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1 社会福祉法人愛の友協会 長生郡長生村金田2133 長生郡長生村 通学 0475-32-258 http://ainotomo.or.jp/

2 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10 千葉市 通信 一部生徒対象 043-290-0008 http://www.o-hara.ac.jp/best/shoninsha/

3 株式会社日本教育クリエイト 東京都新宿区西新宿1-23-12
千葉市、市川市、船橋市、
松戸市、柏市、佐倉市、四
街道市、流山市、富里市

通信 0120-294-350 http://sanko-fukushi.com/index.html

4 習志野総合サービス株式会社 習志野市東習志野3-1-22 船橋市、柏市 通信 0120-560-601 http://tsudanuma.jca.ac/

5 パラメディカル株式会社 東金市田間3-54-9 東金市
通信
・
通学

0475-52-1121  http://paramedical.co.jp/index.php

6 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9

千葉市、船橋市、松戸市、
柏市、浦安市、野田市、八
千代市、市原市、茂原市、
匝瑳市、成田市、君津市、

鎌ケ谷市

通信 0120-555-212  http://www.e-nichii.net/index.html

7
NPO法人千葉健康
生きがい支援ネット

銚子市小畑新町8539-6 銚子市 通学 0479-23-2771 http://kenko-ikigai.net/about/index.html

8 医療法人社団暁会 四街道市大日1685-10 匝瑳市 通学 043-421-6868 http://www.akatukikai.jp/

9
NPO法人
まごころネットワーク

流山市大畔537 松戸市 通学
離職者等再就職訓

練、居宅
047-348-6031 http://honobono-k.jp/

10 株式会社ウイング 市川市北方1-7-6 船橋市 通学 求職者支援訓練 047-420-8772 http://wing-kaigo.co.jp/

11 社会福祉法人初穂会 千葉市稲毛区萩台町380-2 千葉市 通信 0120-86-5124 http://kohitsujien.com/

12 株式会社田中学園
東京都豊島区北大塚2-13-1
G.H.Yビル4階

市川市 通学 0120-892-025 http://www.hakubi.com/

13 SHコーポレーション 千葉市中央区本千葉町1-11 千葉市 通学 離職者等再就職訓練 043-202-3386 http://jobcity-chiba.com/

14 株式会社中央医療研究所 松戸市常盤平4-20-14 松戸市 通学 047-394-7222 http://elderhome.jp/school

15 県立大原高等学校 いすみ市大原7985 いすみ市 通学 生徒対象 - -

16 県立鶴舞桜が丘高等学校 市原市鶴舞355 市原市 通学 生徒対象 - -

17 医療法人社団三友会 富津市青木1641 富津市 通学 0439-87-0650 http://www.saigusa-hospital.com/
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18 医療法人鉄薫会 亀田総合病院 鴨川市東町929 鴨川市 通学 04-7099-1165 http://www.kameda.com/ja/general/

19 県立長狭高等学校 鴨川市横渚100 鴨川市 通学 生徒対象 - -

20
株式会社ふれあい
サービスセンター

大網白里市柳橋736-13 木更津市、茂原市 通学 離職者等再就職訓練 0475-72-5022 http://fureais.co.jp/

21 社会福祉法人陽気会 香取市岩部946-1 香取市 通学 0478-75-1002 -

22 株式会社ヤックスケアサービス 千葉市中央区問屋町1-35
千葉市、印西市、いすみ

市、茂原市、鴨川市
通信 043-231-3481 http://www.yacs.jp/home/service/purpose/homehelper.html

23 医療法人社団緑友会
市川市行徳駅前2-16-1
アルファボックスビル4階

市川市 通信 047-702-8407 http://fukushi-academy.com/

24 社会福祉法人光明会 八街市八街に20 八街市 通学 043-442-0101 http://www.meiroh.com/

25 県立松戸向陽高等学校 松戸市秋山682 松戸市 通学 生徒対象 - -

26 株式会社ゆうか 千葉市中央区新千葉2-5-1 千葉市 通学 離職者等再就職訓練 043-243-7177 http://www.yuka-web.com/

27 県立小見川高等学校 香取市小見川4735-1 香取市 通学 生徒対象 - -

28 社会福祉法人生活クラブ
佐倉市王子台1-28-8
ちばぎん臼井ビル4階

千葉市、佐倉市、栄町 通学 043-460-8333 http://kazenomura.jp/

29 学校法人長戸路学園 匝瑳市八日市場ロ390 山武郡横芝光町 通学 生徒対象 - -

30
社会福祉法人
ミッドナイトミッションのぞみ会

富津市川名1436 富津市 通学 0439-87-9381 http://www.nozominomon.or.jp/gakkou/index.html

31 企業組合労協船橋事業団 船橋市高根台6-1-12 船橋市 通学 離職者等再就職訓練 047-467-4920 http://jigyoudan.com/

32 社会福祉法人福祉楽団 香取市沢2459-1 成田市 通学 0478-70-5757 http://www.gakudan.org/

33 株式会社オールプロジェクト 君津市人見3-6-19 君津市 通学 0439-50-8050 http://allkaigo.com/

34 一般財団法人市川福祉公社
市川市市川南1-1-1
ザ タワーズイースト209

市川市 通学 047-313-4072 http://i-fukukou.com/

35 NPO法人ワーカーズコープ
東京都豊島区東池袋1-44-3 
ISPタマﾋﾞﾙ7階

松戸市 通学 障害者委託訓練 047-311-1111 http://www.workers-coop.com/honbu/higashikanto/

36 社会福祉法人九十九里ホーム 匝瑳市飯倉21 匝瑳市 通学 0479-73-2115 http://www.99-home.com/
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37 株式会社シバタアクティブ 八千代市八千代台北10-9-30 八千代市 通学 047-483-9146 -

38 医療法人社団淳英会 千葉市緑区おゆみ野6-49-9 千葉市 通学 043-293-5151 http://www.oyumino-rouken.jp/

39
社会福祉法人
千葉県社会福祉援護会

船橋市藤原8-17-2 船橋市 通学 047-429-6871 http://www.engokai.or.jp/

40 県立君津青葉高等学校 君津市青柳48 君津市 通学 生徒対象 - -

41 学校法人高橋学園 東金市田間1999 東金市 通学 生徒対象 - -

42 株式会社めいとケア 松戸市殿平賀56-1 柏市 通信 0120-015-030 http://www.mate-care.com/

43 社会福祉法人自洲会 佐倉市青菅1008-7 佐倉市 通学 043-463-2944 http://www.yukarien.or.jp/

44 学校法人阿弥陀 教育学園 市原市能満字崩山1554-4 四街道市 通学 043-432-2797 http://www.kokufuk.jp/cgi-bin/kokufuk/siteup.cgi?category=1&page=0

45 株式会社やさしい手
東京都目黒区大橋2-24-3
中村ビル4階

千葉市 通信 03-5433-5532 http://www.yasashiite.com/

46 学校法人江戸川学園 流山市駒木474 流山市 通学 04-7155-2691 http://www.edosen.jp/news/

47 社会福祉法人ぶるーむ 柏市中原1817-1 柏市 通学 04-7136-2324 http://bloom.or.jp/

48 株式会社ベールヘルツ 松戸市松戸新田30 松戸市 通信 047-308-8502 http://www.veilherz-mirai.jp/

49 株式会社建築資料研究社 東京都豊島区池袋2-50-1 柏市 通学 求職者支援訓練 047-348-6111 http://www.ksknet.co.jp/

50 千葉県厚生農業協同組合連合会 千葉市中央区新千葉3-2-6
千葉市、印西市、館山市、

山武市
通信 043-245-7463 http://www.chiba-kohseiren.or.jp/index.html

51 株式会社ホープス
東京都渋谷区
恵比寿南3-9-11 3階

安房郡鋸南町 通学 鋸南町委託事業 0470-29-7117 http://www.hopes-net.org/

52 学校法人東京聖徳学園 東京都港区三田3-4-28 松戸市 通学 生徒対象 - -

53 学校法人秋葉学園 成田市郷部583-1 成田市 通学 生徒対象 - -

54 県立松尾高等学校 山武市松尾町大堤546 山武市 通学 生徒対象 - -

55 株式会社千葉薬品 千葉市中央区問屋町1-35 千葉市 通学 043-307-3883 http://www.yacs.jp/home/service/purpose/homehelper.html
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56 株式会社ケア・アクシス 市川市国府台3-2-16 野田市 通学 03-6233-7473 http://www.palcare.co.jp/

57 医療法人社団誠馨会 千葉市若葉区加曽利町1803-1 千葉市 通学 043-441-0350 -

58 NPO法人介護資格取得推進会 市原市ちはら台南5-26-6 長生郡長柄町 通学 0436-52-2796 http://www001.upp.so-net.ne.jp/u-page-susumu/

59 県立船橋豊富高等学校 船橋市豊富町656-8 船橋市 通学 生徒対象 - -

60 株式会社安永 茂原市法目2825-8 茂原市 通学 0475-44-5151 http://anshin-care.jimdo.com/

61
株式会社
ファーストステージグループ

千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンＢ棟16階

習志野市 通信 043-305-5211 http://www.1st-group.jp/

62 社会福祉法人旭福祉会 旭市イの3925-2 旭市 通学 0479-63-9011 http://www.yasuragien.or.jp/outline/

63 株式会社リエイ
浦安市入船1-5-2　
NBF新浦安タワー14階

浦安市 通信 047-305-7811 http://riei.co.jp/kenshu/

64 株式会社アズ・ライフケア 東京都中野区本町1-12-8 船橋市 通学 0120-94-4165 http://www.azumien.jp/

65 株式会社アトラス 千葉市花見川区畑町759 千葉市 通信 043-215-7117 http://atorasu.co.jp/

66 社会福祉法人清明会 八千代市島田台1002－6 市原市、八千代市 通学 047-480-5050 http://seimeikai.info/

67 株式会社エス・エム・エス
東京都新宿区
西新宿3-2-7　KDXビル2F

千葉市、船橋市 通学 0120-90-1144 http://www.care-pro.jp/

68 学校法人植草学園 千葉市中央区弁天2-8-9 千葉市 通学 043-233-9187 http://www.uekusa.ac.jp/

69
社会福祉法人
千葉県聴覚障害者協会

千葉市中央区神明町204－12 茂原市 通学 043-308-6372 http://www.deaf.or.jp/cdf/

70 株式会社セブンワーカーズ 匝瑳市飯倉台10－20 匝瑳市
通信
・
通学

居宅 0479-73-4811 http://www.suzuran-7.net/


