東大阪市水走２－１４－９

金剛警備保障株式会社

軽作業（草刈り等）

富田林市佐備2590-20
富田林霊園

セブンイレブン三日市町駅前店

品出し、清掃、チラシ配布、レジ、フェイスアップ

河内長野市三日市町69－1

セブンイレブン河内長野南花台店

品出し、清掃、チラシ配布、レジ、フェイスアップ

河内長野市南花台3-6-1

特定非営利活動法人 南河内こどもステーショ
ン

掃除、片付け、食事作りなど

羽曳野市白鳥3-13-11
塩野マンション101号

近畿ビルサービス株式会社

日常清掃

大阪狭山市狭山1-2384-1
（大阪狭山市役所）

社会福祉法人 コスモス
せんぼく障害者作業所

PC入力、配布物準備、館内事務所の清掃

堺市南区檜尾1382-6

交野市

八尾市

東大阪市

富田林市

河内長野市

羽曳野市

大阪狭山市

堺市

訓練場所（市町村）

事業所名

訓練内容

事業所所在地（訓練場所）

社会福祉法人 温友会
いずみ通所センター

利用者支援

セブン・イレブン 北助松駅前店

清掃・品出し・レジ打ち・チラシ配布・商品バーコードの
高石市綾園7-8-28
スキャン及び発注 など

セブン・イレブン 高石高師浜店

清掃・品出し・レジ打ち・チラシ配布・商品バーコードの
高石市高師浜16-1
スキャン及び発注 など

株式会社ハートコープいずみ

資源ごみ加工、洗浄業務等

和泉市テクノステージ2-1-10
和泉市あゆみ野2-5-4

正栄工業株式会社

レーザー加工・板金・溶接・折曲加工

和泉市国分町１４１９－１

特別養護老人ホーム オズ

デイサービス内での補助業務（清掃等）

泉大津市菅原町10－33

株式会社アマサキ

商品の検品、梱包

泉大津市森町1-1-55

株式会社 ショーエイコーポレーション 泉大津
センター

倉庫内軽作業（ピッキング、梱包、発送）

泉大津市汐見町１２－１

株式会社 Ｆｉｅｌｄ Ｂｌｏｏｍ

シーツ交換／清掃／花壇の水まきなど

岸和田市尾生町５丁目２－６０

有限会社 野花ヘルスプロモート

シーツ交換／清掃／花壇の水まき
カフェは清掃・食器洗浄など

岸和田市尾生町４丁目５－１５

株式会社三幸舎ランドリーセンター

工場内作業

泉佐野市鶴原311-1

泉南市

ハートランド株式会社

野菜の収穫と計量作業

泉佐野市幡代2018番地

阪南市

特定非営利活動法人 くらしのたすけあいえぷ
ろんの会

事務補助

阪南市光陽台1-16-10

高石市

高石市取石5-10-35

和泉市

泉大津市

岸和田市

泉佐野市

岬町

社会福祉法人 全電通近畿社会福祉事業団
施設内浴室、館内清掃
知的障害者総合福祉施設 愛の家（かがやき）

泉南郡岬町淡輪1600

協力事業所数： 85事業所

