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＜事務系＞ 

No.１-１ EOS ファーム船橋 

No.１-２ 株式会社 EOS ファーム（本社） 
定員 ２名／回 開講月 （随時）4 月～ 

No.1-1 船橋市葛飾町２－３４１－３ サミットビル４階  

No.1-2 船橋市葛飾町２－３４１－３ サミットビル６階 

＜JR 線西船橋駅より 300ｍ徒歩 3 分＞ 

期間 1 ヶ月（12 日） 

目標 ○パソコンデータ入力（キーパンチャー）の養成 

内容：No.1-1 

○ホームポジションによる正確な入力と素早い操作 ○エクセルでの数値入力 

や住所などの文字入力 ○専用ソフトを使用しての健康診断結果等の入力 

内容：No.1-2 

○データ入力 ○各種一般事務処理（電話対応なし） 

時間 10:00～16:00 

その他 パソコンの基本操作、

ワード、エクセルの初級程度が

できる方。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

○ ○ ○ 不可 ― ○ ― ○ ○ ○ ○ 

No.２-１ SMBC グリーンサービス株式会社 東京業務部 

No.２-２ SMBC グリーンサービス株式会社 千葉業務部 
定員 １名／回 開講月  5～9 月、11～1 月 

No.２-1 習志野市津田沼４－９－１６ ＜京成線京成津田沼駅より150ｍ徒歩3分＞ 

No.２-2 千葉市中央区中央４－８－１ ＜京成線千葉中央駅より 650ｍ徒歩 10 分＞ 
期間 1 ヶ月（10～20 日） 

目標 ○社会人としての基礎を習得し、スムーズな就労を可能とする。 

内容 ○パソコン入力作業及び書類整理（カード並び替え）を中心に、次の項目を習得 

する。 

・仕事の意欲、遂行 ・職場環境への適応 ・職場ルールの順守 

・職場の人間関係構築 ・社会人としての自覚、意識 

時間 8:40～17:10 

その他 パソコンの基本操作が

できる方。  

※支援機関等に登録済みの方 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ○ ○ 可 ― ○ ○ ○ ○ ○ ― 

No.３ 株式会社グローバル・ワン 定員 ２名／回 開講月 （随時）4 月～ 

東京都中央区日本橋人形町３－３－１０ 日本橋 TEC ビル３階 

＜東京メトロ日比谷線、都営浅草線人形町駅より 300m 徒歩２分＞ 
期間 1 ヶ月（20 日） 

目標 ○訓練を通じて、基本的なビジネスマナー、パソコン操作を習得して、社会で通 

用する人材になる。 

内容 ○パソコン基本操作（ワード、エクセル、メール） ○事務補助        

○ビジネスマナーの習得 

時間 10:00～15:00 

その他 パソコンを全く使った

ことのない方も対象。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

No.４ 株式会社ティーエスケー 定員 １名／回 開講月 10～3 月 

船橋市高瀬町３１－３         ＜JR 線南船橋駅より 1.2km 徒歩１５分＞ 期間 1 ヶ月（10～15 日） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力など、就労に必要な基本的な姿勢・

態度を身に付ける。 

内容 ○事務作業補助等 

時間 9:00～16:00 

（内４～６時間） 

その他 パソコンの基本操作が

できる方。 

※支援機関等に登録済みの方 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ― ○ ○ ― ― 

この訓練は、１名または数名の受講者で行う訓練を想定しています。 

訓練期間は２０１９年 4 月１日（月）から２０２０年 3 月 1３日（金）

になります。受講申込の最終受付は、２０２０年 1 月 2４日（金）です。

締め切り間際ですと実施できない場合がありますので、早めのお申し込

みをお願いします。 

企業実践コース 
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No.５ 株式会社ＩＤＯＭビジネスサポート 定員 ２名／回 開講月 4～11 月、1～3 月 

千葉市美浜区中瀬 2－6－1 WBG マリブイースト棟 27 階 

＜JR 線海浜幕張駅より 100ｍ徒歩３分＞ 
期間 １ヶ月（14～20 日） 

目標 ○人とのコミュニケーションスキルや体力・集中力などの就労に必要とされる基

本的な業務姿勢・態度を身に付ける。 

内容 ○自動車検査証や損害保険等の重要書類の仕分け作業、提出先への発送準備 

○自動車損害賠償責任保険解約請求書類作成業務（捺印、書類作成、データ入力）  

○自動車検査証記載データ入力、販売車両のデータ入力  

○備品作成（名刺、その他作成物） 

時間 10:00～17:00 

   （内４～６時間） 

その他 円滑なコミュニケーシ

ョンが可能な方。パソコンの基

本操作、日本語入力・記載ができ

る方。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

○ ○ ○ 可 ― ○ ○ ○ ○ ― ― 

No.６ 株式会社市進アシスト 定員 １名／回 開講月 （随時）4 月～ 

市川市八幡２－３－１１ ＧＥエジソンビル６階 

＜JR 線本八幡駅より 300ｍ徒歩４分＞ 
期間 1 ヶ月（10～15 日） 

目標 ○入力作業を通してコミュニケーションスキルや集中力など、就労に必要な姿勢     

   や態度を身に付ける。 

内容 ○教材等の OCR 化（ワードでの入力）、スキャン、文書化、シュレッダー作業な

ど 

時間 10:00～18:00 

   （内 4～7 時間） 

その他 パソコンの基本操作が

できる方。 

※支援機関等に登録済みの方 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

○ ○ ○ 不可 ― 軽度 軽度 ○ ○ 軽度 ― 

No.７-１ 小張総合病院 

No.７-２ 小張総合クリニック 

 

定員 １名／回 開講月 （随時）4 月～ 

No.7-1 野田市横内２９－１    ＜東武野田線野田市駅より 1.7 ㎞徒歩１５分＞ 

No.7-2 野田市横内２０―１    ＜東武野田線野田市駅より 1.7 ㎞徒歩１５分＞ 
期間 1 ヶ月（10～20 日） 

目標 ○パソコンでのスキャナー取込作業、文書登録作業の習熟 

内容 ○スキャナー取込作業、文書登録作業、再来受付、案内手伝い、資料作成補助、

カルテ整理、電話対応など 

時間 8:30～17:00 

   （内 5～6 時間） 

その他 パソコンの基本操作が

できる方。円滑なコミュニケー

ションが可能な方。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ○ ○ 可 ― ― ― ○ ○ ― ― 

＜農業系＞ 

No.８ 農事組合法人 旭愛農生産組合 定員 1 名／回 開講月 （随時）４月～ 

旭市鎌数１２７３              ＜JR 線旭駅より 2.3 ㎞徒歩２８分＞ 期間 １ヶ月（10 日） 

目標 ○体力・集中力の向上を軸に、就労を前提としたコミュニケーション能力の向上

とスキルの向上を目指す。 

内容 ○ミニトマト、トマト、きゅうりなどの野菜の包装作業及び発送梱包作業  

時間 9:00～18:00 

その他  

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

No.９ 生活クラブ風の村とんぼ舎さくら 福祉農園 定員 1 名／回 開講月 （随時）４月～ 

佐倉市青菅字木の宮大割１００１－１ 

＜京成線勝田台駅よりバス「宮ノ台入口」下車 800ｍ徒歩１０分＞ 

期間 3 ヶ月 

（15～20 日／月） 

目標 ○農作業を通して、コミュニケーションスキルや体力など、必要な能力を身に付

ける。 

内容 ○農作業（収穫、出荷作業、除草作業など） 

時間 7:00～18:00 

   （内３～5 時間） 

その他 農作業に興味のある方。 

作業服、作業靴、合羽、麦わら帽

子（各自用意） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ○ 不可 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ 
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No.１０ 當間牧場 定員 ２名／回 開講月 （随時）4 月～ 

長生郡長柄町山之郷６０１－１７ 

＜JR 線茂原駅よりバス「西山集会所前」下車 20m 徒歩２分＞ 

期間 1～3 ヶ月 

   （16～24 日／月） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力などの就労に必要な基本的な姿勢・

態度を身に付ける。 

内容 ○牧場作業（搾乳、子牛に授乳、牧草の収穫、餌やり、清掃など） 

 

時間 4:00～19:00 

   （内 4～5 時間） 

その他 普通自動車運転免許が

あればより可。寄宿舎利用可能 

 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ○ ○ ○ ○ ― ― 

No.１１-１ 有限会社ワタミファーム白浜農場 

No.１１-２ 有限会社ワタミファーム山武農場 
定員 ３名／回 開講月 7～1 月 

No.１１-1 南房総市白浜町白浜７－１０ 

＜JR 線館山駅よりバス「東横渚」下車 200ｍ徒歩 5 分＞ 

No.１１-2 山武市横田１９１－１ 

＜JR 線八街駅・成東駅よりバス「妙宣寺」下車 1.2km 徒歩 20 分＞ 

期間 １～2 ヶ月 

   （10～20 日／月） 

目標 ○農作業を通して体力、集中力、コミュニケーション能力など、就労に必要な基

本的なことを身に付ける。 

内容 ○農作業全般（種まき、除草、肥料撒き、収穫作業など） 

 

時間 8:00～17:00 

   （内３～７時間） 

その他 作業服、帽子、長靴、作

業用手袋（各自用意） 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― 軽度 不可 ― 軽度 軽度 軽度 軽度 ― ― 

No.１２ ハーブちくら農園 定員 ３名／回 開講月 （随時）4 月～ 

南房総市千倉町瀬戸浜田２６７８－１他    

＜JR 線千倉駅より 870m 徒歩 11 分＞ 

南房総市千倉町白子１６５－３ハーブちくら加工作業所  

＜JR 線千歳駅より 560m 徒歩 8 分＞ 

期間 １ヶ月（15～20 日） 

目標 ○農作業、ハーブ加工作業などを通して、体力、集中力、コミュニケーション能

力など、就労に必要な基本的なことを身に付ける。 

内容 ○農作業 

    収穫、ハーブの手入れ、苗作り、出荷作業、除草作業など 

   ○ハーブ加工、出荷準備作業 

    洗浄、検品、仕分け、カット、袋詰め、シーリングなど 

時間 9:00～14:30 

   （内３～5.5 時間） 

その他 作業服、作業靴、合羽、

日除け帽子（各自用意） 

 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― 軽度 不可 ― 軽度 軽度 軽度 軽度 軽度 軽度 

＜介護系＞ 

No.１３ 九十九里ホーム 山田特別養護老人ホーム 定員 1 名／回 開講月 （随時）4 月～ 

香取市大角１５４５－１６        ＜JR線小見川駅より11km車で２０分＞ 期間 １ヶ月（15～20 日） 

目標 ○体調管理やコミュニケーション力など、働く上で大切な基本的な能力の向上を

目指す。 

内容 ○シーツ交換、トイレと浴室のパット補充、ゴミ回収、昼食の下膳、休憩室等の

掃除、衣類配りなど 

時間 9:00～17:00 

   （内 5～6 時間） 

その他 ジャージ、室内履き用

運動靴（各自用意） 

 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ○ ― ― 
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No.１４ 社会福祉法人外房 特別養護老人ホーム外房 定員 1 名／回 開講月 （随時）4 月～ 

夷隅郡御宿町久保７９６         ＜JR 線御宿駅より 2.5km 徒歩３０分＞ 期間 1～3 ヶ月（20 日／月） 

目標 ○環境整備・基礎実務を習得する。 

内容 ○清掃業務（トイレ・居室・ゴミ捨てなど） 

時間 13:00～17:30 

その他  

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ○ 不可 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

No.１５ グループホームはすぬま 定員 1 名／回 開講月 （随時）4 月～ 

山武市蓮沼ロ２７８３－７         ＜JR 線松尾駅より 4km 徒歩４５分＞ 期間 １ヶ月（15～20 日） 

目標 ○コミュニネーションスキルや集中力・思考力など、就労に必要なものを身に付

ける。 

内容 ○施設内の清掃業務 ○食事の配膳、食器の洗い物など 

○入居者の外出等付き添い補助 ○入居者の見守り補助 

時間 10:00～17:00 

その他 基本的なコミュニケー

ションが可能な方。動きやすい

服装、上履き（各自用意） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

No.１６-１ 介護老人保健施設 龍岡ケアセンター（本館） 

No.１６-２ 介護老人保健施設 龍岡ケアセンター（さくら園） 
定員 ２名／回 開講月 7～11 月、2～3 月 

No.１６-１／No.１６-２ 富里市七栄６５３－７３ 

＜京成線成田駅よりバス「富里中学校」下車 600ｍ徒歩８分＞ 
期間 1 ヶ月（9～20 日） 

目標 ○コミュニケーションスキルや集中力など、仕事に必要な基本的な姿勢・態度を

学習する。 

内容 ○介護助手を学習する。（食事の配膳、シーツ交換、入浴準備、コップ・タオル洗

浄、レクリエーション補助、その他介護士の補助業務） 

   ○清掃を学習する。（トイレ、部屋、フロアー、階段などの清掃） 

時間 9:00～17:00 

   （内 4～7 時間） 

その他 上履き、ジャージ（各自

用意） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ― ― ― 

No.１７-１ 特別養護老人ホーム長生共楽園 

No.１７-２ 特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる 

No.１７-３ 養護老人ホーム長生共楽園 

定員 1 名／回 開講月 （随時）4 月～ 

No.１７-１／No.１７-３ 茂原市下永吉２８１２ 

No.１７-２ 茂原市下永吉２６６７－５ 

＜JR 線茂原駅よりバス「老人ホーム入口」下車 180～450m 徒歩２～５分＞ 

期間 1～2 ヶ月 

   （15～20 日／月） 

目標 ○報告・連絡・相談を含むコミュニケーションスキル、体力、集中力など、就労

に必要な基本的な姿勢・態度を身に付ける。 

内容 ○老人ホーム施設内等において、介護補助作業等（食事等の配膳・下膳等、口腔

ケア準備・片付け、入浴後ケアなど） 

   ○利用者様の衣類洗濯作業等 ○老人ホーム施設内外において清掃作業等 

時間 9:00～18:00 

   （内 4～6 時間） 

その他 基本的なコミュニケー

ションが可能な方。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ 

No.1８-1 ひかり学園      No.18-2 第 2 ひかり学園 

No.1８-3 ひかり学園アネックス中村 

No.1８-4 久賀福祉センター No.18-5 常盤福祉センター 

定員 ２名／回 開講月 4～6 月、9～3 月 

No.1８-１ 香取郡多古町北中１３０９－１６０／No.1８-２ 香取郡多古町北中１２６９ 

No.1８-３ 香取郡多古町南中３３５／No.1８-４ 香取郡多古町大高１－２８ 

No.1８-５ 香取郡多古町南玉造１５０８－１ 

＜JR 線八日市場駅よりバス「南中」・「飯笹」・「南借当」下車 400m～3.7km 

徒歩５～４６分＞ 

期間 １ヶ月（10～24 日） 

時間 9:00～17:45 

   （内 3～6 時間） 

目標 ○コミュニケーションスキルや就労に必要な基本的な姿勢や態度、知識を身に付

け、就労に結び付く能力を養う。 

内容 ○施設内清掃、利用者支援補助 

その他 基本的な生活習慣が身

に付いており、自力で通勤でき

る方。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

応相談 応相談 ○ 不可 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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＜作業系＞ 

No.１９ 大里綜合管理株式会社 定員 １名／回 開講月 ４～3 月（除く８、１月） 

大網白里市みやこ野２－３－１       ＜JR 線大網駅より１km 徒歩１５分＞ 期間 ３ヶ月（１６日／月） 

目標 ○就労に必要な基礎知識、マナー、コミュニケーションを身に付ける。 

内容 ○事務所内、現場での職業訓練、朝の環境整備、地域活動を通じて、社内、地域

の方々とコミュニケーションを取り、体験の中で自信につなげ自立へのステッ

プアップをしていく。 

時間 ７:30～1５:00 

その他 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

○ ○ ○ 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

No.２０-１ カンダコーポレーション株式会社 東金センター 

No.２０-２ カンダコーポレーション株式会社 野田センター 
定員 ８名／回 開講月 （随時）４月～ 

No.20-1 東金市丘山台２－６－７  

＜JR 線大網駅よりバス「東千葉メディカルセンター」下車 1.3km 徒歩２５分 

／JR 線大網駅・東金駅より送迎バスあり＞ 

No.20-2 野田市船形１６４２－１  

＜東武野田線川間駅よりバス「木戸口」下車徒歩 3 分／送迎バスあり＞ 

期間 １～３ヶ月 

（15～20 日／月） 

時間：No.20-1  

9:00～13:00または13:00 

～17:00 

時間：No.20-2  

9:00～18:00(内 4～6 時間) 

目標 ○コミュニケーションスキル、体力、集中力など、必要な基本的な姿勢や態度を

身に付け、就職に対して自信を付けられるようにする。 

内容：No.20-1  

○発泡箱の選別 ○台車の搬送 ○冷蔵商品のピッキング、仕分け作業 

内容：No.20-2 

○パン入荷商品の搬送 ○パン商品の仕分け作業 ○折りコンテナの組み立て 

その他 単純作業に継続して取

り組める方。安全靴（各自用意） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ○ ― 不可 ― ○ ○ ○ ― ― ― 

No.２１ 株式会社 岩井工機 定員 １名／回 開講月 （随時）４月～ 

富津市二間塚４８２           ＜JR 線君津駅より約 4km 車で 10 分＞ 期間 １ヶ月（10～20 日） 

目標 ○機械加工を通じて、安全意識、集中力、持続性、就労意識を身に付ける。 

内容 ○金属材料の面取り ○材料の取り付け ○材料運搬作業補助 

時間 ８:０0～16:45 

その他 体力があり、安全管理

ができる方。作業服（2,925 円：

１着支給） 安全靴（2,295 円）。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ 応相談 ― ― ― 

No.２２ 株式会社シーエックスカーゴ 野田流通センター 定員 ２名／回 開講月 ４～10 月、1～3 月 

野田市尾崎向山１６８４        ＜東武野田線川間駅より 2km 徒歩２５分＞ 期間 １ヶ月（２０～２２日） 

目標 ○独力での通勤、体調管理に留意し、勤務を継続して行う。 

内容 ○コミュニケーションを第一に、周囲との協調を図る。 

○注意点に留意し、作業方法の習得を行う。○独力で通勤を行う。 

時間 9:00～1７:00 

その他  

 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ― ― ― 

No.２３ 株式会社モノテクノス 定員 ２名／回 開講月 ４～11 月、1～3 月 

千葉市美浜区中瀬２－６－１ WBG マリブウエスト２階   

＜JR 線海浜幕張駅より 450m 徒歩５分＞ 
期間 １ヶ月（12～16 日） 

目標 ○ものづくり実践やプログラミングを通して、企業で必要とされる技術力を身に

付ける。 

内容 ○半田ごて等を使いものづくり実習（半田付け、基板作製） ○簡単な電子回路 

設計、基板作製 ○プログラミング基礎演習 ○プログラミング実践演習（コ

ード入力、設計等） ○業務上必要とするコミュニケーション演習 

時間 10:00～16:00 

その他 パソコンの基礎的操作

ができる方。教材費等（プログラ

ミ ン グ 教 育 用 基 板 セ ッ ト

10,000 円） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ○ 不可 ― ― 軽度 ○ ○ ○ ○ 
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No.２４ イオンリテール株式会社 イオン旭店 定員 １名／回 
開講月 4～６月、9～11 月、

1～3 月 

旭市イー２６７６              ＜JR 線旭駅より 500ｍ徒歩 8 分＞ 期間 １ヶ月（12 日） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力など、就労に必要な基本的な姿勢・

態度を身に付ける。 

内容 ○農産売場、惣菜売場及び水産売場などでの業務（商品の結束、パック詰めなど） 

   ○値札の貼付け ○陳列台（棚）への品出し 

時間 8:00～13:30 

その他 挨拶ができる方。黒色

ズボン、ネクタイ、ワイシャツ、

スニーカー（各自用意） 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ○ 不可 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

No.２５ 株式会社バロックジャパンリミテッド 北柏ＤＣ 定員 １名／回 開講月 4～9 月、1～3 月 

柏市松ヶ崎新田１３－１ロジポート北柏内   ＜JR線北柏駅より600ｍ徒歩８分＞ 期間 １ヶ月（10 日） 

目標 ○衣料品の返品（検収・検品）作業を通して、「報・連・相」の実際等、基本的な

ビジネス・スキルを習得し、社会人として最低限必要なビジネスマナーを身に

付け、実践的なビジネスマインドと社会性を養う。 

内容 ○入荷作業（荷物の運搬、開梱、商品数の確認） ○返品商品の再生作業（シ 

―ルはがし、たたみ作業、OPP 袋替えなど） ○スキャニング（データと梱包・ 

搬入商品との数の確認） ○出荷作業（スキャニング結果の印刷、商品の梱包、 

荷積み） ○その他、必要に応じて、タグ不良、B 品（不良品）の処理 

※必要に応じてレクチャー形式でのビジネスマナー研修を行う場合があります。 

時間 8:50～17:00 

その他 ハンディスキャナーの

操作、ダンボールの積み下ろし

作業あり（女性でも対応可能レ

ベル） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

○ ○ ○ 不可 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ 

No.２６ 三晃印刷株式会社 習志野工場 定員 ２名／回 開講月 4～11 月、1～3 月 

船橋市習志野４－１０－５ 

＜JR 線津田沼駅よりバス「朋和産業前」下車 300ｍ徒歩３分＞ 

期間 １～2 ヶ月 

（10～20 日／月） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力など、就労に必要な基本的な姿勢を

身に付ける。 

内容 ○印刷用フィルム原版のスキャナー取り込み作業及びパソコンによる画像処理

作業 

   ○製本工場にて、印刷物を製本丁合機に乗せる作業等 

時間 9:00～16:00 

その他 安全ルールの理解と基

本的なコミュニケーションが可

能な方。作業服、作業靴（各自用

意） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― 軽度 ○ ○ ― ― ― 

No.２７ グローバルオーガニックグループ株式会社 定員 １名／回 開講月 （随時）４月～ 

南房総市白浜町白浜２８８７－５ 

＜JR 線千倉駅よりバス「安房白浜」下車 270ｍ徒歩３分＞ 

期間 １～２ヶ月 

（12～15 日／月） 

目標 ○就労に必要な基本知識、マナー、コミュニケーションと作業、通所に必要な体

力、集中力、思考力を身に付ける。 

内容 ○ラベル貼り（化粧品） 

時間  9:15～15:15 

その他 基本的生活習慣が身に

付いている方。 

 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ○ ○ 不可 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

No.２８ 古河ニューリーフ株式会社 千葉支社 定員 ２名／回 開講月 （随時）４月～ 

市原市八幡海岸通り６        ＜JR 線八幡宿駅よりバス「古河電工前」下車＞ 期間 １ヶ月（10～20 日） 

目標 ○職場生活に必要なビジネスマナーを身に付ける。（挨拶、健康管理、ルール、報

告、連絡、相談など） 

内容 ○事務所、工場内で使用する清掃用具の使い方の習得及び実際の清掃作業 

○廃棄する機器の解体、基盤や配線などの仕分け 

○これらの作業を通して基本的な清掃技能、職場生活のルール（挨拶、職場ルー 

ル、報告、連絡、相談等）の習得及び作業日報による反省、意識付けを行う。 

時間 8:00～15:30 

   （内４～6.5 時間） 

その他  

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ― ― ― ― 
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No.２９ 株式会社クリーン＆クリーン 市川事業所 定員 1名／回 開講月 （随時）４月～ 

市川市本行徳２５５４－５２ 三甲リース（株）内 

＜東京メトロ東西線行徳駅・妙典駅よりバス「行徳総合病院」下車 900ｍ徒歩１２分＞ 

期間 1～2 ヶ月 

（10～20 日／月） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力など、就労に必要な姿勢・態度を身

に付ける。 

内容 ○物流用プラスチックコンテナのラベル（シール）除去及び仕分、運搬等の作業 

時間 8:00～17:00 

   （内 6～8 時間） 

その他 動きやすい服装、安全

靴（各自用意） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

軽度 ― ― 不可 ― 軽度 軽度 軽度 軽度 軽度 軽度 

No.３０ ビーアシスト株式会社 東千葉事業所 定員 2名／回 開講月 7～9 月、12～1 月 

千葉市中央区祐光３－２ ＜JR 線東千葉駅より 800ｍ徒歩１０分／JR 千葉駅よりバ

ス「祐光３丁目」下車 300m 徒歩２分＞ 

期間 １ヶ月 

（10～20 日） 

目標 ○軽作業等の業務を通して、チームで協業できるようにする。 

内容 ○中古商材の加工、加工数のカウント 

○チームで協力し、加工目標数に対する実績値の管理を行う（進捗管理） 

時間 9:30～17:00 

その他  

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ― ○ ― ― 

No.３１-１ ゲオ幕張店      No.３１-２ ゲオ習志野台店 

No.３１-３ ゲオ八千代高津店 No.３１-４ ゲオ行徳店 

No.３１-５ ゲオ佐倉志津店   No.３１-６ ゲオ浦安猫実店 

No.３１-７ ゲオ市原店       No.３１-８ ゲオ袖ヶ浦店 

定員 

各店舗１名／回 
開講月 （随時）４月～ 

No.31-1 千葉市美浜区幕張西２－１－８ ＜JR 線幕張本郷駅より 1km 徒歩１５分＞ 

No.31-2 船橋市習志野台５－４－１１  ＜新京成線習志野駅より500ｍ徒歩６分＞ 

No.31-3 八千代市高津東２－６－１ ＜京成本線八千代台駅より 1.7km 徒歩 21 分＞ 

No.31-4 市川市福栄３－１０－２ シテ・ラピーヌ南行徳１階 

＜東京メトロ東西線南行徳駅より 1.3km 徒歩１６分＞ 

No.31-5 佐倉市井野１４４４        ＜京成線志津駅より650ｍ徒歩８分＞ 

No.31-6 浦安市猫実４－６－４０ ＜東京メトロ東西線浦安駅より400ｍ徒歩４分＞ 

No.31-7 市原市東五所５－１８     ＜JR 線八幡宿駅より 1.5km 徒歩２０分＞ 

No.31-8 袖ケ浦市福王台２－８－５   ＜JR 線袖ケ浦駅より 1.2km 徒歩１６分＞ 

期間 1～3 ヶ月 

（10～23 日／月） 

時間 8:30～16:45 

   （内 5～6 時間） 

その他 本事業所への就業を検

討している方。 

目標 ○実際の店舗内での清掃業務や加工業務などを通して、働く為に必要な基本的な

労働習慣や知識、職業的スキルを高める。 

内容 ○店舗内外の清掃業務 ○商品の加工 ○レンタル商品の返却作業 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

軽度 軽度 ○ 不可 軽度 軽度 ○ ○ ○ ○ ― 

No.３２ ＮＥＣフレンドリースタフ株式会社 我孫子事業所 定員 1名／回 開講月 （随時）４月～ 

我孫子市日の出１１３１        ＜JR 線天王台駅より 1.6km 徒歩１８分＞ 期間 １ヶ月（８日） 

目標 ○清掃活動を通じて、チームワーク力、持続性、就労意識を身に付ける。 

内容 ○事業場内の側溝清掃、除草・剪定作業および応接・会議室清掃 

 

時間 8:30～17:15 

その他  チーム活動ができる

方。基本的なコミュニケーショ

ンが可能な方。 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ― ― ― 

No.３３ ウヤマ産業株式会社 定員 1名／回 開講月 （随時）６月～ 

野田市目吹２５４０－１ ＜東武野田線愛宕駅よりバス「目吹橋南詰」下車 500m 徒

歩１０分／東武野田線野田市駅より送迎バスあり＞ 
期間 1 ヶ月（10～16 日） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力など、就労に必要な基本的な姿勢・

態度を身に付ける。 

内容 ○検品・検針・ピッキング・段ボール作製・木箱作製 

 

時間 8:30～17:30 

   （内 5～6 時間） 

その他 安全靴（3,000 円）、作

業用ゴム手袋（200 円） 

上肢 下肢 内部 車いす 視覚 聴覚 知的 精神 発達 高次脳 難病 

― ― ― 不可 ― ― ○ ○ ― ― ― 


