
⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

太陽電化工業株式会社
〒467-0845
名古屋市瑞穂区河岸⼀丁
目5番1号

太陽電化工業株式会社
〒467-0845
名古屋市瑞穂区河岸⼀丁
目5番1号

4
  めっき治具への引っ掛け・
取り外しや付帯する軽作業

H27.5.21 2310000022

株式会社東環コーポレー
ション

〒458-0812
名古屋市緑区神の倉四丁
目49番地

株式会社東環コーポレー
ション

〒458-0812
名古屋市緑区神の倉四丁
目49番地

2

造園管理︓剪定、伐採、撤
去、施肥、消毒、除草
造園工事︓和・洋庭園造
り、外構(カーポート、ブ
ロック、土間等）

H27.6.9 2310000039

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

特別養護⽼人ホーム
ジョイフル千種

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

1
特別養護⽼人ホーム内にお
ける清掃、シーツ交換、洗
濯補助

H27.7.21 2310000046

三和清掃株式会社
〒485-0821
愛知県小牧市大字本庄
2613番地の114

三和清掃株式会社 十⼀
屋工場

〒485-0813
名古屋市港区善進本町
487

3 古紙類の仕分け作業 H27.7.21 2310000053

⽇本ミクニヤ株式会社
〒213-0001
神奈川県川崎市⾼津区溝
口三丁目25番10号

⽇本ミクニヤ株式会社
名古屋オフィス

〒468-0836
名古屋市天白区相川二丁
目35番地

1
建設コンサルタント事業
データ整理

H27.11.4 2310000060

特定⾮営利活動法人ワー
カーズコープ

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁
目44－3池袋ISPタマビ
ル7F

特定⾮営利活動法人ワー
カーズコープ東海事業本
部

〒461-0003
名古屋市東区筒井二丁目
10番38号クルマミチ
dkcビルディング4階

1
事務作業、室内清掃、イベ
ント補助他

H27.11.27 2310000077

特定⾮営利活動法人ポパ
イ

〒462-0036
名古屋市北区⻑喜町三丁
目5番2号

アトリエ・ブルート
〒462-0036
名古屋市北区⻑喜町三丁
目5番2号

3
障がい者の方への⽣活⽀
援、作業補助、指導、助言
など

H28.4.28 2310000084

社会福祉法人緑⽣福祉会
〒459-8001
名古屋市緑区大⾼町字上
蝮池14番

特別養護⽼人ホーム 南
⽣苑

〒457-0835
名古屋市南区⻄⼜兵ヱ町
4丁目8番の2

1

特別養護⽼人ホームに⼊所
されている要介護⾼齢者に
対する⼊浴、排せつ、食事
等の介護その他の⽇常⽣活
上の世話

H28.5.17 2310000091

株式会社たなごころ

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
1丁目18番地 新翠明ビ
ル2F

就労継続⽀援A型事業所
たなごころ

〒466-0051
名古屋市昭和区御器所⼀
丁目3番10号 ハイム御
器所2A号室

1
就労継続⽀援A型事業所にて
障害をもつ方への⽣活⽀援
及び職業指導

H28.5.19 2310000107

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

特別養護⽼人ホーム
ジョイフル名駅

〒460-0002
名古屋市中村区名駅五丁
目25番12号

1
特別養護⽼人ホーム内にお
ける清掃、シーツ交換、洗
濯補助

H28.6.3 2310000114

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

介護⽼人保健施設 ジョ
イフル名駅

〒460-0002
名古屋市中村区名駅五丁
目25番12号

1
介護⽼人保健施設内におけ
る清掃、シーツ交換、洗濯
補助

H28.6.3 2310000121

認定⾃治体

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

特定⾮営利活動法人ポパ
イ

〒462-0036
名古屋市北区⻑喜町三丁
目5番2号

モーヤーコ
〒462-0842
名古屋市北区志賀南通2
丁目51番地

2

就労継続⽀援B型事業所にお
ける焼き菓子製造・販売に
関する補助と障害者の方々
へのサポート業務

H28.6.21 2310000138

特定⾮営利活動法人メル
シー

〒465-0002
名古屋市名東区引山1丁
目605番地

就労継続⽀援B型事業所
メルシーサポート

〒465-0002
名古屋市名東区引山1丁
目605番地

1
就労継続⽀援B型事業所にお
ける⽀援補助

H28.6.30 2310000145

社会福祉法人英楽会
〒459-8001
名古屋市緑区大⾼町字上
蝮池10番地

特別養護⽼人ホーム 楓
林花の⾥

〒459-8001
名古屋市緑区大⾼町字上
蝮池10番地

1 施設駐⾞場・外周の清掃 H28.7.25 2310000152

社会福祉法人英楽会
〒459-8001
名古屋市緑区大⾼町字上
蝮池10番地

⽼人デイサービスセン
ター 楓林花の⾥

〒459-8001
名古屋市緑区大⾼町字上
蝮池10番地

1
デイサービスにおける補助
業務（食事の配膳・給茶・
清掃）

H28.7.25 2310000169

社会福祉法人愛知育児院
〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

南山の郷 デイサービス
センター

〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

1
食事の配膳・下膳・⾒守
り、家庭菜園の手⼊れ、レ
クリエーションの手伝い

H28.8.3 2310000176

社会福祉法人愛知育児院
〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

特別養護⽼人ホーム 南
山の郷

〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

1

厨房の食器洗い、掃除、洗
濯業務の補助、居室の清
掃、食事の配膳・下膳・⾒
守り、花壇の手⼊れ

H28.8.3 2310000183

社会福祉法人愛知育児院
〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

認知症グループホーム
みなみやま

〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

1
掃除、洗濯業務の補助、食
事の配膳・下膳・⾒守り、
花壇の手⼊れ

H28.8.3 2310000190

社会福祉法人愛知育児院
〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

小規模多機能ホーム み
なみやま

〒466-0835
名古屋市昭和区南山町5
番地

1
掃除、洗濯業務の補助、食
事の配膳・下膳・⾒守り、
花壇の手⼊れ

H28.8.3 2310000206

株式会社マルワ
〒468-0011
名古屋市天白区平針四丁
目211番地

株式会社マルワ
〒468-0011
名古屋市天白区平針四丁
目211番地

1
商品仕分け作業・在庫紙の
整理等

H28.8.3 2310000213

特定⾮営利活動法人バウ
ムカウンセリングルーム

〒451-0014
名古屋市⻄区⼜穂町6丁
目46番地1号 DOLLハウ
ス⼜穂1F

特定⾮営利活動法人バウ
ムカウンセリングルーム

〒451-0014
名古屋市⻄区⼜穂町6丁
目46番地1号 DOLLハウ
ス⼜穂1F

2 パソコン⼊⼒等の事務作業 H28.8.3 2310000220

特定⾮営利活動法人バウ
ムカウンセリングルーム

〒451-0014
名古屋市⻄区⼜穂町6丁
目46番地1号 DOLLハウ
ス⼜穂1F

指定共同⽣活介護ミモザ
〒454-0954
名古屋市中川区江松⼀丁
目601番地

2 ⽣活⽀援員の業務 H28.8.3 2310000237

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社伊藤建設工業
〒455-0074
名古屋市港区正保町六丁
目24番地

株式会社伊藤建設工業
〒455-0074
名古屋市港区正保町六丁
目24番地

1
事務所内清掃・お茶くみ・
コピー取り

H28.8.15 2310000251

社会福祉法人九十九会
〒460-0007
名古屋市中区新栄三丁目
32番17号

特別養護⽼人ホームユー
トピア第2つくも

〒463-0807
名古屋市守山区鼓が丘⼀
丁目115番地

2
施設内清掃、⼊所者の衣類
洗濯

H28.8.15 2310000268

社会福祉法人和進奉仕会
〒463-0062
名古屋市守山区⻑栄20
番10号

特別養護⽼人ホーム平⽥
豊⽣苑

〒452-0832
名古屋市⻄区平出町87
番地

3
館内・館外清掃、利⽤者の
衣類洗濯

H28.8.30 2310000275

特定⾮営利活動法人なで
しこの会

〒467-0825
名古屋市瑞穂区柳ケ枝⼀
丁目22番地の7

フレンドシップなでしこ
〒467-0825
名古屋市瑞穂区柳ケ枝⼀
丁目22番地の7

1

ひきこもり⽀援団体におけ
る⽞関・室内清掃、利⽤者
のゲーム進⾏・会報発送・
例会(資料配布・会場設営）
補助

H28.9.21 2310000299

社会福祉法人八起社
〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

養護⽼人ホーム誠和荘
〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

1
施設⼊所・利⽤者の介護⽀
援の補助業務

H28.9.21 2310000305

社会福祉法人八起社
〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

特別養護⽼人ホーム誠和
荘

〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

1
施設⼊所・利⽤者の介護⽀
援の補助業務

H28.9.21 2310000312

社会福祉法人八起社
〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

デイサービスセンター誠
和荘

〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

1
施設⼊所・利⽤者の介護⽀
援の補助業務

H28.9.21 2310000329

社会福祉法人八起社
〒468-0001
名古屋市天白区植⽥山二
丁目101番地

養護⽼人ホーム名古屋市
寿荘

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥二丁
目201番地

1 施室内清掃 H28.9.21 2310000336

株式会社セラム
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目26番23号三栄ビル2F

けあらーず北指定通所介
護事業所

〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目26番23号三栄ビル１
F

1
⽞関・階段・フロアの清
掃、イベント準備・応援、
洗濯物の畳み

H28.9.30 2310000343

株式会社セラム
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目26番23号三栄ビル2F

けあらーず平安通指定訪
問介護事業所

〒462-0865
名古屋市北区下飯⽥町4
丁目4番地

1 ⽞関・階段・フロアの清掃 H28.9.30 2310000350

株式会社セラム
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目26番23号三栄ビル2F

けあらーず大曽根指定通
所介護事業所

〒462-0825
名古屋市北区大曽根二丁
目11番5号エスポワール
大成１階

1
⽞関・階段・フロアの清
掃、イベント準備・応援、
洗濯物の畳み

H28.9.30 2310000367

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社セラム
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目26番23号三栄ビル2F

けあらーず中村指定通所
介護事業所

〒453-0056
名古屋市中村区太閤二丁
目12番15号

1
⽞関・階段・フロアの清
掃、イベント準備・応援、
洗濯物の畳み

H28.9.30 2310000374

株式会社セラム
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目26番23号三栄ビル2F

けあらーず中村公園指定
通所介護事業所

〒453-0056
名古屋市中村区砂⽥町1
丁目26番地

1
⽞関・階段・フロアの清
掃、イベント準備・応援、
洗濯物の畳み

H28.9.30 2310000381

特定⾮営利活動法人ホロ
ス健康センター

〒462-0831
名古屋市北区城東町七丁
目152番地の3

特定⾮営利活動法人ホロ
ス健康センター

〒462-0831
名古屋市北区城東町七丁
目152番地の3

1
⽞関・フロア・庭の清掃、
書類の整備、健康教室の準
備(⻑机・椅子）

H28.9.30 2310000398

有限会社東海維持管理興
業

〒475-0828
愛知県半⽥市瑞穂町五丁
目5番21

有限会社東海維持管理興
業 名古屋⽀店

〒460-0011
名古屋市中区大須四丁目
7番3号

2
マンションの共⽤部フロア
清掃、⾞両の回送(普通
⾞）、データ⼊⼒作業

H28.10.14 2310000404

八千代第⼀交通株式会社
〒457-0802
名古屋市南区要町4丁目
20番

八千代第⼀交通株式会社
〒457-0802
名古屋市南区要町4丁目
20番

1
タクシー乗務員補助業務
（オペレーター・掃除・事
務)

H28.10.20 2310000411

鯱第⼀交通株式会社
〒462-0051
名古屋市北区中切町1丁
目63番地

鯱第⼀交通株式会社
〒462-0051
名古屋市北区中切町1丁
目63番地

1
タクシー乗務員補助業務
（配⾞係・当直員・運⾏管
理者・人事担当者）

H28.10.25 2310000428

株式会社ケアリフォーム
テック

〒467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通3
丁目7番地の2

株式会社ケアリフォーム
テック

〒467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通3
丁目7番地の2

2
賃貸マンション退去後のハ
ウスクリーニング、エアコ
ン・レンジフード清掃

H28.10.25 2310000435

社会福祉法人しあわせ
あっくん

〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目15番地の3

あっくん家
〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目27番地

1
⾼齢者のグループホームに
おける居室・フロアー・洗
面所等の清掃等

H28.10.25 2310000442

社会福祉法人しあわせ
あっくん

〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目15番地の3

あーよかった
〒467-0922
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目27番地

1
⾼齢者の小規模多機能型居
宅介護施設におけるフロ
アー・トイレ・庭の掃除等

H28.10.25 2310000459

社会福祉法人しあわせ
あっくん

〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目15番地の3

大喜デイサービスセン
ター

〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目15番地の3

1
レクレーションの手伝い、
⾒守り、お茶出し

H28.10.25 2310000466

社会福祉法人しあわせ
あっくん

〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目15番地の3

グループホーム大喜
〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町2
丁目79番地

1
⾼齢者のグループホームに
おける居室・フロアー・ト
イレ・洗面所等の清掃等

H28.10.25 2310000473

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ本部事務局・ＮＰ
Ｏ活動

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目47番3号かくれんぼ福
祉センター1F

1
館内外の清掃、イベント準
備応援・事務補助

H28.11.2 2310000480

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

かくれんぼ居宅介護⽀援
事業所

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目47番3号かくれんぼ福
祉センター1F

1
事業所内外の清掃、書類コ
ピー、ファイリング事務補
助

H28.11.2 2310000497

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

介護サービスかくれんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目47番3号かくれんぼ福
祉センター1F

1
室内の清掃、書類整理事務
補助、電話応対

H28.11.2 2310000503

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

福祉人材育成講座（事務
局）

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目47番3号かくれんぼ福
祉センター1F

1
館内外の清掃、テキスト準
備補助、電話受付

H28.11.2 2310000510

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

デイサービスかくれんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目47番3号かくれんぼ福
祉センター2F

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い・利⽤
者の送迎運転手

H28.11.2 2310000527

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

小規模多機能かくれんぼ
サテライト

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目47番3号かくれんぼ福
祉センター3F

1
⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い

H28.11.2 2310000534

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

小規模多機能かくれんぼ
〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

1
⽞関周辺・室内・浴室・ト
イレの清掃、レクレーショ
ンの手伝い

H28.11.2 2310000541

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

グループホームかくれん
ぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

1
室内・浴室・トイレの清
掃、レクレーションの手伝
い

H28.11.2 2310000558

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

小規模多機能 恵
〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目31番1号

1
⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い

H28.11.2 2310000565

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

かくれんぼ鶴舞

〒460-0012
名古屋市中区千代⽥三丁
目32番8号URアーバン
ラフレ鶴舞公園2号棟1
階

1
⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い

H28.11.2 2310000572

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

サロンかくれんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目28番メゾンムラカミ
1-B

1

⽞関周辺・館内フロアの清
掃、「サロン」での食器洗
浄・注文取り・退席後の後
片付け

H28.11.2 2310000589

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

児童デイかくれんぼ
〒462-0016
名古屋市北区⻄味鋺三丁
目806番地の2

1
館内外の清掃、イベント準
備応援、児童利⽤者の送迎
運転補助

H28.11.2 2310000596

特定⾮営利活動法人かく
れんぼ

〒462-0047
名古屋市北区⾦城町4丁
目56番地

かくれんぼ介護職員養成
教室 名駅校

〒450-0003
名古屋市中村区名駅南⼀
丁目23番17号笹島ビル
7F

1
館内外の清掃、テキスト準
備補助、電話受付

H28.11.2 2310000602

社会福祉法人ひまわり福
祉会

〒488-0035
尾張旭市上の山町間口
2584番地2589番地2

障害者⽀援施設ひまわり
の風

〒465-0065
名古屋市名東区梅森坂三
丁目3607番地

1

⽞関周辺・館内・浴室・ト
イレの清掃、洗濯、レク
レーションの手伝い、割箸
の袋⼊れ、ヘアブラシの検
品

H28.11.2 2310000619

特定⾮営利活動法人ひょ
うたんカフェ

〒453-0056
名古屋市中村区砂⽥町2
丁目15番地

ワークセンターひょうた
んカフェ

〒453-0056
名古屋市中村区砂⽥町2
丁目15番地

1
就労継続⽀援B型事業所の食
品製造・クラフト製品製造
補助・作業所内の清掃

H28.11.2 2310000626

社会福祉法人フラワー園
〒454-0012
名古屋市中川区尾頭橋四
丁目10番18号

特別養護⽼人ホームフラ
ワー園

〒454-0012
名古屋市中川区尾頭橋四
丁目10番18号

1
シーツ交換、食事の配下
膳、洗濯物畳み・集配

H28.11.10 2310000633

株式会社希壮
〒453-0038
名古屋市中川区尾頭橋三
丁目14番11号

グループホームフレンズ
ハウス和楽家

〒453-0038
名古屋市中村区猪之越町
1丁目5番28号

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い、調理
補助（盛り付け・配膳・下
膳・食器洗浄・野菜の皮む
き等）

H28.11.10 2310000640

特定⾮営利活動法人すみ
れ

〒463-0025
名古屋市守山区元郷⼀丁
目916番地

すみさん家
〒463-0025
名古屋市守山区元郷⼀丁
目916番地

1

デイサービスセンターでの
⽞関・庭・室内各部屋・送
迎⾞の清掃、昼食準備応援
（調理補助・食器洗浄・食
器の後片付け）、洗濯物の
畳み）

H28.11.17 2310000657

⼀般社団法人ライフスキ
ルサポート協会

〒466-0022
名古屋市中区⾦山⼀丁目
7番10号⾦山名藤ビル7
階

ライフスキルアカデミー

〒466-0022
名古屋市中区⾦山⼀丁目
7番10号⾦山名藤ビル
6・7階

1

パソコン（Windows.・
MSOffice)・プログラミン
グ・経理・介護職員等養成
のための職業訓練及び有料
講習会の講師またはその補
助

H28.11.21 2310000664

有限会社ワコー
〒468-0007
名古屋市天白区植⽥本町
⼀丁目919番地

ＷＡＳパソコンマルチメ
デイアスクール天白校

〒468-0007
名古屋市天白区植⽥本町
⼀丁目919番地

1
職業訓練校の事務または講
師のアシスタント業務

H28.11.25 2310000671

社会福祉法人名古屋市熱
⽥区社会福祉協議会

〒456-0031
名古屋市熱⽥区神宮三丁
目1番15号

熱⽥区デイサービスセン
ター

〒456-0031
名古屋市熱⽥区神宮三丁
目1番15号

1
レクリエーション手伝い、
⾒守り、介護補助業務

H28.11.30 2310000688

有限会社ピーズグリーン

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目2番1号⾦山スクエ
アビル3F

鮮魚いちにいさん

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目2番1号⾦山スクエ
アビル3F

1

店舗⼊口周辺・店内フロ
ア・トイレの清掃、調理補
助（食器洗浄・盛り付け・
野菜の皮むき）

H28.12.9 2310000695

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社すずき商事
〒454-0836
名古屋市中川区福船町4
丁目1番地28・15地先

株式会社すずき商事
〒454-0836
名古屋市中川区福船町4
丁目1番地28・15地先

3

アイスクリーム・乳製品等
卸売販売の補助（製品の⼊
出荷）、屋内外清掃、事務
補助(伝票整理・電話受
付）、ルート配送

H28.12.9 2310000701

社会福祉法人名古屋市南
区社会福祉協議会

〒457-0058
名古屋市南区前浜通3丁
目10番地

南区デイサービスセン
ターひまわり

〒457-0058
名古屋市南区前浜通3丁
目10番地

1
浴室・脱衣室掃除、お茶の
提供、利⽤者の整髪・話し
相手等

H28.12.9 2310000718

社会福祉法人名古屋市緑
区社会福祉協議会

〒458-0045
名古屋市緑区⿅山2丁目
1番地の5

社会福祉法人名古屋市緑
区社会福祉協議会

〒458-0045
名古屋市緑区⿅山2丁目
1番地の5

1
古紙の仕分け作業、簡単な
Word・Excel⼊⼒作業

H28.12.9 2310000725

愛の郷有限会社
〒456-0004
愛知県稲沢市小池⼀丁目
2番27号

グループホームえがお
〒466-0827
名古屋市⻄区貴⽣町107
番の5

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレ・送迎⾞の清
掃、レクレーションの手伝
い

H29.1.20 2310000732

愛の郷有限会社
〒456-0004
愛知県稲沢市小池⼀丁目
2番27号

グループホームえがおⅡ
〒464-0002
名古屋市千種区⾹流橋二
丁目3番45号

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレ・送迎⾞の清
掃、レクレーションの手伝
い

H29.1.20 2310000749

愛の郷有限会社
〒456-0004
愛知県稲沢市小池⼀丁目
2番27号

デイサービスあおぞら
〒464-0002
名古屋市千種区⾹流橋二
丁目3番45号

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレ・送迎⾞の清
掃、レクレーションの手伝
い

H29.1.20 2310000756

愛の郷有限会社
〒456-0004
愛知県稲沢市小池⼀丁目
2番27号

住宅型有料⽼人ホーム愛
燦々なかむら

〒453-0818
名古屋市中村区千成通2
丁目5番地

1
⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレ・の清掃、レク
レーションの手伝い

H29.1.20 2310000763

社会福祉法人名古屋新⽣
福祉会

〒451-0065
名古屋市⻄区天神山町3
番7号

新⽣保育園
〒451-0065
名古屋市⻄区天神山町3
番7号

1

園内・園庭の清掃、地域活
動新⽣ひろばのお茶出し手
伝い(⽉１回土曜⽇）、園児
の⾒守り、保育⼠の補助業
務（散歩の同⾏、玩具の片
付け等）

H28.12.19 2310000770

社会福祉法人名古屋市中
区社会福祉協議会

〒460-0013
名古屋市中区上前津二丁
目12番23号

デイサービスセンターな
か

〒460-0013
名古屋市中区上前津二丁
目12番23号

1
清掃、配膳、レクリエー
ションの手伝い、利⽤者の
話し相手、お茶出し等

H29.1.5 2310000787

大宝第⼀交通株式会社
〒456-0063
名古屋市熱⽥区⻄野町2
丁目33番地

大宝第⼀交通株式会社
〒456-0063
名古屋市熱⽥区⻄野町2
丁目33番地

1
タクシー乗務員補助業務
（整備⼠・運⾏管理者）

H29.1.10 2310000794

社会福祉法人名古屋市中
村区社会福祉協議会

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4
丁目7番地の18

社会福祉法人名古屋市中
村区社会福祉協議会

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4
丁目7番地の18

1
イベント・季節業務の作業
補助、室内清掃

H29.1.16 2310000800

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

社会福祉法人ふれ愛名古
屋法人本部事務局

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

1
館内外の清掃、イベント準
備応援、事務補助

H29.1.30 2310000817

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重度障がい者⽣活介護
satsuki

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い・利⽤
者の送迎運転手補助

H29.1.30 2310000824

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重症児デイサービスmei
〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い・利⽤
者の送迎運転手補助

H29.1.30 2310000831

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重症児デイサービス
hoshi

〒457-0845
名古屋市南区観音町5丁
目1番地

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い・利⽤
者の送迎運転手補助

H29.1.30 2310000848

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重症児デイサービス
natsu

〒466-0848
名古屋市昭和区⻑⼾町5
丁目44番地桜山医療ビ
ル301

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い・利⽤
者の送迎運転手補助

H29.1.30 2310000855

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重症児デイサービス
Hana

〒466-0848
名古屋市昭和区⻑⼾町5
丁目44番地桜山医療ビ
ル302

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、レク
レーションの手伝い・利⽤
者の送迎運転手補助

H29.1.30 2310000862

特定⾮営利活動法人ふれ
愛名古屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重症児デイサービスmiki
〒452-0821
名古屋市⻄区上小⽥井二
丁目208番地の1

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレ・送迎⾞の清
掃、レクレーションの手伝
い

H29.1.30 2310000879

社会福祉法人ふれ愛名古
屋

〒455-0008
名古屋市港区九番町4丁
目6番地の1

重症児者居宅介護haru

〒466-0848
名古屋市昭和区⻑⼾町5
丁目44番地桜山医療ビ
ル301

1
⽞関周辺・館内フロア・ト
イレ・送迎⾞の清掃

H29.1.30 2310000893

社会福祉法人名古屋市名
東区社会福祉協議会

〒463-0025
名古屋市名東区上社⼀丁
目802番地上社ターミナ
ルビル2階

社会福祉法人名古屋市名
東区社会福祉協議会

〒463-0025
名古屋市名東区上社⼀丁
目802番地上社ターミナ
ルビル2階

1

⼊口周辺・フロア内等の清
掃、事務補助（コピー・
シュレッダー・パンフレッ
ト整理・パソコン⼊⼒・電
話取り次ぎ)、受付

H29.1.31 2310000909

⼀般社団法人チャレンジ

〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁
目7番9号チサンマン
ション丸の内第二4階
401号室

子どもの広場⾼畑

〒454-0911
名古屋市中川区⾼畑二丁
目161番地久⽥ビル2階
D号

1
放課後等デイサービス利⽤
者の送迎

H29.1.31 2310000916

社会福祉法人名古屋市守
山区社会福祉協議会

〒463-0028
名古屋市守山区小幡南⼀
丁目24番10号

社会福祉法人名古屋市守
山区社会福祉協議会

〒463-0028
名古屋市守山区小幡南⼀
丁目24番10号

1

事務所・研修室清掃、事務
補助（パソコン⼊⼒・コ
ピー・パンフレット整理・
電話取り次ぎ等)、来客対応
等

H29.1.31 2310000923

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人名古屋市⻄
区社会福祉協議会

〒451-8508
名古屋市⻄区花の⽊二丁
目18番1号

社会福祉法人名古屋市⻄
区社会福祉協議会

〒451-8508
名古屋市⻄区花の⽊二丁
目18番1号

1
室内清掃、イベント・季節
業務の作業補助、書類整理
等

H29.1.31 2310000930

社会福祉法人名古屋市⻄
区社会福祉協議会

〒451-8508
名古屋市⻄区花の⽊二丁
目18番1号

名古屋市⻄児童館
〒451-0062
名古屋市⻄区花の⽊二丁
目10番7号

1

館内清掃、庭の手⼊れ、子
どもの⾒守り・遊び相手、
イベントの準備、郵便物の
封⼊作業等

H29.1.31 2310000947

社会福祉法人名古屋市東
区社会福祉協議会

〒461-0001
名古屋市東区泉二丁目
28番5号東区在宅サービ
スセンター内

社会福祉法人名古屋市東
区社会福祉協議会

〒461-0001
名古屋市東区泉二丁目
28番5号東区在宅サービ
スセンター内

1

資源ゴミの分別、⾞イスの
清掃、⾃転⾞・書庫・書籍
の整理、パンフレットの差
し込み、印刷、郵便物の仕
分け、パソコン⼊⼒等事務
補助

H29.2.7 2310000954

社会福祉法人愛⽣福祉会
〒462-0025
名古屋市北区鳩岡町1丁
目7番地の20

特別養護⽼人ホーム庄内
の⾥

〒452-0822
名古屋市⻄区中小⽥井二
丁目98番地

1
食事の配膳・下膳、フロア
の清掃、洗濯機の操作、洗
濯物のたたみ・仕分け等

H29.2.9 2310000961

社会福祉法人愛⽣福祉会
〒462-0025
名古屋市北区鳩岡町1丁
目7番地の20

庄内の⾥デイサービスセ
ンター

〒452-0822
名古屋市⻄区中小⽥井二
丁目98番地

1

レクリエーション時の⾒守
り、⼊浴後のケア補助、カ
フェの準備、⾞いす利⽤時
の移動補助等

H29.2.9 2310000978

社会福祉法人名古屋市瑞
穂区社会福祉協議会

〒467-0016
名古屋市瑞穂区佐渡町3
丁目18番地

瑞穂区デイサービスセン
ター

〒467-0016
名古屋市瑞穂区佐渡町3
丁目18番地

1
レクリエーションの手伝
い、清掃、お茶出し

H29.2.16 2310000985

社会福祉法人清⾥
〒452-0806
名古屋市⻄区五才美町
211番地

特別養護⽼人ホーム山⽥
清⾥苑

〒452-0806
名古屋市⻄区五才美町
211番地

1
⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレ清掃、洗濯

H29.2.16 2310000992

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」⿊川店

〒462-0845
名古屋市北区柳原三丁目
506番

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001005

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」平安通店

〒462-0816
名古屋市北区平安通二丁
目14番39号

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001012

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」円上店

〒466-0058
名古屋市昭和区白⾦三丁
目5番5号

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001029

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」千種店

〒464-0850
名古屋市千種区今池二丁
目1番34号

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001036

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」天白店

〒468-0055
名古屋市天白区池場五丁
目1011番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001043

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」東別院店

〒460-0021
名古屋市中区平和二丁目
4番4号

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001050

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」中川店

〒454-0934
名古屋市中川区⻄中島二
丁目101番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001067

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」昭和橋店

〒454-0059
名古屋市中川区福川町5
丁目1番地の10

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001074

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」⾼畑店

〒454-0921
名古屋市中川区中郷二丁
目107番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001081

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」千音寺店

〒454-0972
名古屋市中川区新家二丁
目1701番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001098

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」名駅⻄店

〒453-0015
名古屋市中村区椿町9番
5号

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001104

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」畑江通店

〒453-0851
名古屋市中村区畑江通5
丁目4番地の1

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001111

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」本陣通店

〒453-0041
名古屋市中村区本陣通5
丁目110番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001128

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」堀越店

〒451-0084
名古屋市⻄区上堀越2丁
目9番地の3

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001135

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」小⽥井店

〒452-0822
名古屋市⻄区中小⽥井三
丁目231番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001142

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」妙音通店

〒467-0842
名古屋市瑞穂区妙音通3
丁目35番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001159

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」潮⾒が丘店

〒458-0037
名古屋市緑区潮⾒が丘二
丁目9番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001166

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」港・当知店

〒455-0815
名古屋市港区油屋町1丁
目31番地の1

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001173

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」港・知多店

〒455-0883
名古屋市港区知多二丁目
101番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001180

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」港・築盛店

〒455-0057
名古屋市港区築盛町3番
地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001197

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」⽊場店

〒457-0856
名古屋市南区南陽通6丁
目1番地の34

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001203

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」南区浜⽥町店

〒457-0822
名古屋市南区浜⽥町2丁
目2番地の2

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001210

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」守山店

〒463-0041
名古屋市守山区大谷町1
番12号

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001227

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」守山瀬古店

〒463-0090
名古屋市守山区瀬古東二
丁目1012番地

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001234

株式会社あみやき亭
〒486-0918
春⽇井市如意申町5丁目
12番地の8

国産牛焼肉「あみやき
亭」栄店

〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目2
番33号あみやき亭ミー
トパーク2F

1
開店準備（仕込み・掃除
等）の軽作業、キッチンで
の簡単な調理等

H29.2.27 2310001241

株式会社サンセイコーポ
レーション

〒456-0033
名古屋市熱⽥区花表町
13番7号渡辺ビル3Ｆ

株式会社サンセイコーポ
レーション

〒456-0033
名古屋市熱⽥区花表町
13番7号渡辺ビル3Ｆ

1
警備業務（現場内における
⾞と歩⾏者への合図と誘
導）

H29.2.27 2310001258

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人名古屋市昭
和区社会福祉協議会

〒466-0051
名古屋市昭和区御器所三
丁目18番1号

社会福祉法人名古屋市昭
和区社会福祉協議会

〒466-0051
名古屋市昭和区御器所三
丁目18番1号

1

事務補助（印刷、シュレッ
ダー、文書・パンフレット
整理、パソコン⼊⼒、区役
所への交換）、受付・電話
応対等

H29.3.8 2310001265

社会福祉法人名古屋市昭
和区社会福祉協議会

〒466-0051
名古屋市昭和区御器所三
丁目18番1号

昭和区デイサービスセン
ター

〒466-0051
名古屋市昭和区御器所三
丁目18番1号

1
館内清掃（浴室・トイレ
等）、洗濯、利⽤者の話相
手等、

H29.3.8 2310001272

特定⾮営利活動法人ポパ
イ

〒462-0036
名古屋市北区⻑喜町3丁
目5番地の2

オリーブ

〒462-0056
名古屋市北区中丸町1丁
目1番地中丸団地第3号
棟101号・103号・104
号

2

障がい者への⽣活介護（食
事提供の準備・片付け、⾞
での送迎サポート、簡単な
事務作業）

H29.3.9 2310001289

社会福祉法人名古屋市社
会福祉協議会

〒462-8558
名古屋市北区清⽔四丁目
17番1号

社会福祉法人名古屋市社
会福祉協議会

〒462-8558
名古屋市北区清⽔四丁目
17番1号

1

会議室貸出業務補助（予約
受付・⼊⼒作業、鍵の受け
渡し）、資料印刷作業(会
議・研修・セミナー等）、
パソコン⼊⼒作業(Word・
Excel)

H29.3.13 2310001296

社会福祉法人名古屋市中
川区社会福祉協議会

〒454-0875
名古屋市中川区小城町1
丁目1番地の20

社会福祉法人名古屋市中
川区社会福祉協議会

〒454-0875
名古屋市中川区小城町1
丁目1番地の20

1
イベント・季節業務の作業
補助、書類整理等

H29.3.28 2310001302

社会福祉法人名古屋市天
白区社会福祉協議会

〒468-0015
名古屋市天白区原⼀丁目
301番地原ターミナルビ
ル3F

社会福祉法人名古屋市天
白区社会福祉協議会

〒468-0015
名古屋市天白区原⼀丁目
301番地原ターミナルビ
ル3F

1
事務補助、書類整理、パソ
コン⼊⼒等

H29.3.28 2310001319

社会福祉法人幸寿会
〒461－0005
名古屋市東区東桜二丁目
22番2号

特別養護⽼人ホーム東桜
の⾥

〒461-0005
名古屋市東区東桜二丁目
22番2号

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、洗濯、
調理補助(野菜皮むき・盛り
付け・配膳・下膳・食器洗
浄）、レクレーションの手
伝い、利⽤者の話し相手

H29.4.18 2310001326

社会福祉法人もえの会
〒463-0045
名古屋市守山区菱池町5
番14号

作業所のどか
〒463-0021
名古屋市守山区大森四丁
目1604番地の2

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、洗濯、
調理補助(野菜皮むき・盛り
付け・配膳・下膳・食器洗
浄）、利⽤者の作業補助

H29.4.19 2310001333

社会福祉法人もえの会
〒463-0045
名古屋市守山区菱池町5
番14号

萠作業所
〒463-0045
名古屋市守山区菱池町5
番14号

1

⽞関周辺・館内フロア・浴
室・トイレの清掃、洗濯、
調理補助(野菜皮むき・盛り
付け・配膳・下膳・食器洗
浄）、利⽤者の作業補助

H29.4.19 2310001340

社会福祉法人道徳福祉会
〒457-0845
名古屋市南区観音町6丁
目20番地

特別養護⽼人ホームはる
かぜ

〒457-0802
名古屋市南区要町4丁目
13番地

1

レクレーションの手伝い、
調理補助(盛り付け・配膳・
下膳・食器洗浄)、食事介
助、排泄介助、お茶出し、
利⽤者の話し相手

H29.4.25 2310001357

⼀般社団法人アースエン
ジェルケアサポート

〒453-0058
名古屋市中村区城屋敷町
2丁目57番地の1

ドルフィンくん
〒453-0058
名古屋市中村区城屋敷町
2丁目57番地の1

1

就労継続⽀援Ｂ型での利⽤
者対応(軽作業の手伝い)、
事務補助（ワード・エクセ
ル）、調理補助、パソコン
設置・設定（パソコンやＩ
Ｔに興味のある方向け）

H29.4.28 2310001364

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

⼀般社団法人アースエン
ジェルケアサポート

〒453-0058
名古屋市中村区城屋敷町
2丁目57番地の1

住宅型有料⽼人ホーム
ローズちゃん

〒453-0058
名古屋市中村区城屋敷町
2丁目57番地の1

1

清掃、配膳、レクリエー
ションの手伝い、利⽤者対
応(話し相手等)、事務補助
(ワード・エクセル)

H29.4.28 2310001371

社会福祉法人ラ・エール
〒453-0069
名古屋市中村区橋下町2
番38号

ラエール(⽣活介護）
〒453-0069
名古屋市中村区橋下町2
番38号

1

清掃（食堂・トイレ・階
段・廊下・⽞関(共有部
分)、ゴミ(可燃・不燃等）
をまとめる作業、シュレッ
ダー業務等

H29.5.25 2310001388

社会福祉法人ラ・エール
〒453-0070
名古屋市中村区橋下町2
番38号

ラエール(就労継続⽀援
B型）

〒453-0069
名古屋市中村区橋下町2
番38号

1

清掃（食堂・トイレ・階
段・廊下・⽞関(共有部
分)、ゴミ(可燃・不燃等）
をまとめる作業、シュレッ
ダー業務等

H29.5.25 2310001395

特定⾮営利活動法人くら
し応援ネットワーク

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目8番13号彫清ビル南
館601号室

指定共同⽣活援助事業所
しーえん

〒454-0845
名古屋市中川区馬手町1
丁目98番地ヤマトマン
ション馬手205号

1

清掃（⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ）、洗濯、調理
補助(野菜皮むき・盛り付
け・下膳・食器洗浄)

H29.6.15 2310001401

特定⾮営利活動法人くら
し応援ネットワーク

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目8番13号彫清ビル南
館601号室

就労移⾏⽀援事業所 ご
縁

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目8番13号彫清ビル南
館702号室

1

清掃（⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ）、洗濯、調理
補助(野菜皮むき・盛り付
け・下膳・食器洗浄)、レク
レーションの手伝い、利⽤
者の作業補助

H29.6.15 2310001418

特定⾮営利活動法人くら
し応援ネットワーク

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目8番13号彫清ビル南
館601号室

就労継続⽀援Ｂ型事業所
第⼀ＹＯＵ ｅｎ

〒454-0868
名古屋市中川区草平町2
丁目57番地の1

1

清掃（⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ）、洗濯、調理
補助(野菜皮むき・盛り付
け・下膳・食器洗浄)、レク
レーションの手伝い、利⽤
者の作業補助

H29.6.15 2310001425

特定⾮営利活動法人くら
し応援ネットワーク

〒456-0002
名古屋市熱⽥区⾦山町⼀
丁目8番13号彫清ビル南
館601号室

就労継続⽀援Ｂ型事業所
ふうえん

〒454-0838
名古屋市中川区太平通3
丁目15番地

1

清掃（⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ）、洗濯、調理
補助(野菜皮むき・盛り付
け・下膳・食器洗浄)、レク
レーションの手伝い、利⽤
者の作業補助

H29.6.15 2310001432

社会福祉法人フラワー園
〒454-0012
名古屋市中川区尾頭橋四
丁目10番18号

特別養護⽼人ホーム あ
んのん

〒454-0005
名古屋市中川区⻄⽇置町
10丁目201番地

1
シーツ交換、食事の配下
膳、洗濯物畳み・集配

H29.6.5 2310001449

有限会社サンクチュアリ
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目29番33号

小規模多機能の家 陽樹
〒462-0825
名古屋市北区大曽根四丁
目15番14号

1

清掃（館内外の⽞関・階
段・フロア）、洗濯物の畳
み、レクレーション補助、
利⽤者の話し相手

H29.6.16 2310001463

有限会社サンクチュアリ
〒462-0825
名古屋市北区大曽根⼀丁
目29番33号

グループホーム 樹樹
〒463-0072
名古屋市守山区⾦屋二丁
目250番地の2

1

清掃（館内外の⽞関・階
段・フロア）、洗濯物の畳
み、レクレーション補助、
利⽤者の話し相手

H29.6.16 2310001470

⼀般社団法人あいち福祉
振興会

〒456-0034
名古屋市熱⽥区伝馬⼀丁
目2番6号

ロード
〒456-0034
名古屋市熱⽥区伝馬⼀丁
目2番6号

2

就労移⾏⽀援事業所におけ
る就労訓練(パソコン、作
業、ビジネスマナー、グ
ループワーク等）

H29.6.30 2310001487

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

⼀般社団法人あいち福祉
振興会

〒456-0034
名古屋市熱⽥区伝馬⼀丁
目2番6号

ｆｌＡｐ

〒460-0012
名古屋市中区千代⽥三丁
目18番25号名晃ビル2
階

2

就労継続⽀援Ａ型事業所に
おける施設内軽作業(⽊製
シューズキーパー、アパレ
ル商品の検品・修正、パッ
ケージング等)

H29.6.30 2310001494

⼀般社団法人あいち福祉
振興会

〒456-0034
名古屋市熱⽥区伝馬⼀丁
目2番6号

じんぐう
〒456-0034
名古屋市熱⽥区伝馬⼀丁
目2番6号

2

就労継続⽀援Ａ型事業所に
おける施設内軽作業(⽊製
シューズキーパー、靴⽤ブ
ラシの検品・修正)、施設外
作業(請負先企業工場内での
食品資源の分別)

H29.6.30 2310001500

株式会社リズメリット
〒465-0018
名古屋市名東区八前三丁
目111番地 502

株式会社リズメリット
〒465-0018
名古屋市名東区八前三丁
目111番地 502

2
家事代⾏・ベビーシッ
ター・清掃

H29.7.4 2310001517

社会福祉法人貴徳会
〒490-1145
愛知県海部郡大治町大字
中島字中⽥103

特別養護⽼人ホーム希望
の郷

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋二丁
目1501番地

1

清掃(共有スペース・館内フ
ロア・居室・浴室・トイ
レ）、レクリエーションの
手伝い、配膳の手伝い、利
⽤者との話し相手

H29.7.31 2310001524

社会福祉法人貴徳会
〒490-1145
愛知県海部郡大治町大字
中島字中⽥103

特別養護⽼人ホーム第二
希望の郷

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋二丁
目1506番地

1

清掃(共有スペース・館内フ
ロア・居室・浴室・トイ
レ）、レクリエーションの
手伝い、配膳の手伝い、利
⽤者との話し相手

H29.7.31 2310001531

社会福祉法人名古屋市港
区社会福祉協議会

〒455-0014
名古屋市港区港楽二丁目
6番32号

社会福祉法人名古屋市港
区社会福祉協議会

〒455-0014
名古屋市港区港楽二丁目
6番32号

1
ゴミ回収、清掃、事務補助
(封⼊・印刷・PC⼊⼒等)等

H29.8.4 2310001548

社会福祉法人すぎな
〒455-0874
名古屋市港区⻄福⽥二丁
目504番地

作業所えがお
〒455-0874
名古屋市港区⻄福⽥二丁
目504番地

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・浴室・トイレ)、レクリ
エーションの手伝い、洗
濯、調理補助(野菜皮むき・
盛り付け・配膳・食器洗
浄)、利⽤者の作業補助

H29.8.17 2310001555

株式会社藤井商事
〒468-0011
名古屋市天白区平針五丁
目903番地

ダスキンメリーメイド平
針店

〒468-0011
名古屋市天白区平針五丁
目903番地

2

家事代⾏（拭き掃除、掃除
機かけ、⽔回り・風呂掃
除、片付け、洗濯、洗濯、
布団干し、アイロンがけ、
食器洗い、花の⽔やり、買
い物、調理等）

H29.8.31 2310001562

株式会社藤井商事
〒468-0011
名古屋市天白区平針五丁
目903番地

ダスキン八事本町メリー
メイド

〒466-0825
名古屋市昭和区八事本町
26番地の15本町ビル
202号

2

家事代⾏（拭き掃除、掃除
機かけ、⽔回り・風呂掃
除、片付け、洗濯、洗濯、
布団干し、アイロンがけ、
食器洗い、花の⽔やり、買
い物、調理等）

H29.8.31 2310001579

⼀般社団法人全国⾼齢者
食育協会

〒461-0011
名古屋市東区白壁二丁目
8番15号

就労継続⽀援B型事業所
むすび

〒461-0022
名古屋市東区東大曽根町
21番9号柏英ビル1F

1

清掃（⽞関周辺・館内フロ
ア)、野菜袋詰め作業補助、
農場での作業補助、販売補
助、利⽤者の話し相手

H29.9.11 2310001586

株式会社Ｖ－ＨＡＮＤＳ
〒486-0913
春⽇井市柏原町1丁目18
番地

べに屋
〒462-0821
名古屋市北区大曽根三丁
目14番41号

1
飲食店における調理補助、
店内清掃等

H29.9.20 2310001593
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社ニック
〒453-0066
名古屋市中村区稲上町1
丁目84番地の3

株式会社ニック
〒453-0066
名古屋市中村区稲上町1
丁目84番地の3

1
⽇常清掃(拭き・掃き・トイ
レ清掃)等

H29.9.29 2310001609

合同会社ＴＳＵＢＡＫＩ
〒462-0844
名古屋市北区清⽔5丁目
4番地の18

就労継続⽀援Ａ型事業所
つばきの森

〒462-0844
名古屋市北区清⽔5丁目
4番地の18

1
利⽤者の作業補助・作業準
備・作業後の後片付け

H29.9.29 2310001616

株式会社チップトン
〒457-8566
名古屋市南区豊⽥三丁目
19番21号

株式会社チップトン
〒457-8566
名古屋市南区豊⽥三丁目
19番21号

2

研磨石・セラミックス製品
(窯業製品)・コンパウンド
(洗浄剤)の製造、ミキサー
に原材料を投⼊、製品の選
別作業等

H29.10.3 2310001623

特定⾮営利活動法人スマ
イル

〒462-0059
名古屋市北区駒⽌町1丁
目121番地サン駒⽌ビル
205号

特定⾮営利活動法人スマ
イル法人本部

〒462-0059
名古屋市北区駒⽌町1丁
目121番地サン駒⽌ビル
205号

1
清掃(⽞関周辺・室内フロ
ア・トイレ)、事務作業補助

H29.10.5 2310001630

特定⾮営利活動法人スマ
イル

〒462-0059
名古屋市北区駒⽌町1丁
目121番地サン駒⽌ビル
205号

就労継続⽀援Ｂ型事業所
どんぐりの家

〒462-0059
名古屋市北区駒⽌町1丁
目121番地サン駒⽌ビル
102号

1

清掃(⽞関周辺・室内フロ
ア・トイレ)、レクリエー
ションの手伝い、調理補助
(野菜皮むき・盛り付け・食
器洗浄)、利⽤者の作業補助

H29.10.5 2310001647

中部ユニフォウム株式会
社

〒456-0053
名古屋市熱⽥区⼀番二丁
目51番11号

中部ユニフォウム株式会
社

〒456-0053
名古屋市熱⽥区⼀番二丁
目51番11号

1
出荷準備、⼊荷商品の検
品、伝票整理、配送補助

H29.9.14 2310001654

社会福祉法人さいわい会
〒455-0053
名古屋市港区名四町178
番地の2

特別養護⽼人ホームおお
て幸楽園

〒455-0053
名古屋市港区名四町178
番地の2

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・浴室・トイレ・⾞椅
子）、レクレーションの手
伝い、利⽤者の話し相手、
除草作業

H29.9.29 2310001661

株式会社ウィンパート
ナーズ

〒454-0869
名古屋市中川区荒子五丁
目165番地

就労継続⽀援B型ぽかぽ
かワークス

〒454-0869
名古屋市中川区荒子五丁
目165番地

1 洗⾞、農作業等 H29.10.20 2310001678

株式会社毎⽇リネンサプ
ライ

〒455-0815
名古屋市港区油屋町1丁
目7番地

株式会社毎⽇リネンサプ
ライ本社工場

〒455-0815
名古屋市港区油屋町1丁
目7番地

1
シーツ等クリーニングの選
別、計量、仕上げ、結束、
運搬

H29.10.20 2310001685

株式会社毎⽇リネンサプ
ライ

〒455-0815
名古屋市港区油屋町1丁
目7番地

株式会社毎⽇リネンサプ
ライ配送センター

〒455-0815
名古屋市港区油屋町1丁
目22番地の3

1
クリニーング品の選別・整
理、積み込み、配送・配送
補助

H29.10.20 2310001692

社会福祉法人名古屋市中
村区社会福祉協議会

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4
丁目7番地の18

中村区デイサービスセン
ター

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4
丁目7番地の18

1
浴室清掃、配膳、利⽤者の
話し相手、お茶出し等

H29.10.25 2310001715

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社幸輪
〒455-0055
名古屋市港区品川町1丁
目3番地の2

住宅型有料⽼人ホーム
コーワ品川

〒455-0055
名古屋市港区品川町1丁
目3番地の2

1 清掃(トイレ・洗面部分) H29.10.20 2310001722

医療法人幸会
〒454-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

⽼人保健施設みず⾥
〒454-0963
名古屋市中川区⽔⾥⼀丁
目23番地

1
清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、敷地内除草作
業、送迎運転手

H29.11.15 2310001739

株式会社アロハ警備保障
〒486-0833
春⽇井市上条町5丁目
102番地3

株式会社アロハ警備保障
千種駅前⽀部

〒464-0075
名古屋市千種内山三丁目
25番6号千種ターミナル
ビル605号

10

雑踏警備・交通誘導・巡回
警備等警備業務全般(建築建
設・マンションション大修
繕工事・通信設備工事・土
⽊造園作業・駐⾞場警備・
イベント警備現場等)

H29.11.20 2310001746

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

社会福祉法人薫徳会法人
本部

〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、事務補助(書
類整理・シュレッダー・ゴ
ミ処理・電話番・パソコン
⼊⼒・書類作成等)

H29.11.20 2310001753

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

障害者就労移⾏⽀援事業
所サンワーク

〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、事務補助(書
類整理・シュレッダー・ゴ
ミ処理・電話番・パソコン
⼊⼒・書類作成等)

H29.11.20 2310001760

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

障害者就労継続⽀援事業
所A型サンワーク

〒464－0085
名古屋市千種区古出来三
丁目2番2号

1
清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、利⽤者の作業
補助

H29.11.20 2310001777

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

障害者就労継続⽀援事業
所B型サンワーク

〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

1
清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、利⽤者の作業
補助

H29.11.20 2310001784

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

障害者⽣活訓練トライア
ングル

〒461-0040
名古屋市東区矢⽥⼀丁目
9番29号栄ビル501・
502号室

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、レクリエー
ションの手伝い、利⽤者の
作業補助

H29.11.20 2310001791

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

障害者就労継続⽀援事業
所B型レインボーアーチ

〒461-0040
名古屋市東区矢⽥⼀丁目
9番29号栄ビル1D号室

1
清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、利⽤者の作業
補助

H29.11.20 2310001807

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

障害者就労継続⽀援事業
所B型池⽥作業所

〒460-0012
名古屋市中区千代⽥二丁
目25番14号サンシャイ
ン記念橋802号

1
清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、利⽤者の作業
補助

H29.11.20 2310001814

社会福祉法人薫徳会
〒461-0024
名古屋市東区山口町1番
22号

グループホームスターラ
イト(障害者)

〒461-0038
名古屋市東区新出来二丁
目1番13号ＭＯＮＯＬＩ
ＴＨ205号

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・トイレ)、レクリエー
ションの手伝い、調理補助
(野菜の皮むき・盛り付け・
食器洗浄)

H29.11.20 2310001821

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

吉⽥麵業有限会社
〒454-0869
名古屋市中川区荒子五丁
目36番地の1

吉⽥麵業有限会社
〒454-0869
名古屋市中川区荒子五丁
目36番地の1

4
お土産の出荷作業、麺の製
造、配送等

H29.11.16 2310001838

中部配管株式会社
〒457-0078
名古屋市南区塩屋町3丁
目16番地

中部配管株式会社
〒457-0078
名古屋市南区塩屋町3丁
目16番地

1

ガス配管工事・地下下⽔の
給排⽔工事・ガスメーター
保守点検工事・小規模土⽊
工事・舗装工事等の作業補
助、ガス器具設備販売補
助、事務補助、待⾞、倉庫
管理

H29.12.6 2310001845

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

デイサービス友
〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

1

清掃(浴室・トイレ・フロ
ア)、洗濯、皿洗い、下膳、
配膳、レクリエーション手
伝い

H29.12.26 2310001852

⽇研工業株式会社
〒462-0063
名古屋市北区丸新町449
番地

⽇研工業株式会社本社工
場

〒462-0063
名古屋市北区丸新町449
番地

1

プラスチック製品、プレス
加工品の検査及びそれらに
伴う軽作業、出荷作業、工
場内外の清掃、材料屑の片
付け、加工製品の整理

H30.1.9 2310001869

⽇研工業株式会社
〒462-0063
名古屋市北区丸新町449
番地

⽇研工業株式会社第3工
場事務所

〒462-0063
名古屋市北区丸新町205
番地の2

1

事務補助(コピー・シュレッ
ダー・パソコン⼊⼒・電話
取り次ぎ)、来客対応(受
付・お茶出し)

H30.1.9 2310001876

⽇研工業株式会社
〒462-0063
名古屋市北区丸新町449
番地

⽇研工業株式会社第3工
場

〒462-0063
名古屋市北区丸新町205
番地の2

1

プラスチック製品、プレス
加工品の検査及びそれらに
伴う軽作業、出荷作業、工
場内外の清掃、材料屑の片
付け、加工製品の整理

H30.1.9 2310001883

⽇研工業株式会社
〒462-0063
名古屋市北区丸新町449
番地

⽇研工業株式会社⾦型工
場

〒462-0063
名古屋市北区丸新町118
番地

1

プラスチック製品、プレス
加工品の検査及びそれらに
伴う軽作業、出荷作業、工
場内外の清掃、材料屑の片
付け、加工製品の整理

H30.1.9 2310001890

⽇研工業株式会社
〒462-0063
名古屋市北区丸新町449
番地

⽇研工業株式会社成形工
場

〒462-0063
名古屋市北区丸新町227
番地

1

プラスチック製品、プレス
加工品の検査及びそれらに
伴う軽作業、出荷作業、工
場内外の清掃、材料屑の片
付け、加工製品の整理

H30.1.9 2310001906

特定⾮営利活動法人幸せ
つむぎ

〒458-0813
名古屋市緑区藤塚二丁目
604番地パークスズラン
B棟101・102

特定⾮営利活動法人幸せ
つむぎ本部事務局

〒458-0813
名古屋市緑区藤塚二丁目
604番地パークスズラン
B棟101

1
館内外の清掃、イベント準
備応援、事務補助

H30.1.10 2310001913

特定⾮営利活動法人幸せ
つむぎ

〒458-0813
名古屋市緑区藤塚二丁目
604番地パークスズラン
B棟101・102

重症心身障がい児デイ
サービスゆう

〒458-0813
名古屋市緑区藤塚二丁目
604番地パークスズラン
A棟102・B棟102

1

清掃(⽞関周辺・館内フロ
ア・浴室・トイレ)、レク
レーションの手伝い、利⽤
者の送迎運転手補助

H30.1.10 2310001920

医療法人幸会
〒455-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

⽼人保健施設みなと
〒455-0053
名古屋市港区名四町114
番地

1
清掃(⽞関周辺・所内・トイ
レ）、洗⾞、送迎運転手

H30.1.12 2310001937

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

医療法人幸会
〒455-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

⽼人保健施設みなと
ショートステイ

〒455-0053
名古屋市港区名四町114
番地

1
清掃(⽞関周辺・所内・トイ
レ）、洗⾞、送迎運転手

H30.1.12 2310001944

医療法人幸会
〒455-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

⽼人保健施設みなと通所
リハビリテーション

〒455-0053
名古屋市港区名四町114
番地

1
清掃(⽞関周辺・所内・トイ
レ）、洗⾞、送迎運転手

H30.1.12 2310001951

医療法人幸会
〒455-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

訪問看護ステーションみ
なと

〒455-0053
名古屋市港区名四町119
番地の1

1
清掃(⽞関周辺・所内・トイ
レ）、洗⾞

H30.1.12 2310001968

医療法人幸会
〒455-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

みなと在宅介護相談セン
ター

〒455-0053
名古屋市港区名四町119
番地の1

1
清掃(⽞関周辺・所内・トイ
レ）、洗⾞

H30.1.12 2310001975

⾜⽴建設株式会社
〒466-0832
名古屋市昭和区駒方町4
丁目24番地

⾜⽴建設株式会社
〒466-0832
名古屋市昭和区駒方町4
丁目24番地

1
測量補助、事務補助(資料整
理・ファイリング等)、清掃
(社屋・社内)、倉庫整理

H30.1.12 2310001982

有限会社フォルマント・
テック

〒466-0851
名古屋市昭和区元宮町6
丁目34番地の1

こどもハートステーショ
ン

〒466--0857
名古屋市昭和区安⽥通5
丁目4番地サニービル2F

1
館内外の清掃、イベント準
備応援・児童利⽤者の送迎
運転補助

H30.1.19 2310001999

有限会社フォルマント・
テック

〒466-0851
名古屋市昭和区元宮町6
丁目34番地の1

こどもハートステーショ
ン吹上

〒466-0851
名古屋市昭和区元宮町3
丁目37番地

1
館内外の清掃、イベント準
備応援・児童利⽤者の送迎
運転補助

H30.1.19 2310002002

ネクスト・ステージ株式
会社

〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁
目16番23号GS丸の内2
丁目bldg4階

就労継続⽀援Ａ型事業所
ネクスト・ステージ

〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁
目16番23号GS丸の内2
丁目bldg4階

2

利⽤者の作業補助(封函・サ
ンプルの作製・箱折等)、事
務補助(PC⼊⼒・資料の仕分
けとファイリング等)

H30.2.6 2310002019

満油商事株式会社
〒451-0024
名古屋市⻄区秩⽗通2丁
目8番地

満油商事株式会社本社
〒451-0024
名古屋市⻄区秩⽗通2丁
目8番地

1

建物内外の清掃、事務補助
(コピー・シュレッダー・パ
ソコン⼊⼒(HPメンテナン
ス・データ⼊⼒)・電話取り
次ぎ)、来客応対(受付・お
茶出し)t

H30.2.6 2310002026

満油商事株式会社
〒451-0024
名古屋市⻄区秩⽗通2丁
目8番地

満油商事株式会社ホリ
デー⾞検秩⽗通⾞検工場

〒451-0024
名古屋市⻄区秩⽗通2丁
目8番地

1
店舗清掃、⾃動⾞整備補
助、事務補助、陸運局へ書
類提出業務

H30.2.6 2310002033

満油商事株式会社
〒451-0024
名古屋市⻄区秩⽗通2丁
目8番地

満油商事株式会社上名古
屋店

〒451-0025
名古屋市⻄区上名古屋三
丁目21番18号

1

店舗清掃、洗⾞・⾞内清
掃、電話応対・取次、レン
ターカー貸し出し準備、来
客応対

H30.2.6 2310002040

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人フィロス

〒463-0004
名古屋市守山区大字吉根
字太鼓ケ根3231番地の
29

特別養護⽼人ホームフィ
ロスみなと

〒455-0037
名古屋市港区名港⼀丁目
6番1号

1

清掃(館内フロア・浴室・居
室・⽞関周辺)、調理補助
（下膳・配膳・食器洗浄)、
介護補助業務(レクリエー
ション補助・利⽤者の話し
相手)

H30.2.7 2310002057

社会福祉法人フィロス

〒463-0004
名古屋市守山区大字吉根
字太鼓ケ根3231番地の
29

グループホームフィロス
みなと

〒455-0037
名古屋市港区名港⼀丁目
6番1号

1

清掃(館内フロア・浴室・居
室・⽞関周辺)、調理補助
（下膳・配膳・食器洗浄)、
介護補助業務(レクリエー
ション補助・利⽤者の話し
相手)

H30.2.7 2310002064

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文栄本店

〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目1
番8号栄サンシティビル
Ｂ1

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002071

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文名駅店

〒450-0002
名古屋市中村区名駅三丁
目14番16号東洋ビルＢ
1

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002088

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文⾦山店

〒456-0001
名古屋市熱⽥区⾦山⼀丁
目1番18号⾦山総合駅2
Ｆ

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002095

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文⾦山北店
〒460-0022
名古屋市中区⾦山⼀丁目
14番16号トキワビルB1

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002101

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文ループ⾦山店

〒460-0022
名古屋市中区⾦山⼀丁目
17番18号ループ⾦山2
Ｆ

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002118

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文徳重店

〒458-0852
名古屋市緑区元徳重⼀丁
目505番地ヒルズウ
オォーク徳重ガーデンズ
2Ｆ

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002125

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文藤が丘店

〒465-0032
名古屋市名東区藤が丘
170番地の4藤が丘
effe(エフ)2Ｆ

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002132

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文うまいもん通り広小
路口店

〒450-0002
名古屋市中村区名駅⼀丁
目1番4号

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002149

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文キャナルリゾート店

〒454-0058
名古屋市中川区玉川町4
丁目1番地キャナルリ
ゾート内

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002156

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

厳選料理嘉文センチュ
リー豊⽥ビル店

〒450-0002
名古屋市中村区名駅四丁
目9番8号センチュリー
豊⽥ビルＢ1

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002163

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

魚がし料理嘉鮮

〒450-0002
名古屋市中村区名駅⼀丁
目1番4号JRセントラル
タワーズ12Ｆ

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002170

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

寿司嘉文

〒450-0002
名古屋市中村区名駅⼀丁
目1番4号ＪＲセントラ
ルタワーズ12Ｆ

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002187

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

旬鮮魚彩錦亭

〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目
18番21号東京第⼀ホテ
ルB1F

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002194

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

さ嘉なやオアシス21店
〒461-0005
名古屋市東区東桜⼀丁目
11番1号オアシス21

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002200

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

さ嘉なやはなれ

〒461-0005
名古屋市東区東桜⼀丁目
13番3号NHK名古屋放
送センタービルB2

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002217

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉っとび炉端ざぶん

〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目
18番21号東京第⼀ホテ
ルB1F

1

清掃(店舗⼊口周辺・店内フ
ロア・トイレ)、調理補助
(食器洗浄・盛り付け・野菜
の皮むき)、接客

H30.3.22 2310002224

社会福祉法人共愛会
〒454-0945
名古屋市中川区下之⼀色
町権野108番地の4

特別養護⽼人ホーム共愛
の⾥

〒454-0945
名古屋市中川区下之⼀色
町権野108番地の4

1

調理補助、洗い場、食事の
下膳、清掃（居室・廊下・
トイレ)、洗濯機操作、洗濯
物・おしぼりたたみ、シー
ツの交換、利⽤者の⾒守り
等

H30.3.22 2310002231

特定⾮営利活動法人まち
かどサポートセンター

〒456-0002
名古屋市港区浜⼀丁目3
番16号

まちかどのいえ
〒455-0036
名古屋市港区正保町8丁
目55番地の1

1

清掃(⽞関周辺・室内フロ
ア・トイレ・庭)、レクレー
ションの手伝い、事務補
助、調理補助(食器洗浄)、
利⽤者の話し相手

H30.3.28 2310002248

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

小規模多機能つどい
〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目8番地の26

1

清掃(浴室・トイレ・フロ
ア)、洗濯、皿洗い、下膳、
配膳、レクリエーション手
伝い

H30.3.28 2310002255

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

発達センターあつた
〒463-0053
名古屋市熱⽥区神宮四丁
目9番12号

1

館内外清掃、調理補助(野菜
の皮むき・刻み)、皿洗い、
下膳、配膳、送迎運転補
助、送迎⾞清掃、保育補助

H30.3.28 2310002262

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

東部地域療育センターぽ
けっと

〒464-0032
名古屋市千種区猫洞通1
丁目15番地

1

館内外清掃、皿洗い、下
膳、お昼寝等保育の手伝
い、レクリエーションの手
伝い、送迎運転補助、送迎
⾞清掃、雑草刈り、洗濯

H30.3.28 2310002279

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

みどり菜の花保育園
〒458-0811
名古屋市緑区熊の前⼀丁
目204番地

1
清掃(トイレ・フロア)、洗
濯、保育補助、雑草刈り、
手作りおもちゃ作り

H30.3.28 2310002286

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

南部地域療育センターそ
よ風

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

1
清掃(館内外・トイレ)、下
膳、配膳、レクリエーショ
ン手伝い

H30.3.28 2310002293

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

デイケアセンター ジョ
イフル名駅

〒450-0002
名古屋市中村区名駅五丁
目25番12号

1
介護補助業務(間接援助業
務︓食事の配膳、下膳、環
境整備等)

H30.4.16 2310002309

社会福祉法人名古屋キリ
スト教社会館

〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

菜の花保育園
〒457-0805
名古屋市南区三吉町6丁
目17番地

1

園内・園庭の清掃、園児の
⾒守り、保育⼠の補助業務
（散歩の同⾏、玩具の片付
け等）

H30.5.1 2310002316

医療法人幸会
〒455-0041
名古屋市港区幸町2丁目
25番地

岡⽥整形外科内科
〒455-0053
名古屋市港区名四町185
番地

1
清掃(⽞関周辺・所内・トイ
レ）、その他介護補助業務

H30.5.1 2310002323

株式会社カインドテック
〒463-0070
名古屋市守山区新守山
1903番地

株式会社カインドテック
〒463-0070
名古屋市守山区新守山
1903番地

1 製造補助(ハーネス) H30.5.1 2310002330

株式会社マツキ
〒470-0111
⽇進市米野⽊町311番地
ベル・ガーデン103

住宅型有料⽼人ホーム
ケアガーデン 上社

〒465-0092
名古屋市名東区社台三丁
目86番地

1

⽣活援助(清掃・洗濯・シー
ツ交換・身体介護補助)、食
事(配膳・下膳)、パソコン
等

H30.5.16 2310002347

株式会社マツキ
〒470-0111
⽇進市米野⽊町311番地
ベル・ガーデン103

住宅型有料⽼人ホーム
ケアガーデン ⾼針

〒465-0064
名古屋市名東区大針三丁
目97番地の1

1

⽣活援助(清掃・洗濯・シー
ツ交換・身体介護補助)、食
事(配膳・下膳)、パソコン
等

H30.5.16 2310002354

社会福祉法人 明
〒445-0805
名古屋市港区当知町7丁
目55番地の1

⽣活介護事業所 港つぼ
み作業所

〒445-0805
名古屋市港区当知町7丁
目55番地の1

1

清掃(⽞関・室内フロア・ト
イレ)、レクリエーションの
手伝い、職員作業補助、利
⽤者の作業補助

H30.6.11 2310002361

株式会社新井組
〒466-0064
名古屋市昭和区鶴舞四丁
目11番12号

株式会社新井組
〒466-0064
名古屋市昭和区鶴舞四丁
目11番12号

1
館内清掃（⽞関周辺・事務
所内・倉庫・駐⾞場）

H30.6.11 2310002378

名古屋市

21 / 29 ページ



⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

イソガイ株式会社
〒457-0863
名古屋市南区豊四丁目
17番12号

イソガイ株式会社本社工
場

〒457-0863
名古屋市南区豊四丁目
17番12号

1
工場内ライン作業、製品検
査、製品仕分け

H30.6.14 2310002385

社会福祉法人なごや平和
福祉会

〒460-0021
名古屋市中区平和二丁目
2番36号

グループホームへいわ
〒460-0021
名古屋市中区平和二丁目
2番36号

1 調理補助等 H30.7.2 2310002392

社会福祉法人なごや平和
福祉会

〒460-0021
名古屋市中区平和二丁目
2番36号

食事サービス事業へいわ
〒460-0021
名古屋市中区平和二丁目
2番36号

1 食器洗浄等 H30.7.2 2310002408

特定⾮営利活動法人オレ
ンジの会

〒453-0015
名古屋市中村区椿町19
番地7号チサンマンショ
ン椿町304号室

ＬＡＶＩＴＡ

〒453-0014
名古屋市中村区則武⼀丁
目7番15号ダイソー18
号館ビル101号室

1

就労継続⽀援B型事業所にお
ける焼き菓子・パンの調理
補助、内職作業の検品・補
助

H30.8.9 2310002415

株式会社らく楽
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目
12番6号

らもーれ星ヶ丘東
〒465-0081
名古屋市名東区⾼間町
157番地

1

清掃(建物周辺、⽞関、居
室、浴室等)、レクリエー
ションの補助、シーツ交
換、洗濯

H30.8.16 2310002422

株式会社創円
〒455-0804
名古屋市港区当知四丁目
2203番地

株式会社創円
〒455-0804
名古屋市港区当知四丁目
2203番地

1
厨房・食品機器の⾦属精密
板⾦加工・溶接・仕上げ・
組⽴・検査

H30.8.30 2310002439

株式会社ソラスト

〒108-8210
東京都港区港南⼀丁目7
番18号A－PLACE品川東
6F

ソラスト中村公園(通所
介護)

〒453-0837
名古屋市中村区二瀬町
89番地名星ビル1F

1

清掃(⽞関周辺・室内フロ
ア)、送迎⾞の洗⾞、介護⼠
補助業務、利⽤者の話し相
手

H30.10.1 2310002446

株式会社ソラスト

〒108-8210
東京都港区港南⼀丁目7
番18号A－PLACE品川東
6F

ソラストリハピネス東山
(サービス付き⾼齢者住
宅)

〒465-0069
名古屋市名東区⾼針荒⽥
801番地

1
清掃(⽞関周辺・室内フロ
ア)、介護⼠補助業務、利⽤
者の話し相手

H30.10.1 2310002453

社会福祉法人富⽥福祉会
〒454-0957
名古屋市中川区かの⾥二
丁目212番地

特別養護⽼人ホーム松寿
苑

〒454-0925
名古屋市中川区中須町
235番地

1
清掃、⾞いす清掃、食器洗
い、シーツ交換、食事(下
膳・配膳)等

H30.10.1 2310002460

社会福祉法人富⽥福祉会
〒454-0957
名古屋市中川区かの⾥二
丁目212番地

特別養護⽼人ホーム美保
岐の丘

〒467-0027
名古屋市瑞穂区⽥辺通1
丁目21番地

1
清掃、⾞いす清掃、食器洗
い、シーツ交換、食事(下
膳・配膳)等

H30.10.1 2310002477

社会福祉法人富⽥福祉会
〒454-0957
名古屋市中川区かの⾥二
丁目212番地

ショートステイ敬寿の⾥
〒454-0937
名古屋市中川区法華⻄町
3丁目8番地

1
清掃、⾞いす清掃、食器洗
い、シーツ交換、食事(下
膳・配膳)等

H30.10.1 2310002484

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人富⽥福祉会
〒454-0957
名古屋市中川区かの⾥二
丁目212番地

デイサービスセンター法
華

〒454-0933
名古屋市中川区法華二丁
目104番地

1
清掃、⾞いす清掃、食器洗
い、食事(下膳・配膳)等

H30.10.1 2310002491

社会福祉法人ニコニコハ
ウス

〒457-0021
名古屋市南区鶴⾥町3丁
目40番地の1

ニコニコハウス鶴⾥
〒457-0021
名古屋市南区鶴⾥町3丁
目40番地の1

1

送迎補助(利⽤者送迎・買い
物等の付き添い)、介護業務
補助(利⽤者の作業サポー
ト・排泄介助)、施設清掃業
務

H30.10.22 2310002507

社会福祉法人ニコニコハ
ウス

〒457-0021
名古屋市南区鶴⾥町3丁
目40番地の1

ニコニコデイサービス鶴
⾥

〒457-0021
名古屋市南区鶴⾥町3丁
目40番地の1

1
送迎補助(利⽤者送迎)、介
護業務補助(⼊浴介助・食事
介助・排泄介助)

H30.10.22 2310002514

株式会社都あられ⽥口本
舗

〒451-0063
名古屋市⻄区押切二丁目
3番4号

株式会社都あられ⽥口本
舗

〒451-0063
名古屋市⻄区押切二丁目
3番4号

1 餅並べ、あられの箱詰め等 H30.10.26 2310002521

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

グレイスフル熱⽥
〒456-0033
名古屋市熱⽥区花表町1
番26号

1
利⽤者の居室清掃、ベッド
メーキング、食事の配膳・
下膳等

H30.11.1 2310002538

株式会社⽇建コーポレー
ション

〒460-0008
名古屋市中区栄⼀丁目
17番16号藤和シティ
コープ栄1階

株式会社⽇建コーポレー
ション

〒460-0008
名古屋市中区栄⼀丁目
17番16号藤和シティ
コープ栄1階

1
営業補助(事務補助、ポス
ティング準備)

H30.11.1 2310002545

社会福祉法人道徳福祉会
〒457-0845
名古屋市南区観音町6丁
目20番地

みなみ保育園
〒457-0865
名古屋市南区氷室町2丁
目6番地

1
園内清掃(フロア・階段・プ
レイルーム・靴箱・トイ
レ・洗面台)

H30.10.23 2310002552

ＭＴ綜合警備株式会社
〒467-0851
名古屋市瑞穂区塩⼊町
17番1号

ＭＴ綜合警備株式会社
〒467-0851
名古屋市瑞穂区塩⼊町
17番1号

10
交通誘導警備に関する法律
(警備業法)、基礎知識、誘
導警備に関する基本実務等

H30.12.1 2310002569

株式会社ＳＥＩＡＮ
〒466-0064
名古屋市昭和区鶴舞二丁
目1番17号

株式会社ＳＥＩＡＮ
〒466-0064
名古屋市昭和区鶴舞二丁
目1番17号

10
交通誘導警備に関する法律
(警備業法)、基礎知識、誘
導警備に関する基本実務等

H30.12.1 2310002576

株式会社ワンロック
〒460-0012
名古屋市中区千代⽥二丁
目3番4号千代⽥ビル2階

株式会社ワンロック
〒460-0012
名古屋市中区千代⽥二丁
目3番4号千代⽥ビル2階

1
撮影(中古カメラ・部品の撮
影)、商品梱包作業

H30.12.1 2310002583

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

大型デイサービスセン
ター サンサンリゾート
新栄

〒460-0007
名古屋市中区新栄二丁目
4番3号

1 送迎運転手、その他等 H31.1.4 2310002590

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

港ワークキャンパス(就
労継続⽀援A型)

〒455-0831
名古屋市港区十⼀屋⼀丁
目70番地の4

1
工場作業全般、指導員補助
作業

H31.1.16 2310002606

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

港ワークキャンパス(就
労継続⽀援B型)

〒455-0831
名古屋市港区十⼀屋⼀丁
目70番地の4

2
工場作業全般、指導員補助
作業

H31.1.16 2310002613

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

明和寮(就労継続⽀援B
型)

〒455-0831
名古屋市港区十⼀屋⼀丁
目70番地の5

1
施設内清掃、指導員補助作
業、事務補助作業

H31.1.16 2310002620

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

光和寮(就労継続⽀援B
型)

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目20番地

2
施設内清掃、指導員補助作
業、事務補助作業

H31.1.16 2310002637

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

⼾⽥川グリーンヴィレッ
ジ(⽣活介護)

〒454-0964
名古屋市中川区富永⼀丁
目16番地の1

1
⽣活⽀援員補助業務、施設
内環境整備業務

H31.1.16 2310002644

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

名古屋盲人情報文化セン
ター

〒455-0013
名古屋市港区港陽⼀丁目
1番65号

1
図書貸し出し業務補助、点
字出版業務補助

H31.1.16 2310002651

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

特別養護⽼人ホーム瀬古
第⼀マザー園

〒463-0068
名古屋市守山区瀬古二丁
目301番地

1
介護職員補助業務、施設内
環境整備業務

H31.1.16 2310002668

社会福祉法人名古屋ライ
トハウス

〒466-0855
名古屋市昭和区川名本町
1丁目2番地

盲養護⽼人ホーム瀬古第
二マザー園

〒463-0068
名古屋市守山区瀬古二丁
目301番地

1
介護職員補助業務、施設内
環境整備業務

H31.1.16 2310002675

特定⾮営利活動法人スポ
NAGOネクスト

〒453-0811
名古屋市中村区太閤通4
丁目48番地 アイムリ
オⅡ303号

就労継続⽀援B型事業所
スポNAGO

〒450-0003
名古屋市中村区名駅南⼀
丁目1番14号 新納屋橋
ビル5階

2
パソコン作業、イスに座っ
た軽作業、レクレーション

R1.6.5 2310002682

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

デイサービスセンター向
島

〒453-0838
名古屋市中村区向島町5
丁目28番地の8

1
清掃や利⽤者の⾒守り、レ
クレーションの手伝い、そ
の他

R1.5.24 2310002699

株式会社嘉文
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

嘉文本部
〒457-0861
名古屋市南区明治二丁目
4番6号

1 配送、その他付随する業務 R1.6.5 2310002705

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

アクティブセンター
ジョイフル砂⽥橋

〒461-0045
名古屋市東区砂⽥橋⼀丁
目1番1号

1
介護補助業務（間接援助業
務︓食事の配膳、下膳、環
境整備等）

R1.6.25 2310002712

社会福祉法人サン・ビ
ジョン

〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目
25番23号

特別養護⽼人ホーム グ
レイスフル上前津

〒460-0012
名古屋市中区千代⽥二丁
目24番30号

1
利⽤者様の居室清掃、ベッ
ドメーキング、食事の配
膳・下膳 等

R1.6.25 2310002729

特定⾮営利活動法人つば
さ福祉会

〒453-0813
名古屋市中村区二ツ橋町
4丁目37番地

⽣活介護事業つばさ
〒453-0813
名古屋市中村区二ツ橋町
4丁目37番地

1
作業の補助、⾏事への参
加、余暇活動⽀援など

R1.8.6 2310002736

社会福祉法人 むつみ福
祉会

〒460-0025
名古屋市中区古渡町9番
18号

⽣活介護事業所むつみグ
リーンハウス

〒460-0025
名古屋市中区古渡町9番
18号

1
作業の補助、⾏事への参
加、余暇活動⽀援など

R1.8.1 2310002743

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

特別養護⽼人ホーム な
ごやかハウス名楽

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4
丁目7番地の18

1
清掃、洗濯、下膳、食後の
後片づけ、簡単な営繕修理
など

R1.8.30 2310002750

社会福祉法人 光洋福祉
会

〒463-0003
名古屋市守山区大字下志
段味字⽳ヶ洞2266番地
の250

障害者⽀援施設 ⼀粒荘

〒463-0003
名古屋市守山区大字下志
段味字⽳ヶ洞2266番地
の250

1

館内外の清掃（⽞関周辺、
浴室、トイレ、庭等）、レ
クレーションの手伝い、洗
濯補助

R1.8.26 2310002767

社会福祉法人 ⻑寿会
〒447-0083
愛知県碧南市油渕町3丁
目50番地

特別養護⽼人ホーム シ
ルバーピアみずほ

〒467-0852
名古屋市瑞穂区明前町
15番17号

1
居室清掃（トイレ、洗面部
分、シーツ交換）、配膳、
下膳、介護補助

R1.9.13 2310002774

特定⾮営利活動法人バウ
ムカウンセリングルーム

〒451-0014
名古屋市⻄区⼜穂町6丁
目46番の１ DOLLハウ
ス⼜穂1階

指定共同⽣活介護 くる
み

〒462-0003
名古屋市北区桐畑町42
番地

1 ⽣活⽀援員の補助業務 R1.9.17 2310002781

特定⾮営利活動法人バウ
ムカウンセリングルーム

〒451-0014
名古屋市⻄区⼜穂町6丁
目46番の１ DOLLハウ
ス⼜穂1階

指定共同⽣活介護 あさ
ひ

〒462-0036
名古屋市北区⻑喜町3丁
目13番地

1 ⽣活⽀援員の補助業務 R1.9.17 2310002798

特定⾮営利活動法人バウ
ムカウンセリングルーム

〒451-0014
名古屋市⻄区⼜穂町6丁
目46番の１ DOLLハウ
ス⼜穂1階

指定共同⽣活介護 つく
し

〒455-0873
名古屋市港区春⽥野二丁
目1006番地

1 ⽣活⽀援員の補助業務 R1.9.17 2310002804

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

特別養護⽼人ホーム な
ごやかハウス滝ノ⽔

〒458-0021
名古屋市緑区滝ノ⽔三丁
目2103番地

1

シーツ交換作業、⼊浴準
備、⼊浴後の清掃、洗濯物
返却、義⻭洗い、⾃助食器
洗い、ベットメイク、
ショートステイ退所後の片
づけ・清掃、ごみ回収、物
品補充、下膳、下膳後の片

R1.10.21 2310002811

名古屋市
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⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく愛知県内認定就労訓練事業所⼀覧
（令和5年1⽉12⽇現在）

事業を⾏う者 就労訓練事業が⾏われる事業所 認定年⽉⽇ 認定番号
名称 所在地 名称 所在地 定員 内容

認定⾃治体

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

特別養護⽼人ホーム な
ごやかハウス三条

〒457-0866
名古屋市南区三条二丁目
16番42号

1
洗濯、清掃、下膳、食後の
片付け、簡単な営繕修理、
など

R1.11.28 2310002828

株式会社 Ｌｉｓ

〒474-0073
愛知県大府市東新町三丁
目1番地の1 コープ野
村C棟408号

就労継続⽀援B型事業所
シトラテ

〒467-0066
名古屋市瑞穂区洲山町二
丁目1番地の1 スズキビ
ル3F

20
チラシのセット組み、ポス
ティング、パソコンの訓
練、グループワーク

R2.1.7 2310002835

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

特別養護⽼人ホーム な
ごやかハウス名⻄

〒451-0064
名古屋市⻄区名⻄⼀丁目
24番8号

1
浴室清掃、⾞いす清掃、食
事の下膳、消耗品の補充、
など

R2.2.4 2310002842

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

特別養護⽼人ホーム な
ごやかハウス野跡

〒455-0845
名古屋市港区野跡5丁目
2番3号

1
洗濯、清掃、下膳、食後の
片付け、簡単な営繕修理、
など

R2.4.1 2310002859

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

なごやかハウス野跡 デ
イサービスセンター

〒455-0845
名古屋市港区野跡5丁目
2番3号

1
送迎ドライバーの補助業
務、利⽤者様の誘導、給
油、洗⾞、その他雑務

R2.4.1 2310002866

特定⾮営利活動法人 ア
ヴェニール

〒462-0810
名古屋市北区山⽥四丁目
12番33号

グループホーム癒庵
〒462-0016
名古屋市北区⻄味鋺三丁
目618番地

2
障害者グループホームでの
援助補助

R2.5.13 2310002873

特定⾮営利活動法人 ア
ヴェニール

〒462-0810
名古屋市北区山⽥四丁目
12番33号

特定⾮営利活動法人 ア
ヴェニール

〒462-0810
名古屋市北区山⽥四丁目
12番33号

2 事務作業、イベント補助他 R2.5.13 2310002880

社会福祉法人 親愛の⾥
〒399-3303
⻑野県下伊那郡松川町元
大島1593-1

ジョブサポートフォルテ
〒453-0016
名古屋市中村区竹橋町
38番8号

2

事業所内︓タオルセット作
り、⾃動⾞部品の検品、電
線の分解、ハンガーの組み
⽴て、工業⽤チューブカッ
ト
事業所外︓駐輪場の清掃、
リサイクルステーションの

R2.6.30 2310002897

マックスバリュ東海株式
会社

〒435-0042
静岡県浜松市東区篠ケ瀬
町1295番地1

マックスバリュ太閤店
〒453-0801
名古屋市中村区太閤⼀丁
目19番42号

1 ⽇配品の商品出し R2.8.3 2310002903

社会福祉法人なごや福祉
施設協会

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町3
丁目3番地 円昭ビル3F

特別養護⽼人ホーム な
ごやかハウス岳⾒

〒467-0043
名古屋市瑞穂区岳⾒町3
丁目4番地の１

1
洗濯、清掃、下膳、食後の
片付け、簡単な営繕作業な
ど

R2.11.25 2310002910

有限会社WATER.
PROOF. K

〒453-0855
名古屋市中村区烏森町三
丁目46番地

わーくしょっぷはんぶん
こ

〒453-0855
名古屋市中村区烏森町二
丁目44番地 フタムラハ
イツ101号・102号・
103号

2

衣類の値札取り・値札付
け、箱作り、文房具箱作
成・内容物封⼊、小物製品
の詰め込み、紙手提げ袋作
成、雑誌の折り込み、古紙
回収、ステンドグラス革製
品作成

R3.2.17 2310002927
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認定⾃治体

セキュリティスタッフ株
式会社

〒462-0804
名古屋市北区上飯⽥南町
1丁目34番地の2

セキュリティスタッフ株
式会社

〒462-0804
名古屋市北区上飯⽥南町
1丁目34番地の2

15

警備業に必要な法律の説
明。現場に出た際に必要な
報告・連絡の方法と社内
ルールの説明。交通誘導旗
振りの訓練。現場研修の実
施。

R3.2.24 2310002934

株式会社IMOM
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目6
番19号⻑者町通ビル4F

IMOM⻑者町
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目6
番19号⻑者町通ビル４F

1 軽作業 R3.4.5 2310002941

ガード.アクト株式会社

〒468-0074
名古屋市天白区八幡山１
３３２番地の1
MYビル2F

ガード.アクト株式会社

〒468-0074
名古屋市天白区八幡山
1332番地の１
MYビル2F

2

講義（警備の歴史、必要性
と重要性、業務内容説明
他）
実技（基本動作、誘導技術
と合図の方法、コミュニ
ケーションのとり方他）

R3.4.13 2310002958

TAG株式会社
〒454-0806
名古屋市中川区澄池町
19番30号

TAG株式会社
〒454-0806
名古屋市中川区澄池町
19番30号

1
ダンボール箱組み⽴て、製
品の確認、出荷作業
簡単な機械操作

R3.4.30 2310002965

株式会社 さくら警備保
障

〒460-0022
名古屋市中区⾦山二丁目
10番2号

株式会社 さくら警備保
障

〒460-0022
名古屋市中区⾦山二丁目
10番2号

3
交通誘導スタッフ 工事現
場（主に中部電⼒系工事）
で人と⾞の誘導

R3.5.18 2310002972

株式会社 ホリエブロス
〒456-0061
名古屋市熱⽥区⻄郊通五
丁目13番地の1

株式会社 ホリエブロス
〒456-0061
名古屋市熱⽥区⻄郊通五
丁目13番地の1

2

マンション・オフィスビル
等の⽇常清掃・ゴミ分別・
ワックスがけ、カーペット
清掃・マンションの管理人

R3.6.17 2310002989

社会福祉法人 ⻘山⾥会
〒512-1111
三重県四⽇市市山⽥町
5500-1

びわじま介護センター
〒451-0053
名古屋市⻄区枇杷島二丁
目19番18号

2 介護職員 調理補助 R3.6.25 2310002996

株式会社 マザー
〒467-0027
名古屋市瑞穂区⽥辺通4
丁目27番地の5

マザーケアホーム
〒467-0027
名古屋市瑞穂区⽥辺通4
丁目27番地の5

1

施設⼊所者（障害者）の⽣
活⽀援業務。料理・洗濯・
掃除・⾒守り等の⽇常⽣活
上のお世話

R3.6.24 2310003009

株式会社 マザー
〒467-0027
名古屋市瑞穂区⽥辺通4
丁目27番地の5

マザー介護サービス
〒467-0027
名古屋市瑞穂区⽥辺通4
丁目27番地の5

1

介護（身体介護・身体介護
補助・⽣活援助・移動⽀
援）
資格取得⽀援あり

R3.6.29 2310003016

株式会社 マーケットマ
ネージメント

〒451-0071
名古屋市⻄区⿃⾒町⼀丁
目15番地

株式会社 マーケットマ
ネージメント

〒451-0071
名古屋市⻄区⿃⾒町⼀丁
目15番地

3 ⽇常清掃 R3.7.12 2310003023

社会福祉法人 八事福祉
会

〒468-0072
名古屋市天白区大坪二丁
目801番地

特別養護⽼人ホーム 八
事苑

〒468-0072
名古屋市天白区大坪二丁
目801番地

1
清掃、シーツ交換、その他
の介護補助業務

R3.11.26 2310003047

名古屋市
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社会福祉法人 八事福祉
会

〒468-0072
名古屋市天白区大坪二丁
目801番地

特別養護⽼人ホーム 第
二八事苑

〒468-0072
名古屋市天白区大坪二丁
目701番地

1
清掃、シーツ交換、その他
の介護補助業務

R3.11.26 2310003054

社会福祉法人 八事福祉
会

〒468-0072
名古屋市天白区大坪二丁
目801番地

八事苑デイサービスセン
ター

〒468-0072
名古屋市天白区大坪二丁
目801番地

1
清掃、送迎補助、その他の
介護補助業務

R3.11.26 2310003061

有限会社 ウエダ
〒460-0024
名古屋市中区正⽊⼀丁目
12番9号

⼀八 正⽊本店
〒460-0024
名古屋市中区正⽊⼀丁目
12番9号

1
キッチン・ホール業務（調
理作業、配膳、洗い物等）

R4.1.4 2310003078

有限会社 ウエダ
〒460-0024
名古屋市中区正⽊⼀丁目
12番9号

四代目⼀八 ⾦山店
〒460-0024
名古屋市中区正⽊四丁目
10-9

1
キッチン・ホール業務（調
理作業、配膳、洗い物等）

R4.1.4 2310003085

有限会社 ウエダ
〒460-0024
名古屋市中区正⽊⼀丁目
12番9号

四代目⼀八 久屋御殿
〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目
6-15

1
キッチン・ホール業務（調
理作業、配膳、洗い物等）

R4.1.4 2310003092

有限会社 ウエダ
〒460-0024
名古屋市中区正⽊⼀丁目
12番9号

四代目⼀八 メルサ栄御
殿

〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目
4-5 メルサ栄本店B1F

1
キッチン・ホール業務（調
理作業、配膳、洗い物等）

R4.1.4 2310003108

名古屋市総合リハビリ
テーションセンター

〒467-8622
名古屋市瑞穂区弥富町字
密柑山1番地の2

名古屋市総合リハビリ
テーションセンター総務
部業務課

〒467-8622
名古屋市瑞穂区弥富町字
密柑山1番地の2

1

病院給食（直営）における
調理補助業務全般
（食器洗浄・盛り付け・配
膳・下膳・清掃など）

R4.1.11 2310003115

常盤電機株式会社

〒454-0971
名古屋市中川区富⽥町大
字千音寺字東五反⽥
1671番地

常盤電機株式会社

〒454-0971
名古屋市中川区富⽥町大
字千音寺字東五反⽥
1671番地

1
制御盤の配線、ハーネス加
工

R4.1.13 2310003122

株式会社 ジョウナン
〒457-0853
名古屋市南区六条町四丁
目117番地

株式会社 ジョウナン
〒457-0853
名古屋市南区六条町四丁
目117番地

10
建設現場における作業（材
料の運搬及び片付け・コン
クリート打設作業等）

R4.1.31 2310003139

株式会社IMOM
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目6
番19号⻑者町通ビル4F

IMOM丸の内
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目5
番30号中定ビル2F

5

⾃社製品（⾃社の飲食店で
販売する製品の作成・梱
包・ラベル貼り）、軽作業
（梱包・封⼊・部品の組み
⽴て）、⻑者町内の仕事
（縫製・まちづくり・都市
農業）、パソコン・事務作

R4.4.1 2310003146

社会福祉法人紫⽔会
〒462-0846
名古屋市北区名城三丁目
2番12号

特別養護⽼人ホーム
オーネストひびの大宝

〒456-0062
名古屋市熱⽥区大宝⼀丁
目1番3号

1
⽞関周辺、室内フロア、ト
イレ、介護備品等の清掃業
務

R4.4.15 2310003153

名古屋市
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株式会社ラベンダー
〒466-0815
名古屋市昭和区山手通二
丁目16番地の3

ラベンダー原保育室

〒468-0015
名古屋市天白区原⼀丁目
1705番地ラ・ポール光
1F

1
保育⼠補助業務、調理補助
業務、その他

R4.5.20 2310003160

株式会社ラベンダー
〒466-0815
名古屋市昭和区山手通二
丁目16番地の3

ラベンダー平針保育室

〒468-0011
名古屋市天白区平針四丁
目1101番地コットンハ
ウス平針1F

1
保育⼠補助業務、調理補助
業務、その他

R4.5.20 2310003177

社会医療法人 名古屋記
念財団

〒468-0021
名古屋市天白区天白町大
字平針字大根ヶ越199番
地

平針記念クリニック

〒468-0021
名古屋市天白区天白町大
字平針字大根ヶ越199番
地

1 畑作業、その他の軽作業 R4.7.1 2310003184

株式会社ワンプラス

〒456-0031
名古屋市熱⽥区神宮二丁
目10番14号レジデンス
じんぐう1F

株式会社ワンプラス

〒456-0031
名古屋市熱⽥区神宮二丁
目10番14号レジデンス
じんぐう1F

5 交通誘導警備業務 R4.8.30 2310003191

社会福祉法人しあわせ
あっくん

〒467-0822
名古屋市瑞穂区大喜町4
丁目15番地の3

住宅型有料⽼人ホーム
いちご大喜

〒467-0851
名古屋市瑞穂区塩⼊町
10番5号

1
調理補助、施設清掃、その
他の作業

R4.10.31 2310003207

⼀般社団法人サポート
きゃら

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥⼀丁
目2102番地サンパレス
植⽥1階

就労継続⽀援B型事業所
彩樹植⽥

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥⼀丁
目2102番地サンパレス
植⽥1階

1
手作り小物の製作補助、そ
の他の作業

R4.10.20 2310003214

⼀般社団法人サポート
きゃら

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥⼀丁
目2102番地サンパレス
植⽥1階

交流カフェ きゃらっぱ

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥⼀丁
目2102番地サンパレス
植⽥1階

1
お茶出し、お皿洗い、保育
補助、玩具管理、その他の
業務

R4.10.20 2310003221

⼀般社団法人サポート
きゃら

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥⼀丁
目2102番地サンパレス
植⽥1階

児童発達⽀援・放課後デ
イサービス 子どもの広
場植⽥

〒468-0051
名古屋市天白区植⽥⼀丁
目2102番地サンパレス
植⽥1階

1
保育補助、調理補助、その
他の業務

R4.10.20 2310003238

社会福祉法人AJU⾃⽴の
家

〒466-0037
名古屋市昭和区恵方町2
丁目15番地

障害者ヘルパーステー
ション・マイライフ

〒466-0034
名古屋市昭和区明⽉町2
丁目33番地の2相馬ハウ
ス2階

1
地域で⾃⽴⽣活をする障害
のある人の居宅における介
助現場の同⾏⾒学

R4.12.14 2310003245

名古屋市
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