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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が

できる方（ワード・エクセル初級

程度） 

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・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的な労働習慣や事業業務スキルを習得し、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 株式会社ティーエスケー 定員 １名／回 開講月 6～11 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 〇事務作業の訓練を通して、事務業務における基本的スキルを高める。 

○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 ○一般事務作業補助（パソコン入力、書類作成など） 

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 上履き（各自持参） 

※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 ― ― ― ○ ○ ― ― 

No.４ 株式会社ＩＤＯＭビジネスサポート 定員 １名／回 開講月 4～2 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（10～15 日） 

目標 ○コミュニケーションスキルや体力・集中力などの就労に必要である基本的な社会

人としての姿勢・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、郵便手配による発送作業。 

○自動車損害賠償責任保険の解約処理に関わる書類作成作業（申請書記載、PC 入力）  

○自動車検査証記載データ検索管理（軽作業、PC 入力） 

時間 10:00～17:00 

その他 日本語の入力及び読み

書きができる方 

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 ― ○ ○ ○ ○ ― ― 

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２０２０年 4 月１日（水）から２０２１年 3 月 1２日（金）

になります。受講申込の最終受付は、２０２１年 1 月 2９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（９～15 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、シュレッダー作業等 

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.６ 株式会社フジクラキューブ 定員 2 名／回 開講月 （随時）4 月～ 

佐倉市六崎１４４０        

＜JR 線佐倉駅・京成線佐倉駅より送迎バス利用 構内停留所より 300m 徒歩 3 分＞ 
期間 1 ヶ月（10～20 日） 

目標 ○事務作業の業務を通じて、安全第一の規律方針を理解習得し、報告連絡相談の 

コミュニケーションスキルや基礎的な体力・作業への集中力など、就労に必要 

な基本的な姿勢・態度を身に付ける。 

内容 ○名刺の作成作業 ○社内報発送作業 ○書類ＰＤＦ化 ○事務代行 など 

時間 8:00～16:45 

   （内 4～7.75 時間） 

その他 安全・衛生の維持及び

ルール・マナーの遵守ができる

方 ベルト、上履き（各自持参） 

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 〇 ○ ― 

＜農業系＞ 

No.７ 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の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 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 

― ― 軽度 不可 ― ― 軽度 軽度 軽度 軽度 軽度 

No.８ 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＞ 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） 

   ○加工、出荷準備作業（検品、仕分け、カット、シール貼りなど） 

時間 9:00～14:30 

   （内３～5.5 時間） 

その他 作業服、作業靴、合羽、

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.９ 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11.0km 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.１０ 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 4.0km 徒歩４５分＞ 期間 １ヶ月（15～20 日） 

目標 ○コミュニケーションスキルや集中力・思考力など、就労に必要な力を身に付ける。 

内容 ○施設内の清掃業務 ○食事の配膳、食器の洗い物  

○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 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.１１-１ 介護老人保健施設 龍岡ケアセンター（本館） 

No.１１-２ 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・2～3 月 

期間 1 ヶ月（9～20 日） 

No.１１-１／No.１１-２ 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＞ 

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姿勢・態度を学習す

る。 

内容 ○介護助手業務（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） 

   ○清掃業務（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.１２-１ 特別養護老人ホーム長生共楽園 

No.１２-２ 特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる 

No.１２-３ 養護老人ホーム長生共楽園 

定員 1 名／回 

開講月 （随時）4 月～ 

期間  1～2 ヶ月 

（15～20 日/月） 

No.１２-１／No.１２-３ 茂原市下永吉２８１２ No.１２-２ 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＞ 

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 ○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  

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.１３-１ ヤックスデイサービスセンター新検見川 

No.１３-２ ヤックスデイサービスセンター茂原谷本 

No.１３-３ ヤックスデイサービスセンター長南 

No.１３-４ ヤックスデイサービスセンター大原 

No.１３-５ ヤックスデイサービスセンター富津 

定員 1 名／回 

開講月 （随時）4 月～ 

期間 1 ヶ月（10～20 日） 

時間 10:00～17:00 

No.１３-１ 千葉市花見川区畑町１４２５－１ ＜京成線検見川駅・ＪＲ線新検見川駅よりバス「畑町西」下車 600m 徒歩 8分＞ 

No.１３-２ 茂原市谷本１８１０－１           ＜ＪＲ線茂原駅よりバス「東郷小学校」下車 500m 徒歩 6分＞ 

No.１３-３ 長生郡長南町千田２６４              ＜ＪＲ線茂原駅よりバス「千田」下車 160m 徒歩 2分＞ 

No.１３-４ いすみ市若山４９                       ＜いすみ鉄道西大原駅より1.2km 徒歩15分＞ 

No.１３-５ 富津市千種新田１２４４                             ＜ＪＲ線大貫駅より 1.0km 徒歩 10分＞ 

目標 ○デイサービスにおける業務を通して、利用者様への意識を高めながら、就労に必要な基本的姿勢・態度を身に付け 

る。○従業員と良好なコミュニケーションを取りながら、厨房内業務や清掃業務に関する基本的スキルを習得する。 

内容 ○厨房にて食事準備・提供の補助業務 ○事業所内の清掃業務 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.1４ 特別養護老人ホーム 芙蓉荘       定員 １名／回 開講月 6～10 月 

東金市家之子２０１０－３     ＜JR東金駅よりバス「家之子」下車 2.0km 徒歩 20分＞ 期間 １ヶ月（10～15 日） 

目標 ○介護補助的な作業を通し、就労スキルを身に付け、将来の就労に結び付く能力を養

う。 

時間 9:30～16:30 

   （内 4～6 時間） 

内容 ○施設内外の環境整備（清掃、草取り、水やり） ○車椅子の点検清掃  

○シーツ交換 ○食事の配膳/下膳 ○見守り補助 ○厨房補助など 

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 ― 軽度 ― ○ ○ ― ― 
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No.１５-１ たびだちの村・君津（障害者支援施設） 

No.１５-２ やすらぎの里・尾車（特別養護老人ホーム） 
定員 １名／回 開講月 （随時）4 月～ 

No.１５-１ 君津市尾車６３５－１ 

No.１５-２ 君津市尾車６１９－１ 

＜ＪＲ線君津駅よりバス「六手」下車 3.0km 徒歩 45分＞  

期間 1 ヶ月（12～20 日） 

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 ○利用者支援補助（清掃、洗濯、配膳など） 

時間 10:00～16:00 

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 ― ― ○ ○ ○ ○ ― 

＜作業系＞ 

No.１６ 大里綜合管理株式会社 定員 １名／回 開講月 ４～２月（８・１月を除く） 

大網白里市みやこ野２－３－１       ＜JR線大網駅より1.0km 徒歩１５分＞ 期間 ３ヶ月（16 日／月） 

目標 ○就労するために必要な基本的知識、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、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、自立へのステップアップを図る。 

時間 8:00～15:30 

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 

○ ○ ○ 可 軽度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

No.１７-１ カンダコーポレーション株式会社 東金センター 

No.１７-２ 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.１７-１ 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.１７-２ 野田市船形１６４２－１  

＜東武野田線川間駅よりバス「木戸口」下車 350m 徒歩 3 分／送迎バスあり＞ 

期間 1～3 ヶ月 

（16～20 日／月） 

時間：No16-1  

9:00～13:00 

時間：No.16-2  

9:00～18:00 

（内 3.75～8 時間） 

目標 ○物流倉庫内業務を通して、物流作業などにおける基礎的スキルを習得する。 

○基本的な労働習慣を身に付け、就職に向けた自信を付ける。   

内容：No.16-1 ○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.16-2 ○パン入荷商品の搬送 ○仕分け作業 ○オリコンの組み立て 
その他 安全靴（各自用意） 作業

服（貸与：クリーニング後返却）       

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株式会社シーエックスカーゴ 野田流通センター 
No.１８-２株式会社シーエックスカーゴ 印西冷凍流通センター 定員 １名／回 開講月 応相談 

No.１８-１ 野田市尾崎向山１６８４ ＜東武野田線川間駅より2.0km 徒歩２５分＞ 

No.１８-２ 印西市松崎台１－１－１ 

＜北総鉄道印西牧の原駅よりバス「松崎工業団地」下車 200m 徒歩５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 エプロン、軍手、安全靴、

防寒着、帽子など（貸与） 

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.１９ 株式会社モノテクノス 定員 １名／回 開講月 ４～11・1～2 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 250m 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 ○半田ごて等を使用したものづくり実習 ○簡単な電子回路設計、基板作製  

○プログラミング基礎演習・実践演習 ○業務上のコミュニケーション演習 

時間 10:00～16:00 

その他 パソコンの基本操作がで

きる方 ノートＰＣ（エクセル、ワ

ード、パワーポイント：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 ○ ○ ○ ○ 
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No.２０ イオンリテール株式会社 イオン旭店 定員 ２名／回 開講月  4～5・8～10・2～3 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、惣菜売場での業務（商品の結束、値札貼り、パック詰めなど） 

   ○加工食品や日用品の陳列棚への品出し及び所定の札や POP の貼付け 

時間 9:00～17:00 

その他 黒ズボン、スニーカー、

ネクタイ（男性のみ：各自用意）、

ワイシャツ（男性のみ：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 株式会社バロックジャパンリミテッド 北柏ＤＣ 定員 １名／回 開講月 （随時）4 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」の実際など、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 ○返品商品の再生作業 ○スキャニング ○出荷作業 

○タグ不良、B 品（不良品）の処理 ○必要に応じてビジネスマナー研修  

時間 8:50～16:20 

その他  ハンディスキャナー操

作、ダンボール積み下ろし作業あ

り（女性対応可） 

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.２２ 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 

○作業を通して基本的な清掃技能、職場生活のルールの習得及び反省、意識付け 

時間 8:00～15:30 

   （内４～6.5 時間） 

その他 作業着・安全靴等一式（洗

濯後返却）、作業用具及び工具（貸

与） 

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２階右 

＜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 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剥がし及び仕分け、運搬などの作業 

時間 8:00～17:00 

   （内 6～8 時間） 

その他 動きやすい服装、安全靴、

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 

― ― ― 不可 ― ― 〇 ― ― ― ― 

No.２４ 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・剪定作業及び応接・会議室清掃 

 

時間 8:30～17:15 

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 ― ― ○ 〇 ― ― ― 

No.２５ 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＞ 

期間 1～2 ヶ月 

（10～20 日／月） 

目標 ○物流業務を通して仕分けや検品などのスキルを身に付ける。               

〇スタッフ間のコミュニケーションや報告、連絡、相談を身に付ける。 

内容 ○ダンボールの組み立てなどの軽作業・仕分け・検品・梱包業務 

時間 8:30～17:30 

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 ― ― ○ ○ ― ― ― 
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No.２６ エイジスコーポレートサービス株式会社 定員 1名／回 開講月 6～3 月 

千葉市花見川区幕張町３－７７２７－１ エイジス本社第２ビル１階  

＜JR 線幕張駅より 500m 徒歩 12 分／京成線幕張駅より 350m 徒歩 8 分＞ 
期間 1 ヶ月（10～20 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。 ○DTP の基礎知識・操作を体験する。 

内容 ○印刷作業：封筒・名刺（ソフト：インデザイン）・資料（中綴じ） 

○軽作業：発送業務（電話応対含む）・消耗品管理  

○清掃作業：休憩室・通路・会議室・応接室・オフィストイレ（電話応対含む） 

○PC キッテイング：ノート PC・ディスクトップ 

時間 10:00～17:00 

   （内 3～6 時間） 

その他  

※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 

― 軽度 ― 可 ― ― 軽度 軽度 ― ― ― 

No.２７ 櫻井謙二商店 定員 1名／回 開講月 4～3 月（除く 8・12 月） 

銚子市長塚町３－６５１－１         ＜JR線松岸駅より300m 徒歩５分＞ 期間 1～3 ケ月 

目標 ○主に商品のピッキングを通じて、体力・集中力など就労に必要な姿勢・コミュ 

ニケーション能力を身に付ける。 

内容 ○商品（食料品）のピッキング・入庫作業  

 

時間 11:00～15:00 

   （内 3～4 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 ― ― ○ ○ ○ ○ ― 

No.２８-１ 古民家風貸別荘 おかゆ朝吉 
No.２８-２ 古民家風貸別荘 館山あおぞら日記 定員 2 名／回 

開講月 4～10 月 

期間 １ヶ月（12～15 日） 

No.２８-１ 南房総市白浜町白浜２７８５－２       ＜JR 線館山駅よりバス「安房白浜」下車 450m 徒歩 5 分＞ 

No.２８-２ 館山市犬石１０４            ＜JR 線館山駅よりバス「安房神社前」下車 1.0km 徒歩１５分＞ 

目標 ○宿泊施設での環境整備や宿泊準備業務などを通じて、サービス業における顧客 

サービスへの意識を高め、清掃業務や宿泊準備業務などのサービス業における

職業的スキルを身に付ける。 

内容 ○緑地管理、環境整備などの宿泊施設のメンテナンス業務 

○食事などの準備、布団干し、洗濯などの宿泊準備・関連業務  

〇予約管理、経費入力などの PC 作業（可能な方のみ）  

時間 10:00～16:00 

（内 4～5 時間） 

その他  

帽子、作業服（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.２９ 株式会社ホリキリ 定員 １名／回 開講月  4～11・1 月 

八千代市上高野１８２７－４         

＜京成線・東葉高速鉄道勝田台駅よりバス「工業団地第三」下車 100m 徒歩２分＞ 
期間 1 ヶ月（10～15 日） 

目標 ○環境整備業務などの訓練を通して、労働意欲や就労への意欲を高め、清掃業務 

などに関するルールやスキル、道具の操作方法などを身に付ける。 

内容 ○事務所内の環境整備・メンテナンス（階段、通路、更衣室などの清掃業務） 

時間 8:00～17:00 

   （内 4～6 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 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ 

No.３０ ＳＢＳロジコム株式会社 野田物流センター支店 定員 １名／回 開講月 4～7・9～12・3 月 

野田市木野崎２１０６－１ 

＜東武野田線野田市駅よりバス「木野崎入口」下車 10ｍ 徒歩１分＞ 
期間 1 ヶ月（10～15 日） 

目標 ○倉庫内における多様な業務を通じて、従業員などと柔軟に対応出来るためのコミ

ュニケーション能力や職場内におけるルールやマナーなどを習得する。 

○訓練を通じて、就労意欲を高めながら、社会環境や職場環境に適応できるよう 

にする。 

内容 ○物流倉庫内における入出荷業務及び仕分け業務（商品の仕分け作業・商品のピッ

キング・コンテナなどのシール剥がし・出荷用などの段ボール組み立て） 

時間 8:30～17:00 

   （内 4～7 時間） 

その他  

作業服、運動靴、軍手（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.３１ 株式会社川和 流山ＤＣ 定員 １名／回 開講月  5～11 月 

流山市西初石３－９－１０         

＜東武野田線初石駅より 300ｍ 徒歩３分＞ 
期間 1 ヶ月（10～15 日） 

目標 ○倉庫内におけるピッキング作業や梱包作業などを通して、入出荷業務に関する実 

務的なスキルを身に付ける。 

○訓練全般において、従業員とのコミュニケーションや業務への集中力や体力な 

ど、基本的な働く姿勢・態度を習得する。 

内容 ○食品容器や包装資材類のピッキング  

○ピッキングした商品のシール貼りや梱包などの軽作業                                           

時間 8:30～17:00 

   （内 4～7.25 時間） 

その他 漢字・数字・アルファベ

ットの認識及び簡単な計算がで

きる方 動きやすい服装、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 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

No.３２ 株式会社ナカノ商会 柏支店 定員 １名／回 開講月 （随時）４月～ 

柏市藤ヶ谷１８２３  ＜東武野田線高柳駅より 2.0ｋｍ 徒歩２５分（送迎車あり）＞ 期間 1 ヶ月（10 日） 

目標 ○倉庫内ピッキング作業や清掃作業を通して、コミュニケーションスキルや集中 

力など、就労に必要なスキルを身に付ける。 

内容 ○梱包に使用するダンボール箱の組み立て作業 

○入荷検品や梱包作業時に発生したゴミを集めて捨てる作業 

時間 9:00～16:00 

その他  安全管理のできる方 

滑り止め付手袋、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.３３-１ 株式会社アースプロテクト 
No.３３-２ 株式会社アースプロテクト 潤井戸支社 定員 2 名／回 

開講月 （随時）４月～ 

期間 １ヶ月（20 日） 

No.３３-１ 市原市西国分寺台１-１-１４  ＜JR 線五井駅よりバス「飛天坂」下車 300ｍ 徒歩３分（送迎車利用可）＞ 

No.３３-２ 市原市潤井戸１３９５-１ 

＜京成千原線ちはら台駅よりバス「潤井戸新田」下車 400ｍ 徒歩 4 分（送迎車利用可）＞ 

目標 ○作業を通じて自分の作業適正を理解するとともに、組織で働く責任感を習得す

る。 

内容 ○PC 訓練（特許調査、パソコン入力、ネットショップ運営、ホームページ更新、 

その他） ○清掃業務 ○ひじきの選別 ○農作業 ○木工、手工芸のうち希望 

する業務または自身の得意分野の業務 

時間 10:10～14:40 

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.３４ 三喜工業株式会社 製造部 定員 １名／回 開講月 （随時）４月～ 

市原市五井８９２９           ＜JR 線五井駅から 2.3km 徒歩２８分＞ 期間 1 ヶ月（10 日） 

目標 ○作業を通じて安全意識、集中力、持続性、就労意識を身に付ける。 

内容 ○空調機器におけるガスケット（パッキン・フェルト加工された帯）の巻取り作業  

○パッキンのラッピング作業およびメイン担当者の作業補佐 

○清掃作業・伝票整理・事務補助 

時間 9:00～16:00 

その他  

作業着、靴（各自用意） 

※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 

― ― 軽度 不可 ― 軽度 軽度 軽度 軽度 ― 軽度 

No.３５ SB フレームワークス株式会社 

市川事業所 BB デバイスセンター 
定員 １名／回 開講月 （随時）４月～ 

市川市二俣６７８－５５ ＥＳＲ市川ＤＣ北棟３階Ｎ８         

＜ＪＲ線二俣新町駅より徒歩 1.2kｍ 徒歩１５分＞ 
期間 1 ヶ月（10～20 日） 

目標 ○電子機器の分別・仕分け作業などの実際の業務を通して、継続力、基本的コミュ 

ニケーションなどの就労に向けたスキルを高め、仲間と働く喜びを体験する。 

内容 ○返却された電子機器の分別・仕分け作業 

・使用、未使用ケーブル仕分け・アダプター類の仕分け・梱包・パレタイズ 

・モデムの工場への返却用段ボール箱作り・マニュアル類仕分け・その他 

時間 9:00～17:00 

（内 6～7 時間） 

その他  

動きやすい服装（各自用意） 

※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 ― ― ○ ○ ○ ― ― 


