
R3.10.8時点

事業所名 事業所種別 住所
代表者
職・氏名

契約当事者となる団体の名称・住
所・代表者職・氏名

連絡先
電話番号
FAX番号

主な契約希望
業務内容

契約
希望
期間
（月）

契約希望
地域

業務従
事者数
（人）

契約にあたって
希望する事項

就労継続支援（A型） 横浜市

代表社員
株式会社
ブライズ
職務執行者

ブライズ合同会社 施設長　津田美沙子
①封入、封緘（折込も可。封入のみ1日5万部、封
緘があればその半分程度。※①＋③も可能）

12 全県 29
9：30～17：30業務時間
としています。
土日祝日休日

　 神奈川区栄町5-1 津田　昌也
横浜市神奈川区栄町5-1
横浜クリエーションスクエア12階

TEL　045-620-8655
②ポスティング（横浜市、川崎市の全域で１週間
10万部）

12 隣接市町村まで 100
9：30～17：30受付時間
とし実施は必要状況に
より対応可能です。

　
横浜クリエーションス
クエア12階

代表社員
株式会社ブライズ
職務執行者　津田　昌也

FAX　045-620-8656

③宛名ラベル作成、貼付、発送箱詰め業務（Exel
データから作成、貼付、箱詰め、集荷場所まで配
送）

12 全県 29
9：30～17：30業務時間
としています。
土日祝日休日

地域活動支援センター 横浜市 施設長 特定非営利活利法人市民の会寿アルク 事務　上野

　 中区翁町1－6－4 小笠原　昭男 横浜市中区松影町3－11－2三和ビル2階 TEL　045－226-2808

　 理事長　村田　由夫 FAX　045－226-2802

就労移行支援 弁当、惣菜（弁当調理、配食） 同一市町村まで 5
就労継続支援（A型） 清掃（屋内清掃、屋外清掃） 10
就労継続支援（B型） PC入力（データ入力、各種文書、スライド、資料作成等） 5

草刈り（園庭・公園清掃、美化、整備等） 10
洗車 5
ヘルパー、看護師派遣 5

地域活動支援センター 横浜市 施設長
特定非営利活動法人こころの健康を考え
るかるがも会

　 港南区港南6-27-12 池田　かおる 横浜市港南区港南台9-28-3 TEL　045-843-5837

　 理事長　岩嵜　恵一郎 FAX　045-843-5839

就労移行支援 横浜市 施設長
特定非営利活動法人こころの健康を考え
るかるがも会

就労継続支援（B型） 港南区港南台9-28-3 国原　俊子 横浜市港南区港南台9-28-3 TEL　045-479-5572

　 理事長　岩嵜　恵一郎 FAX　045-479-5573

就労継続支援（B型） 横浜市 管理者
特定非営利活動法人横浜市精神障がい者
就労支援事業会

清掃（屋内・屋外清掃） 25

保土ヶ谷区岩間町１－１０－５ 金子　由紀子 横浜市南区高根町3-17-12KSビル6階 TEL　045-331-9081 印刷業務（デザイン制作、印刷、製本、折り、封入、発送等） 25

　 理事長　菊地　綾子 FAX　045-331-9082 内職作業（ラベル貼り、袋詰め、製品加工等） 全県 25

就労継続支援（B型） 横浜市 管理者 社会福祉法人白根学園 就労センター

生活介護 旭区白根7-10-6 菅野　善也 横浜市旭区白根7-10-6 TEL　045-955-1264

　 理事長　飛鳥田　一朗 FAX　045-955-1008

就労継続支援（B型） 横浜市 管理者 特定非営利活動法人でっかいそら 晴天

旭区下川井町2200-1 佐竹　潤
横浜市瀬谷区瀬谷5-2-1コスモプラ
Ⅳ202

TEL 045-444-8850

理事長　飯田　誠 FAX  045-444-8851
軽作業（組立、分解、箱折り、リサイクル分別な
ど）

12 全県 10

就労継続支援（B型） 横浜市 管理者 特定非営利活動法人さざなみ会 シャロームの家 草刈（草取り） 12 同一市町村まで 8

　 磯子区森3-7-23 小堀　真吾 横浜市磯子区森6-1-10 TEL　045-752-5958

　 理事長　瀧沢　峰男 FAX　045-752-5958

就労移行支援 横浜市 園長
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川
県済生会

総務課 クリーニング（白衣等ユニフォームの洗濯） 12 45

就労継続支援（A型） 金沢区平潟町12-2 諸星　まり子 横浜市神奈川区西神奈川1-9-3 TEL　045-781-8208 清掃（屋内・屋外清掃） 12 10

就労継続支援（B型） 支部長　正木義博 FAX　045-781-8256 委託加工・組立（水道メーター等機器解体作業） 12 10

役務の提供に関する契約対象施設等名簿

7 30
社会就労センターしら
ね

9:00～16:00　土日休業クリーニング 12 同一市町村まで

清掃（屋外、屋内）2
第3アルク・デイケア・セ
ンター

12 同一市町村まで 5 午前中のみ

シャロームの家
8

5
午前10時～午後3時を
業務時間としていま
す。

4

5

金沢若草園

9

清掃（屋内、屋外）かるがもの家

6

同一市町村まで

同一市町村まで

同一市町村まで

同一市町村まで

6

9:30～15:30
土日休業（場合により
応相談）

ワークショップメンバー
ズ

12

10 午前10:00～午後15：00

1

6

機器解体（水道メーター解体、ＯＡ機器解体など）

ブライズ横浜

清掃（屋外清掃）

わくわくワーク大石

晴天

20

同一市町村まで

12 全県

午前９時～午後４時を
業務時間としていま
す。

12清掃（屋内、屋外清掃）

午前9時30分から午後
4時を業務時間としてい
ます。

8

10

パステル

3

横浜市

中区弥生町4-40-1
TEL　045-261-
8989
FAX　045-242-
8989

12
全県

管理者

藤丸　悦子

代表取締役　大石　裕代

横浜市中区弥生町4-40-1

株式会社わくわくワーク大石
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就労移行支援 横浜市 施設長 社会福祉法人かたるべ会 第２かたるべ社

生活介護 都筑区池辺町5482-3 金田修平 横浜市緑区鴨居1-8-6 TEL　045-934-0559

澤田ビル１Ｆ 理事長　平野　章 FAX　045-934-0609

就労継続支援（B型） 横浜市 施設長 特定非営利活動法人萌 工房いなほ

戸塚区深谷町893-2 波多江　久美子 横浜市中区竹之丸151 TEL 045-443-7416

理事長　波多江　伯夫 FAX  045-443-7418

地域活動支援センター 川崎市 施設長 特定非営利活動法人なかまの家 ①盲人の福祉を増進する特定録音物の発受事業

　 川崎区貝塚2-12-2Ｔ 吉崎　守 川崎市川崎区貝塚2-12-2T,sBLD１階 TEL　044-245-2130

　 sBLD　1階 理事長　塚原　敏子 FAX　044-245-2130

就労移行支援 川崎市 施設長
特定非営利活動法人Future Dream
Achievement 川崎事業所

封入、封緘、発送作業 12 15

就労継続支援（B型） 川崎区駅前本町15-5 坂田　浩次
川崎市川崎区駅前本町15-5十五番館ビル
903

TEL　044-245-5112

　 十五番館ビル903 施設長　坂田　浩次 FAX　044-245-5113

就労継続支援（A型） 川崎市 代表取締役 株式会社マーベリック

　 川崎区宮前町2-2 竹内　さくら 川崎区宮前町2-2　川崎エヌズビル5階 TEL　044-200-7105

　 川崎エヌズビル5階 代表取締役　竹内　さくら FAX　044-589-6230 軽作業（箱折り、組立、封入、発送） 12 全県 10

就労継続支援（B型） 川崎市 施設長 特定非営利活動法人アシスト 法人事務局　藤吉 建物内清掃 12 同一市町村まで 5

　 高津区千年983－3 小谷　誠之 住所　同左 TEL　044-788-6677

　 理事長　原田　綜 FAX　044-788-6677

就労移行支援 川崎市 所長 社会福祉法人川崎聖風福祉会 清掃（屋外清掃、草刈り） 3 隣接市町村まで 2～5

就労継続支援（B型） 高津区末長1-3-8 三宅　昌子 川崎市川崎区池上新町3-1-8 TEL　044-888-4853

　 理事長　佐々木　元行 FAX　044-888-4821

就労継続支援（A型） 川崎市 代表取締役 清掃（屋内清掃、屋外清掃、除草作業） 12 同一市町村まで 10

高津区下作延1-9-9 中島　大輔 同左 TEL　044-829-1005 軽作業（封入、シール貼り、発送作業） 12 全県 10

　 ３Ｆ FAX　044-829-1006 ＰＣ作業（データ入力、画像加工、web運営） 12 全県 10

就労継続支援（B型） 川崎市 施設長 社会福祉法人なごみ福祉会 事務局 清掃（屋外） 12 隣接市町村まで 5

生活介護 多摩区中野島4-3-28 飯島　克巳 同左 TEL　044-911-1315 クリーニング（ワックス掛け、カーペット） 12 隣接市町村まで 5

　 FAX　044-911-0462 花壇、園庭整備（草取り等） 12 隣接市町村まで 5

就労継続支援（B型） 相模原市 所長 特定非営利活動法人グループピコ 写真班

　 中央区陽光台 佐々木　ハルヨ 相模原市中央区光が丘1-16-8 TEL　042-786-0360

　 2-5-6 理事長　松田　福二 FAX　042-786-0856

就労継続支援（B型） 相模原市 施設長 社会福祉法人すずらんの会 清掃（屋内清掃、屋外清掃、除草） 12 隣接市町村まで 5

　 中央区小町通2-8-15 佐々木雅子 相模原市南区麻溝台7-6-4 TEL　042-779-8909

　 理事長　松屋　直人 FAX　042-771-7193

就労継続支援（B型） 相模原市 施設長 社会福祉法人すずらんの会 清掃（屋内清掃、屋外清掃、除草） 12 隣接市町村まで 5

　 中央区横山2-7-7 佐々木雅子 相模原市南区麻溝台7-6-4 TEL　042-707-1831 封入、封緘、発送作業 12 全県 5

　 青木ビル 理事長　松屋　直人 FAX　072-707-4338 機器の解体作業（パソコン他） 12 全県 5

就労継続支援（B型） 相模原市 管理者 open sesame合同会社

　 中央区中央3-11-19-102 片桐大義
相模原市中央区すすきの町15-
12-301

TEL　042-704-8823

　 代表社員　片桐大義 FAX　042-704-8823

16

株式会社JOYCORT
SUPPORT

18

第２かたるべ社

午前10時～午後４時を
業務時間としていま
す。

9:00～16:00の間で4～
5時間で清掃業務でき
ます。

稼動：月曜日～金曜日
9:30～15:45
月２回程度2～10

学校等の室内清掃全般の清
掃実績あり。
午前９時から午後４時の間で
希望します。

多摩川あゆ工房

アシスト・ワーク神木

業務時間
10：00～15：30

現場10：00～15：00（平
日）場合により、月に1
回程度土日も可

封入、封緘、発送作業

隣接市町村まで 10

7

3 隣接市町村まで

20

19

プリントショップ　ピコ

12 全県

12 全県 5
営業日　月～金
出張撮影は事前協議
で休日も可

午前10時～午後4時を
業務時間としていて、
土日は基本的に休所
日です。

5

同一市町村まで 10
清掃（公園等の屋外清掃・除草・剪定。公共施設
の屋内清掃。

12

22

21

ポレポレ

ワークショップ･SUN

ワークショップ･SUN横
山

月～金　10～16時位

23

営業時間9：30～15：30

13 引き渡された現行を音読し、マスター音源を録音し、指
定されたカセットテープ及びCD-RWにダビングし視覚障
害のある希望者及び施設へ、発送する。

12 全県 8

12 10

清掃（屋外・屋内清掃、草むしり等）

隣接市町村まで12

12

全県

12

テープ起こし、データ入力作業

17

Future Dream
Achievement 川崎

14

清掃作業（屋内清掃、屋外清掃、除草）
さくらネット

なかまの家

社会復帰訓練所

水道メーターの分解 隣接市町村まで6 9 仕事時間　9:00～15:30

営業時間9：30～15：30

写真ＤＰＥ（デジカメプリント、フィルムレスプリン
ト、出張撮影、アルバム製作、各種加工）

封緘・封入（チラシの折り込み、袋とじ、シール貼
り）

15

11

工房いなほ
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就労移行支援 相模原市 施設長 社会福祉法人すずらんの会 屋内清掃 12 隣接市町村まで 3～15

　 南区麻溝台743 矢嶋　正貴 相模原市南区麻溝台7-6-4 TEL　042-777-1790 屋外清掃 12 隣接市町村まで 3～15

　 理事長　松屋　直人 FAX　042-777-1786 草取り 12 隣接市町村まで 3～15

就労継続支援（B型） 相模原市 施設長 社会福祉法人すずらんの会 グリーンハウス 清掃（屋内外清掃） 12 同一市町村まで 14

生活介護 南区麻溝台7-1-7 池田　宏子 相模原市南区麻溝台7-6-4 TEL　042-749-8881

理事長　松屋　直人 FAX　042-749-8808

就労継続支援（A型） 相模原市 所長 株式会社サンライト 清掃（屋内清掃、屋外清掃、除草作業） 12 隣接市町村まで 5～14
現地作業時間9:30～14:00を
希望します。

南区相武台1-25-8 青木　一哉
相模原市南区相武台1-25-8スカ
イシティ相武台3F

TEL　046-204-8845 PC作業（データ入力、テープ起こし） 12 隣接市町村まで 5～14

スカイシティ相武台3F 代表取締役　是澤　秀嗣 FAX　046-204-8363 軽作業（箱折り、封入、シール貼り、梱包） 12 隣接市町村まで 20

生活介護 横須賀市 理事長 社会福祉法人湘南アフタケア協会 クリーニング課

　 吉倉町1無番地 御子柴　智義 横須賀市吉倉町1無番地 TEL　046-823-6195

　 理事長　御子柴　智義 FAX　046-825-3917

就労継続支援（B型） 横須賀市 苑長 社会福祉法人心の会あすなろ学苑

　 小矢部4-19-4 三浦麻矢 同左 TEL　046-852-0600

　 理事長　吉田弘治 FAX　046-852-0609

就労移行支援 平塚市 施設長 社会福祉法人進和学園 清掃（屋内、屋外） 12 隣接市町村まで 5

就労継続支援（A型） 上吉沢1520-1 瀬戸　利彦 平塚市万田475 TEL　0463-58-5414 洗車（車内、車外） 12 隣接市町村まで 5

就労継続支援（B型） 理事長　出縄　雅之 FAX　0463-58-5329 樹木植栽、育樹 12 隣接市町村まで 5

就労継続支援（B型） 平塚市 施設長 社会福祉法人進和学園 サンメッセしんわ 清掃（屋外、草取り、公園） 12 隣接市町村まで 10

生活介護 高根277 今井康巨 平塚市万田475 TEL　0463-35-3800 クリーニング（衣類等の洗濯、乾燥、プレス） 12 隣接市町村まで 5

　 理事長　出縄　雅之 FAX　0463-35-3950 紙すき名刺作成 12 隣接市町村まで 5

就労継続支援（B型） 平塚市 所長 社会福祉法人貴峯 クリーニング科

　 達上ヶ丘1番9号 岩渕　壽郎 住所　同左 TEL　0463-31-0617

　 理事長　岩渕　壽郎 FAX　0463-32-1177

就労継続支援（A型） 鎌倉市 代表 NPO法人e-ライフサポート 封入、封緘、発送作業 12 全県 12

　 由比ガ浜2-9-53 西久保　美津子
鎌倉市由比ガ浜2-2-8
ヤマカストアー2階

TEL　0467-23-2374 点字印刷 12 全県 12

　 マセハイム2階 代表　平塚　惠一 FAX　0467-23-2374 SPコード生成 12 全県 12

就労移行支援 藤沢市 所長 点字担当、録音担当 点字印刷 12 全県 12

就労継続支援（A型） 獺郷1008-1 中野　健士 同左 TEL　0466-48-1500　

就労継続支援（B型） FAX　0466-48-1504

就労移行支援 藤沢市 所長 社会福祉法人ひばり 生産課 クリーニング（タオル・シーツ等） 12 隣接市町村まで 35

就労継続支援（B型） 善行4-3689-1 鈴木　暢 同左 TEL　0466-81-1188 清掃（屋外） 12 同一市町村まで 6

　 理事長　鈴木　喜代美 FAX　0466-81-1700 清掃（屋内） 12 同一市町村まで 6

就労継続支援（B型） 藤沢市 特定非営利活動法人　すばるの会 すばる工房　柳谷 看板製作 12 隣接市町村まで 30

　 鵠沼石上2-8-12 柳谷　亮子 同左 TEL　0466-50-1875 横断幕製作 12 隣接市町村まで 30

　 藤沢ひな人形ビル3階 代表　柳谷亮子 FAX　0466-50-1875 のぼり旗製作 12 隣接市町村まで 30

藤沢市 会長
特定非営利活動法人
神奈川セルプセンター

事務局

湘南台1-7-8 鈴木　暢
藤沢市湘南台1-7-8
エスポワール304

TEL　0466-53-7802

エスポワール304 会長　鈴木　暢 FAX　0466-53-7803 清掃（屋外清掃、日常清掃、除草作業） 12 全県 －

32
障害者雇用開発ネット
ワーカービー

勤務時間9:00～17:00

9:00～14:30を業務時間として
います。

サンメッセしんわ

1012

神奈川ワークショップ

6 隣接市町村まで

同一市町村まで 14

勤務時間9:00～16:00

－

業務時間9：00～17：30

29 しんわルネッサンス

30

軽作業（組立、分解、加工（水道メーター解体作業含
む）、箱・袋詰め、梱包作業、シール貼り、封入・発送、
紙・布製品折り）

全県

35

録音版製作 12 全県 8～10

寒川にも事業所有り。
業務時間9：00～16：00

ワークショップ・フレンド

屋外緑化作業（除草作業・園芸作業）

13 9:00～17:00、平日のみ。

ハートピア湘南

30

午前10:00～午後4:00を
業務時間としていま
す。

クリーニング

地方自治法施行規則第
12条の2の3で定めるとこ
ろにより知事の認定を受
けた者

31

車両での移動を希望するた
め、駐車場が確保されている
こと。業務時間９時30分～14
時30分。

現地作業開始時間を午前10
時、作業終了時間を午後3時
と希望します。

12

同一市町村まで

クリーニング 12 全県

28

27

すばる工房

36

34

33

貴峯荘ワークピア

24

神奈川後保護施設

グリーンハウス25

清掃（草取り・屋外作業（公園清掃等））

12

あすなろ学苑

特定非営利活動法人
神奈川セルプセンター

self-Ａ 相武台26
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R3.10.8時点

事業所名 事業所種別 住所
代表者
職・氏名

契約当事者となる団体の名称・住
所・代表者職・氏名

連絡先
電話番号
FAX番号

主な契約希望
業務内容

契約
希望
期間
（月）

契約希望
地域

業務従
事者数
（人）

契約にあたって
希望する事項

役務の提供に関する契約対象施設等名簿

就労継続支援（B型） 藤沢市 所長 清掃（屋外） 隣接市町村まで

善行団地3-14-2 森谷　浩二 同左 TEL　0466-84-2101 12 5

　 FAX　0466-84-2101

就労移行支援 小田原市 所長 社会福祉法人宝安寺社会事業部 ほうあん第一しおん 箱折り、組立 12 隣接市町村まで 20

就労継続支援（B型） 根府川389 末澤　日呂 小田原市浜町1-4-38 TEL　0465-29-0146

生活介護 理事長　望月　郁文 FAX  0465-29-0705

就労継続支援（B型） 厚木市 施設長 特定非営利活動法人障碍者支援センター鮎の風 鮎の風

　 上依知226-1 泉代 同左 TEL　046-245-8288

　 理事長　大塚祐二 FAX　046-245-8080

就労移行支援 大和市 所長 社会福祉法人すずらんの会 ワークセンターやまと

就労継続支援（B型） 西鶴間2-1-16 和賀　行彦 相模原市南区麻溝台7-6-4 TEL 046-278-1731

　 西鶴間ビル２階 理事長　松屋　直人 FAX 046-278-1732 軽作業（シール貼り、組立、分解、解体、封入） 12 隣接市町村まで 3～10 勤務時間9:00～16:00

就労継続支援（B型） 伊勢原市 施設長 社会福祉法人緑友会 つくし

伊勢原3-6-7 新實　正樹 伊勢原市伊勢原3-6-7 TEL 0463-92-7900

理事長　岩﨑　尊之 FAX 0463-92-7901

就労継続支援（A型） 伊勢原市 所長 社会福祉法人　貴峯 貴峯荘第2ワークピア

就労継続支援（B型） 岡崎6530-1 山崎　享 平塚市達上ヶ丘1-9 TEL　0463-51-6044

　 理事長　岩渕　壽郎 FAX　0463-51-6045

就労移行支援 海老名市 施設長 社会福祉法人星谷会　ＳＥＬＰビナ ＳＥＬＰビナ

就労継続支援（B型） 本郷4033番地1 白井　周一郎 海老名市本郷4033番地1 TEL　046-237-1116

　 施設長　白井　周一郎 FAX　046-237-1119 機器の解体 12 全県 20

就労継続支援（A型） 海老名市 代表社員 合同会社ライブフードサポート 本部

就労継続支援（B型） 上郷967-1 小林　一也 海老名市上郷967-1 TEL  046-204-6898

　 施設長　山下　実則 FAX 046-204-6924

就労移行支援 座間市 施設長
社会福祉法人日本キリスト教奉仕団　アガ
ペ第１作業所

就労支援課 清掃（除草、屋外清掃） 12 8

就労継続支援（B型） 小松原2-10-14 坂口　健 座間市小松原2-10-14 TEL　046-254-7204 封入 12 8

　 施設長　坂口　健 FAX　046-254-7256 洗車 12 8

就労継続支援（B型） 葉山町 所長 特定非営利法人青い麦の会

　 堀内字戸根山 雨宮　由美 鎌倉市台1887 TEL　046-875-7458

　 2158-1 理事長　籐條　裕子 FAX　046-875-2490

就労継続支援（B型） 中郡大磯町 施設長 社会福祉法人おおいそ福祉会 総務課

生活介護 国府本郷1195-1 末村　光介 同左 TEL　0463-70-1771

　 FAX　0463-70-1772

就労継続支援（B型） 松田町 理事長 特定非営利活動法人KOMNY 事務局

　 松田惣領17-2 湯川　富美子 松田町松田惣領17-2 TEL　0465-83-7394

　 理事長　湯川　富美子 FAX　0465-85-1235

コーヒーポット

作業時間については
応相談

42 貴峯荘第2ワークピア

隣接市町村ま
で

10隣接市町村まで12清掃（屋内、屋外、草取り）

クリーニング 12 全県 10

午前9時30分～午後4
時を業務時間としてい
ます。

7

隣接市町村まで屋外の草取り、清掃等 12
ほうあん第一しおん

20

12 9：00～17：00

業務時間9：00～15：00

15隣接市町村まで

クリーニング（タオル・シーツ等）

合同会社ライブフード
サポート

業務時間10：00～15：00同一市町村まで47 5かたつむりの家 清掃（屋外清掃） 6

清掃（屋内、屋外） 646

45

同一市町村まで 5

18

37

鮎の風39

38

48 清掃作業（屋外清掃、除草作業） 12

トントン工房

隣接市町村まで 3～10
午前10時～午後3時の
間での業務を希望しま
す。平日のみ

1～12

アガペ第１作業所 隣接市町村まで
午前9時から午後4時を
作業時間としていま
す。

KOMNY

40

屋内作業（組立、分解、作成データ入力、文章起
し等）

清掃（屋内外清掃）

現地作業開始時間を
9:30頃、作業終了時間
を15:30頃に希望いたし
ます。

3

43

41

44

つくし

ワークセンターやまと

ＳＥＬＰビナ

12

隣接市町村まで12

軽作業（組立、分解、加工（水道メーター解体作業
含む）、箱・袋詰め、梱包作業、シール貼り、封
入、紙製品折り）

全県
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