
法人名 事業所名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 定員 業務内容

〒２８５－００２５

千葉県佐倉市鏑木町３４６番地

〒２８９－０３１２

千葉県香取市本郷２３９番地１

〒２７２－０８２５

千葉県市川市須和田１丁目２３番４号

〒２８５－００１１

千葉県佐倉市山崎529番地１

〒２８５－００１１

千葉県佐倉市山崎488

〒２８５－０８３６

千葉県佐倉市生谷1612－１

〒２８５－００１１

千葉県佐倉市山崎字石井戸５２９番地１

〒２７２－０８２５

千葉県市川市須和田１丁目２３番４号

〒２８６－０８４１

千葉県成田市大竹字内沼370

〒２８９－１１１４

千葉県八街市東吉田519-4

〒２８９－１１１４

千葉県八街市東吉田912-8

〒２８９－１１１４

千葉県八街市東吉田912-8

生活困窮者認定就労訓練事業所一覧

1 社会福祉法人　佐倉厚生会 やまびこクラブ 043-486-3960 043-486-1610 ７人

個別の能力や希望に応じた業務の提供
・高齢者福祉施設内外の清掃、環境整備業務
・小規模デイサービス２ヶ所での介助補助業務
・園芸作業による季節の野菜や花の栽培業務
・簡単な製作業務

法人が運営する事業所での接客業務、厨房補助、味噌づくり補助、ジャムづくり補助、そ
ば打ち補助を行う。

3
特定非営利活動法人ホーム

レス自立支援市川ガンバの会
特定非営利活動法人ホームレス自立支援市

川ガンバの会
047-704-9915 047-704-9915 5人

・ケア付き住宅の共用部分の清掃
・自動車販売店（整備工場）内のトイレ清掃

2 社会福祉法人　善憐会 自然食工房・天然味噌工房「風の郷」 0478-80-1770 0478-80-1770 8人

通所介護事業所におけるリビング、廊下、浴室、トイレ等の清掃、洗車、配下膳、お茶出
し、食器洗い、利用者の見守り、レクリエーションの準備や片づけ等

4 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村デイサービスセンターさくら 043-481-3663 043-483-1711 １人

重症心身障害者通所支援事業所におけるリビングルーム、トイレ等の清掃、配下膳、食
器洗い、利用者の見守り、レクリエーションの準備や片づけ等

6 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村とんぼ舎さくら 043-460-0077 043-460-0088 １人
障がい者就労継続支援A型事業所におけるリビングルーム、トイレ等の清掃、食器洗
い、洗車、イベント準備等

5 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村重心通所さくら 043-483-5550 043-483-5557 １人

社会福祉法人事業本部における書類整理、ＰＣ入力等の事務補助全般

8 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村きなりの街すわだ 047-375-3300 047-375-3377 １人 住宅型有料老人ホームにおけるリビング、廊下等の清掃、ＰＣ入力等の事務補助等

7 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村事業本部 043-460-8333 043-460-8844 １人

9 社会福祉法人　生活クラブ
生活クラブ風の村デイサービスセンターなり

た
0476-28-2080 0476-20-6665 １人

通所介護事業所におけるリビング、廊下、浴室、トイレ等の清掃、洗車、配下膳、お茶出
し、食器洗い、利用者の見守り、レクリエーションの準備や片づけ等

通所介護事業所におけるリビング、廊下、浴室、トイレ等の清掃、洗車、配下膳、お茶出
し、食器洗い、利用者の見守り、レクリエーションの準備や片づけ等

11 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村デイサービスセンター八街 043-440-0315 043-442-0367 １人
通所介護事業所におけるリビング、廊下、浴室、トイレ等の清掃、洗車、配下膳、お茶出
し、食器洗い、利用者の見守り、レクリエーションの準備や片づけ等

10 社会福祉法人　生活クラブ
生活クラブ風の村デイサービスセンター東吉

田
043-440-7080 043-440-7080 １人

特別養護老人ホームにおけるリビング、廊下、居室、浴室、トイレ等の清掃、洗車、ベッ
ドメイク、配下膳、お茶出し、食器洗い、利用者の見守り、洗濯等

12 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村特養ホーム八街 043-440-0301 043-442-0367 １人



法人名 事業所名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 定員 業務内容

生活困窮者認定就労訓練事業所一覧

〒２７０－０１０１

千葉県流山市東深井20-29

〒２７０－０１０１

千葉県流山市東深井20-29

〒２８５－０８３７

千葉県佐倉市王子台6-3-9

〒２７０－１３５９

千葉県印西市木刈4-2-2

〒２７０－２２１４

千葉県松戸市松飛台398-1

〒２７０－００３４

千葉県松戸市新松戸3-211

〒２７９－００１２

千葉県浦安市入船4-9-7

〒２７２－００１４

千葉県市川市田尻1-10-9

〒２９９－０１０７

千葉県市原市姉崎海岸４３

〒２７０－２２５１

千葉県松戸市金ヶ作２０３

〒２７５－００２６

千葉県習志野市谷津５－２７－２

〒２７０－０１０１

千葉県流山市東深井８９－２８

13 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村サポートハウス流山 04-7153-6333 04-7155-4538 １人
サービス付き高齢者向け住宅におけるリビング、廊下、居室、浴室、トイレ等の清掃、
ベッドメイク、配下膳、お茶出し、食器洗い、利用者の見守り等

通所介護事業所におけるリビング、廊下、浴室、トイレ等の清掃、洗車、配下膳、お茶出
し、食器洗い、利用者の見守り、レクリエーションの準備や片づけ等

15 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合センター佐倉 043-461-7868 043-460-1380 ２人 リーユースびんの整理、配送車両の後片付け、倉庫内清掃、印刷、PC入力作業等

14 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村デイサービスセンター流山 04-7153-8787 04-7155-4538 １人

品出し、野菜袋詰め、ポスティング、清掃他

17 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合センター松戸 047-385-4646 047-330-6600 １人 リーユースびんの整理、配送車両の後片付け、倉庫内清掃、印刷、PC入力作業等

16 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合デポー木刈 0476-40-6811 0476-40-6813 １人

品出し、野菜袋詰め、ポスティング、清掃他

19 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合デポー浦安 047-353-0135 047-353-1319 １人 品出し、野菜袋詰め、ポスティング、清掃他

18 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合デポー新松戸 047-348-1210 047-348-1220 １人

リーユースびんの整理、配送車両の後片付け、倉庫内清掃、印刷、PC入力作業等

21 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合センター市原 0436-60-1583 0436-60-1510 １人 リーユースびんの整理、配送車両の後片付け、倉庫内清掃、印刷、PC入力作業等

20 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ生活協同組合センターベイ 047-379-1540 047-393-6353 １人

高齢者デイサービスにて介護補助業務

23 企業組合労協センター事業団 谷津地域福祉事業所ひだまり 047-403-6036 047-403-6038 １人 高齢者デイサービスにて介護補助業務

22 企業組合労協センター事業団 松戸地域福祉事業所あじさい 047-311-1111 047-704-5201 １人

高齢者デイサービスにて介護補助業務
放課後デイサービスにて保育業務

24 企業組合労協センター事業団 流山地域福祉事業所梅の木 04-7153-7792 04-7153-1392 １人



法人名 事業所名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 定員 業務内容

生活困窮者認定就労訓練事業所一覧

〒２７０－２３２２

千葉県印西市笠神１６２０－１

〒２７０－２３２２

千葉県印西市笠神１６２０－１

〒２７３－０１０３

千葉県鎌ケ谷市丸山３－１７－１８

〒２９２－０００５

千葉県木更津市畔戸１２１２番地

〒２９２－０８０５

千葉県木更津市大和２－１２－１０

〒２９２－０００８

千葉県木更津市中島２２１６

〒２８９－１１１３

千葉県八街市八街へ１９９－９３７

〒２９９－０１０２

千葉県市原市青柳１－１１－２２

〒２７０－０１７６

千葉県流山市加４－１２

〒２８５－００３７

千葉県佐倉市本町１４２－１

〒２９２－０８３３

千葉県木更津市貝渕２－１１－１５

〒２９２－０８１２

千葉県木更津市矢那３７１９

25 社会福祉法人六親会 特別養護老人ホームプレーゲ本埜 0476-97-0100 0476-97-0030 １人
特別養護老人ホーム内の清掃や環境整備、リネン交換、その他個別の能力や希望に応
じた業務

デイサービス内の清掃や環境整備、その他個別の能力や希望に応じた業務

27 社会福祉法人六親会 小規模多機能型居宅介護リーベン鎌ケ谷 047-443-8212 047-443-8213 １人 建物内外の清掃や環境整備、リネン交換、その他個別の能力や希望に応じた業務

26 社会福祉法人六親会
特別養護老人ホームプレーゲ本埜通所介護

事業所
0476-97-0100 0476-97-0030 １人

草刈り含むブルーベリー園の世話

29 株式会社Ｒ．Ｏ．Ｆ サービス付き高齢者向け住宅　ロフ壱番館 0438-53-8942 0438-53-8943 ２人
サービス付き高齢者向け住宅内における清掃、配下膳、入居者の見守り、洗濯及び洗
濯干し等

28
特定非営利活動法人障害者

フィッシングサポート協会
特定非営利活動法人障害者フィッシングサ

ポート協会
0438-41-1216 050-3488-3329 ９人

通所介護事業所における清掃、配下膳、機能訓練の準備・後片付け等

31 株式会社クレエ 株式会社クレエ 043-444-4185 043-443-7538 ６人 折箱組立作業

30 株式会社Ｒ．Ｏ．Ｆ デイサービスロフ金田店 0438-53-8343 0438-53-8352 ２人

パソコン等の解体作業、リサイクル素材の分別、計量作業、入庫出庫作業、工場内清掃
作業

33 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 04-7150-2654 04-7157-7155 １人 保育園内における、保育補助業務

32 株式会社トレス環境システム 株式会社トレス環境システム 0436-22-3108 0436-22-1254 ２人

保育園内における廊下、トイレ等の清掃、食器洗い、玩具の消毒

35 有限会社和エンタープライズ 有限会社和エンタープライズ 0438-55-7061 0438-55-7061 ５人 新日鐵住金君津構内で工場内清掃作業（スコップ、二輪車の補助）

34 社会福祉法人　生活クラブ 生活クラブ風の村保育園佐倉東 043-481-0225 043-485-6055 １人

ブルーベリー園内における収穫、パック詰め、清掃、剪定、ネット張り等の作業36
特定非営利活動法人

孫の手くらぶ
孫の手

ブルーベリー園
0438-25-7045 0438-25-8632 ４人



法人名 事業所名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 定員 業務内容

生活困窮者認定就労訓練事業所一覧

〒２７２－０８２６

千葉県市川市真間２－６－５
コモンビレッジ真間

〒２９２－１１５８

千葉県君津市鎌滝１４０

〒２９３－００１３

千葉県富津市西川８７１

〒２９２－００５７

千葉県木更津市東中央２－１０－１５

〒２９２－０８０４

千葉県木更津市文京５－１１－２１

〒２９２－００５６

千葉県木更津市木更津３－１－１

〒２９２－００５５

千葉県木更津市朝日１－１－４４－１F

〒２９２－００５４

千葉県木更津市長須賀７１９

〒２９２－００６４

千葉県木更津市潮見６－２３－２

〒287-0043

千葉県香取市大戸141-2、
141-5

〒287-0043

千葉県香取市大戸1283番地外
旧佐原第五中学校特別教室棟２階

〒289-1345

千葉県山武市津辺１７１番地１

43
特定非営利活動法人

イチミリノコエ
地域活動支援センター cube-3 0438-38-4990 0438-38-4991 ５人 地域活動支援センター事業のサポート、商品の販売、納品作業等

44

45

株式会社ジェイ・キャリー 株式会社ジェイ・キャリー長須賀車庫 0438-97-5095 0438-97-5096 ３人 中古車運搬手伝い、構内清掃

株式会社ジェイ・キャリー 株式会社ジェイ・キャリー潮見工場

37
企業組合
We need

あれやこれ屋 050-3698-1050 ― 10人 施設清掃や遺品整理などの片付け

キャベツの管理作業（定植、除草、収穫、出荷等）

39 株式会社千葉まいすたぁ 株式会社千葉まいすたぁ 0439-87-7275 0439-87-7275 ３人 農産物（米）の生産、加工、販売（主に倉庫内作業）

38
合同会社

うの福商店
合同会社うの福商店 0439-37-2673 0439-37-2673 ５人

42 株式会社グルーヴ どでかっちゃん 0438-23-3705 ― ２人 店内外清掃、食器洗い、簡単な仕込み調理補助

店内外清掃、食器洗い、簡単な仕込み調理補助

41 株式会社グルーヴ なかなか 0438-25-1414 ― ３人 店内外清掃、食器洗い、簡単な仕込み調理補助

40 株式会社グルーヴ 串よし 0438-25-1024 0438-25-1024 ２人

0438-97-5727 0438-97-5722 ３人 自動車整備アシスタント、構内清掃

092-471-7333
（本社）

092-471-7333
（本社）

１人

１人

農作物の収穫等

農作物の選果、出荷作業

46

47

グリーンラボ
株式会社

グリーンラボ
株式会社

グリーンラボ株式会社香取ベース

グリーンラボ株式会社香取出荷センター

092-409-3847
（本社）

092-409-3847
（本社）

２人 フードバンク・物資支援活動補助、催事補助、内職作業、事務補助、その他48
特定非営利活動法人

リンク
特定非営利活動法人リンク 0475-77-7531 0475-77-7538



法人名 事業所名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 定員 業務内容

生活困窮者認定就労訓練事業所一覧

〒292-0819

 千葉県木更津市羽鳥野６丁目２０番地１５

〒287-0105

千葉県香取市沢２４５９番１

〒289-1746

千葉県山武郡横芝光町寺方780番地1

〒272-0143

千葉県市川市相之川１－１８－２０

〒272-0031

千葉県市川市平田３－４－３

株式会社山研ビルサービス52 株式会社山研ビルサービス 047-358-4023 047-357-3738 1人 清掃補助、事務補助、社内環境整備

51
社会福祉法人

福徳会
特別養護老人ホーム　吉祥苑 0479-80-0084 0479-80-1772 ２人

居室やトイレ・共有スペースの掃除・消毒、施設外の清掃、入浴補助、衣類等の洗濯・寝
具の交換、車いすの清掃、食後の下膳・食器の洗浄

53 有限会社新屋 セブンイレブン市川平田３丁目店 047-378-2500 ― ２人 店舗内外の清掃、商品の補充、商品の販売期限等の確認、ポスティング

50
社会福祉法人

福祉楽団
就労継続支援A型事業所　栗源協働支援セ

ンター
0478-70-5234 0478-70-5235 ２人

農業部門　サツマイモやジャガイモの植え付け、除草、収穫、洗浄、袋詰めなど、一連の
生産管理
林業部門　丸太の集材、薪割りなど
工場部門　精肉および豚肉加工品の製造、梱包、出荷作業補助など

５人 清掃、草とり（外作業）、印刷物の仕分け等49
特定非営利活動法人

Standard Opinion Society
特定非営利活動法人　Standard Opinion

Society
03-4232-2523 0438-38-6965


