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社会福祉法人  大阪福祉事業財団

あさひ希望の里

旭区

http://asahikibounosato.com/

TEL

FAX

〒535-0001　大阪市旭区太子橋
1-16-22

06-6954-0971
06-6954-0972

●お仕事から調べる場合
　…Ｐ.46 ～Ｐ.53 の「お仕事別施設名索引」
　をご覧ください。

ガイドブックの見方

８つの
地域

ブロック

各市区町村
一覧順

施設名は
あいうえお順

※ＨＰやブログのある施設のみ記載しています。

※「NPO 法人」 は
「特定非営利活動法人」

に統一して表記しています。

URL

は
じ
め
に
／
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
見
方

市区町村名

 …就労継続支援 B 型事業所

生 …生活介護事業所

 …地域活動支援センター
Ａ …就労継続支援Ａ型事業所

Ｂ 地
社会との交流促進や創作的活動又は
生産活動の機会を提供するもの

はじめに

食事等の介護や創作的活動又は
生産活動の機会を提供するもの

就労継続支援
就労や生産活動などの
機会を提供するもの

　A 型：雇用契約あり
　B 型：雇用契約なし
生活介護 地域活動支援センター

お仕事マーク

施設区分

法人名

施設名

食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他

表示が濃いマークの
お仕事をしています。

濃

　大阪府内では多くの障がい者が障がい者就労施設で働いていますが、その
工賃は月額平均で一人あたり10,072 円（平成 24年度）と全国で最も低い水準
にあり、障がい者が自立した生活を営むためには大変厳しい状況にあります。
　このため、大阪府では、工賃水準の向上をめざし、販路開拓等を中心とした
様々な取組みを行っておりますが、府民や企業の皆さまにおかれましては、
障がい者就労施設がどこにあり、どのような商品やサービスを提供している
かなどの情報が不足している状況にあります。
　そこで、この度、府内の障がい者就労施設の所在や商品・サービスの提供
に関する情報を広く発信するため、本ガイドブックを作成いたしました。
　つきましては、本ガイドブックを御一読いただき、障がい者就労施設で生産
された商品の購入や業務の発注等について積極的にご協力いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
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お
仕
事
別
紹
介

お仕事別紹介

食
品
・
雑
貨

食品・雑貨

障がい者就労施設では、いろいろなもの

を手づくりしています。

パン、クッキーなどの食品や、縫製品、

木工製品などの雑貨、その種類は驚くほ

ど多彩です。

ひとつひとつ心をこめてつくり、販売し

ています。

お
仕
事
別
紹
介

食
品
・
雑
貨

ひとつひとつ心をこめてつくり、販売し

ています。

販売場所の提供やご紹介に
ぜひご協力をお願いします。

パン・ク
ッキー

などの食
品

布・革などの
縫製品

キャンドル

陶芸品
木工製品

布・革などの
縫製品

紙製品

キャンドル

紙製品
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食
品
・
雑
貨

食品・雑貨

企業の社員食堂やイベントなどで出店スペースを提供して
いただき、お昼休みの時間にパン、クッキー、お弁当など
の食品や、ブックカバーやカードケースなどの手づくり雑
貨を販売しています。

ビルのエントランスや地域のお祭りなどのイベントでパン、
コロッケ、焼き芋などの食品や、キャンドルやポーチなどの
手づくり雑貨を販売しています。

歓送迎会、忘年会、パーティーなどのお弁当やオードブル
などをお届けいたします。　

出来たての美味しさをそのままに、パンや珈琲などを移動
販売でお届けいたします。　

ビルや店舗のショーウィンドウをお借りして、オリジナルＴ
シャツや食器などの手づくり雑貨の委託販売をしています。

お仕事別紹介
お
仕
事
別
紹
介企業の社員食堂やイベントなどで出店スペースを提供して

企業内出店販売

バザー＆マルシェ

委託販売 注文販売

移動販売
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店
　
舗

店舗

カフェ

ケーキ屋

焼き菓子店

一杯一杯を丁寧にたてたサイフォン
コーヒーを提供しています。

国産小麦を使用したおいしいパンを
たくさん取り揃えております。

素材にこだわり、シンプルで飽きの
こないお菓子をご用意しています。

素材選びから販売までをみんなで
協力し、本格的な洋菓子づくりに
取り組んでいます。

お
仕
事
別
紹
介

お仕事別紹介

ベーカリー

沖縄久米島の塩を使った黄金の
スープなど秘伝の味とサービス
を提供しています。

ラーメン屋

大阪府内には、障がい者就労施設が

運営する様々なお店があります。

魅力的な商品をとりそろえるとともに、

心のこもったサービスで

皆さまのご来店をお待ちしております。
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店舗

店
　
舗

リサイクル
ショップ

雑貨屋 豆腐屋

クリーニング園芸
ショップ

惣菜屋

ハンドメイドの木工品、布製品、革
製品など様々なものを製作、販売し
ています。

良質な国産大豆で作ったおいしい
豆腐を販売しています。

いろいろな味が楽しめるひとくち
サイズのコロッケを販売しています。

普段着からちょっとしたお出かけ着
まで取り揃え、商品は、毎日入れ替
えています。

季節に応じた花や植物をお求めやすい
価格にて販売しています。

お客様の衣類を手仕上げで、一点
一点丁寧に仕上げています。

お仕事別紹介
お
仕
事
別
紹
介
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下
請

下請

ホテル、病院のシーツ・タオルや
制服などのクリーニング

木工、ガラス、革製品の加工や名入れ／箱の組立／輸入製品の
検品／シール貼り／計量作業など

クリーニング

加工・組立・検品作業

タオル・ネジ・部品などの
袋入れ、箱詰め封入・梱包

障がい者就労施設では、多種多様な

業務を請け負っています。

障がい特性に合わせた作業工程を組

み立てるとともに、入念に検品を行

い、納品しています。

どんな作業でも一度ご相談ください。

お
仕
事
別
紹
介

お仕事別紹介



8

下
請

下請

アルミ缶の回収／古紙回収／
銅線回収など

チラシ、コミュニティー新聞
などの個別配布

ＰＣデータ入力作業／
Webページの更新作業など

各種名刺／各種封筒／チラシ／
冊子／ポスター／パネルなど

花壇やポットの植え替え作業／
花や木の苗の育成、間引き作業
など

テーブルクロス、バッグ、ポーチ、
エプロン、風呂敷などの縫製

資源回収園　芸

印　刷

縫　製

ポスティング

データ入力
業務

お
仕
事
別
紹
介

お仕事別紹介
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清
掃

清掃

落ち葉やゴミの収集
除草や水やりなど

エントランスや廊下などの共有
部分・外回りや屋上など

小便器・大便器
床面・洗面台など

落ち葉やゴミの収集・
側溝清掃など

床面の洗浄とワックスがけ
カーペット洗浄など

公　園

マンション

トイレ

駐輪場・駐車場

床面清掃

オフィスビルやマンションの共用部

分、トイレや廊下などの定期清掃、

除草や水やりなどの植栽管理、歩道

や公園の落ち葉などを集める外回り

の清掃業務など様々な場所をきれい

にしています。

お
仕
事
別
紹
介

お仕事別紹介
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そ
の
他

その他

中古自転車を整備・販売。
自転車整備は、12年のキャリア
があります。

のぼりやＴシャツのプリント、
タオルのロゴ入れ、布バッグの
絵入れなどをしています。

水洗いはもちろん、「手がけワッ
クス」や「水垢とり」などのコー
スもあります。

施設内にアロマセラピーの店舗
があり、フットバス、アロマセ
ラピーサービスもしています。

使用済みインクカー
トリッジの収集と仕
分け作業をしていま
す。

洗　車

中古自転車
販売

布プリント

ハンド
リフレクソロジー

高度な技術を持ち、その施設なら

ではの仕事をしているところや、

大阪府内の障がい者就労施設が共

同で取り組んでいる、地域ならで

はの仕事もあります。

エコ
プロジェクト

お
仕
事
別
紹
介

お仕事別紹介
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大
阪
府
全
域
地
図

　大阪市
　堺市
　豊能地域
　三島地域
　北河内地域
　中河内地域
　南河内地域
　泉州地域

大阪府全域地図



地
域
別
市
区
町
村
一
覧
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地域別市区町村一覧

北区
堺区
中区
西区

大阪市 堺市

豊能地域
池田市
豊能町
能勢町
箕面市

旭区
阿倍野区
生野区
北区
此花区
城東区

三島地域
茨木市
摂津市
島本町
高槻市

中河内地域
八尾市
柏原市
東大阪市

南河内地域

合計 400施設

松原市
羽曳野市
藤井寺市
富田林市

北河内地域

豊中市
吹田市

枚方市
寝屋川市
守口市
門真市

河内長野市
大阪狭山市
河南町
太子町

東区
南区
美原区 

千早赤阪村

泉州地域
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貝塚市
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熊取町
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田尻町
岬町
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泉大津市
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岸和田市
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１
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10

13

１
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２

５

121

43

40

37

27 45

35

52

住之江区
住吉区
大正区
中央区　
鶴見区
天王寺区

浪速区
西区
西成区
西淀川区
東住吉区
東成区

東淀川区
平野区
福島区
港区
都島区
淀川区

※数字は本書に掲載されている施設の数です。大阪府全ての施設数ではありません。

大東市
四條畷市
交野市

就労継続支援
Ｂ型事業所………………305
就労継続支援
Ａ型事業所………………15
生活介護事業所…………65
地域活動支援センター…15
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大 阪 市

大
阪
市

旭
区
・
阿
倍
野
区

旭区・阿倍野区施設紹介

東淀川区

旭区淀川区

西淀川区
福島区

北区

此花区

港区

西区

西
成
区

阿
部
野
区 東

住
吉
区

天
王
寺
区

都
島
区

中央区

浪速区浪速区

大正区

住之江区

住吉区 平野区

生野区生野区

東成区

城東区
鶴見区

特定非営利活動法人  あべの作業所

あべの作業所

TEL

FAXＢ

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿
倍野筋4-13-20-101

06-6624-6685
06-6624-9701

阿倍野区

特定非営利活動法人  あゆみ倶楽部

あゆみハウス

旭区

TEL

FAX

〒535-0012　大阪市旭区千林
2-16-8-310

06-6953-7808
06-6953-7808

社会福祉法人  大阪福祉事業財団

あさひ希望の里

旭区

http://asahikibounosato.com/

TEL

FAX

〒535-0001　大阪市旭区太子橋
1-16-22

06-6954-0971
06-6954-0972

大
阪
市

社会福祉法人  パルワーク

あさひパルワーク

旭区

http://www.palwork.jp

TEL

FAX

〒535-0003　大阪市旭区中宮
5-1-18

06-6955-6101
06-6955-4119

特定非営利活動法人  あべのひまわり

阿倍野ひまわり作業所 

TEL

FAX

〒545-0001　大阪市阿倍野区
天王寺町北2-31-9

06-6714-2492
06-6714-2492

阿倍野区

特定非営利活動法人  あゆみ倶楽部

あゆみ工房

旭区

TEL

FAX

〒535-0012　大阪市旭区千林
2-16-8 ｲｽ ･゙ｻﾝｷﾁ202号

06-6953-7784
06-6923-8345
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大 阪 市

大
阪
市

阿
倍
野
区
・
生
野
区
・
北
区
・
此
花
区

阿倍野区・生野区・北区・此花区 施設紹介

此花区

特定非営利活動法人  はばたく

はばたく

http://www.facebook.com/npo.habataku

TEL

FAX

〒554-0014　大阪市此花区四
貫島2-26-13

06-6466-1103
06-6466-1103

特定非営利活動法人  生野共働の家

こさり

生野区

TEL

FAX

〒544-0004　大阪市生野区巽北
4-13-20

06-6756-7131
06-6756-7132

此花区

特定非営利活動法人  ダ・カー歩

アップ

TEL

FAX

〒554-0052　大阪市此花区常吉
1-1-13 ｻﾆｰﾒﾀﾙ株式会社内

06-6170-2788
06-6330-8841

特定非営利活動法人  この花自立支援の会ﾊｯﾋﾟｰ

グリーンハウス

TEL

FAX

〒554-0001　大阪市此花区高見
3-2-12

06-6461-6726
06-6461-6726

此花区

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

シルフ

TEL

FAX

〒545-0021　大阪市阿倍野区
阪南町3-43-8

06-6626-6074
06-6626-6075

阿倍野区

特定非営利活動法人  風

デイセンターコスモス

TEL

FAX

〒545-0011　大阪市阿倍野区
昭和町1-8-8 ｺｰﾎ 文゚の里107号

06-6627-7130
06-6654-3307

阿倍野区

株式会社  とらの子ほーむ

株式会社  とらの子ほーむ

生野区

Ｂ

〒544-0033　大阪市生野区勝山
北4-1-20

TEL

FAX
06-6777-1210
06-6715-2095

社会福祉法人  愛生会

指定障害者支援施設豊生園

生野区

TEL

FAX

〒544-0033　大阪市生野区
勝山北4-14-28

06-6716-1202
06-6716-1203

特定非営利活動法人  えん

わんさかわだち

生野区

TEL

FAX

〒544-0034　大阪市生野区桃谷
1-4-12

06-6741-3877
06-6741-3877

北区

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

中津サテライトオフィス

http://www.v-aid.org/

〒531-0071　大阪市北区中津
1-4-10

TEL

FAX
06-6374-1481
06-6374-1614

特定非営利活動法人  ドマーニ

ワークスペース街

http://www.domanijp.com/

TEL

FAX

〒545-0011　大阪市阿倍野区
昭和町1-5-27 ﾌｪﾆｯｸｽ昭和町ﾋ ﾙ゙2階

06-6622-2866
06-6622-2869

阿倍野区

特定非営利活動法人  いちごの会

リカバリハウスいちご

TEL

FAX

〒545-0022　大阪市阿倍野区
播磨町1-4-15

06-6628-1121
06-6628-1121

阿倍野区

（リカバリハウスいちご阿倍野）

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

中津更生園

http://www.v-aid.org/dream/

北区

TEL

FAX

〒531-0071　大阪市北区中津
1-4-10

06-6374-1344
06-6374-4798

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

大阪市立此花作業指導所

TEL

FAX

〒554-0014　大阪市此花区四貫
島2-26-17

06-6463-3669
06-6463-3683

此花区

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

大阪市立舞洲就労支援所

此花区

http://www.fukspo.org/maishima_sien/index.html

TEL

FAXＢ

〒554-0041　大阪市此花区北港
白津2-1-46

06-6465-8212
06-6465-8213

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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城東区・住之江区 ・住吉区

大
阪
市

城
東
区
・
住
之
江
区
・
住
吉
区

大 阪 市 施設紹介

特定非営利活動法人  水耕栽培福祉普及協会

作業所　あかり

http://sg-akari.com

TEL

FAX

〒536-0001　大阪市城東区古市
2-2-15

06-6786-1831
06-6786-1833

城東区

社会福祉法人  なかま福祉会

みつき（鴫野）

TEL

FAX

〒536-0013　大阪市城東区鴫野
東3-1 JR鴫野駅高架下

06-6963-9070
06-6963-9071

城東区

株式会社  ＮＩＣＯ  ＪＡＰＡＮ

ニコサービス

http://nicojapan.net/

TEL

FAX

〒536-0008　大阪市城東区関目
1-11 関目ｺｰﾎ B゚棟110号

06-6932-2555
06-6932-2550

城東区

http://www15.ocn.ne.jp/~nonki/

TEL

FAX

特定非営利活動法人  のんきもの

 　　のんきもの
〒536-0023　大阪市城東区東中
浜3-5-16 ﾀｲｶﾞー ﾏﾝｼｮﾝ1F

06-6965-5479
06-6965-5479

城東区

大阪障害者
労働センター

社会福祉法人  なかま福祉会

みつき

城東区

TEL

FAX

〒536-0013　大阪市城東区鴫野
東1-6-25

06-6968-9503
06-6967-9513

特定非営利活動法人  パルすみのえ

フレンド工房

TEL

FAX

〒559-0017　大阪市住之江区中
加賀屋2-5-9

06-6686-2922
06-6690-0227

住之江区

社会福祉法人  いわき学園

住之江木の実園

http://www.iwakigakuen.or.jp/suminoekonomien/index.html

TEL

FAX

〒559-0013　大阪市住之江区御
崎3-2-2

06-6685-6611
06-6685-6622

住之江区 住之江区

社会福祉法人  ペガサス

住之江作業所

TEL

FAX

〒559-0013　大阪市住之江区御
崎7-1-3

06-6682-0180
06-6682-0180

社会福祉法人  あさか会 

さくら

TEL

FAX

〒558-0021　大阪市住吉区浅香
2-2-57

06-6697-0703
06-6697-0703

住吉区

社会福祉法人  野菊の会

コロたま倶楽部

TEL

FAX

〒558-0023　大阪市住吉区
山之内1-1-29 ｻﾝﾗｲｽ あ゙びこ1F

06-6690-1260
06-6690-1260

住吉区

ＮＰＯ法人  ＷＩＮＧ

 　　墨江作業所

http://wing-npo.com

TEL

FAX

〒558-0043　大阪市住吉区墨江
4-15-22

06-6674-1995
06-6674-1995

住吉区

就労継続支援
Ｂ型事業所

南海ライフリレーション株式会社

　　　　　

http://www.nankai-lr.co.jp

TEL

FAX

〒558-0033　大阪市住吉区清水
丘3-14-81

06-6676-6802
06-6676-6803

住吉区

就労継続支援Ａ型事業所
南海ライフリレーションあびこ道

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

粉浜作業指導所

住吉区

http://www.fukspo.org

TEL

FAX

〒558-0051　大阪市住吉区東粉
浜2-15-7

06-6671-3111
06-6671-0360

特定非営利活動法人  大阪ハンディキャップセンターＴ ・ハウス

　　　　　　Ｔ ・ハウス

http://osaka-t-house.com

住吉区

TEL

FAX

〒558-0051　大阪市住吉区
東粉浜3-24-8 ﾋﾞー ｽ ｺ゙ｰﾄ東粉浜1F

06-6673-0578
06-6673-0578

大阪ハンディキャップ
センター

特定非営利活動法人  アド企画

　　　　アド企画

http://adokikaku.jimdo.com/

城東区

TEL

FAX

〒536-0023　大阪市城東区東中
浜 2-10-13 緑橋ｸ ﾘ゙ｰﾝﾊｲﾂ1F

06-6968-3130
06-6969-2544

大阪障害者
労働センター
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住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区

大
阪
市

住
吉
区
・
大
正
区
・
中
央
区
・
鶴
見
区
・
天
王
寺
区

大 阪 市施設紹介

株式会社  ハニービー

ハニービー

中央区

TEL

FAX

〒540-0028　大阪市中央区
常盤町1-4-9 竹宏ﾋ ﾙ゙201

06-6920-8282
06-6920-8283

社会福祉法人  あさか会

はぁとらんど浅香

http://asakakai.com/07.html

TEL

FAX

〒558-0021　大阪市住吉区浅香
1-7-15

06-4700-0810
06-4700-0811

住吉区

社会福祉法人  よさみ野福祉会

よさみ野障害者作業所

住吉区

〒558-0023　大阪市住吉区山之
内4-12-31

TEL

FAX
06-6699-7767
06-6699-7888

有限会社  へるぷふる

生和園

http://helpful-store.com

住吉区

TEL

FAX

〒558-0014　大阪市住吉区我孫
子1-5-35

06-6608-4378
06-6608-4378

http://www.lifesupport.or.jp/

TEL

FAX

社会福祉法人  ライフサポート協会

大領地域の家であい
〒558-0001　大阪市住吉区大領
5-6-2

06-4700-2010
06-4700-2011

住吉区

特定非営利活動法人  いちごの会

リカバリハウスいちご長居

TEL

FAX

〒558-0004　大阪市住吉区長居
東4-6-15 長居ﾊﾟーｸｻｲﾄ ﾌ゙ ﾗ゚ｻ3゙02

06-6694-4701
06-6694-4701

住吉区

特定非営利活動法人  ソレーユ

さらら作業所

鶴見区

http://www3.alpha-net.ne.jp/users/sarara01

〒538-0035　大阪市鶴見区
浜3-7-10

TEL

FAX
06-6912-6578
06-6914-4553

特定非営利活動法人  精神障害者支援の会ヒット

あしすと

天王寺区

http://www.npo-hit.or.jp

TEL

FAX

〒543-0021　大阪市天王寺区
東高津町4-16  ｳｴｲﾌ ﾋ゙ ﾙ゙1・2・3階

06-6191-7755
06-6191-7756

http://www.npo-hit.or.jp

TEL

FAX

特定非営利活動法人  精神障害者支援の会ヒット

むつみ工房
〒543-0002　大阪市天王寺区
上汐4-5-11

06-6773-0418
06-6773-0418

天王寺区

社会福祉法人  ライフサポート協会

住吉総合福祉センター障がい通所事業部

http://www.lifesupport.or.jp/index.html

TEL

FAX
06-6678-7572
06-6678-7573

〒558-0054　大阪市住吉区帝塚
山東5-8-3

住吉区

特定非営利活動法人  まんぼう

まんぼう

中央区

http://manbowshow.com

〒540-0006　大阪市中央区
法円坂1-1-35 ｱﾈｯｸｽﾊ ﾙ゚法円坂4階

TEL

FAX
06-6943-6943
06-6943-6943

社会福祉法人  ライフサポート協会

　　　　オガリ作業所

住吉区

http://www.lifesupport.or.jp/

〒558-0054　大阪市住吉区帝塚
山東5-8-3

TEL

FAX
06-6678-7582
06-6678-7583

障がい者
活動センター

社会福祉法人  こはる福祉会

こはる苑

中央区

http://www5.ocn.ne.jp/~koharu/

TEL

FAX

〒540-0013　大阪市中央区内久
宝寺町2-7-31

06-6762-8009
06-6762-8009

大正区

特定非営利活動法人  ひまわり

障害者作業所ひまわり

TEL

FAX

〒551-0002　大阪市大正区三軒
家東6-19-7

06-6555-4614
06-6555-4614

特定非営利活動法人  翔夢

ワークネットつるみ

鶴見区

http://npo-cam.jp

TEL

FAX

〒538-0035　大阪市鶴見区浜
4-18-7

06-6912-7333
06-6912-7334

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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天王寺区・浪速区・西区・西成区

社会福祉法人  大阪府家内労働センター

連合授産場

http://www.eonet.ne.jp/~kanairou/

TEL

FAXＢ

大
阪
市

天
王
寺
区
・
浪
速
区
・
西
区
・
西
成
区
　

〒543-0002　大阪市天王寺区
上汐5-2-3

06-6771-9150
06-6771-0370

大 阪 市 施設紹介

天王寺区

社会福祉法人  ピースクラブ

ピース

http://www.ab.auone-net.jp/~peace_c/index.html

TEL

FAX

〒556-0014　大阪市浪速区大国
1-11-1

06-6647-2077
06-6647-2087

浪速区

特定非営利活動法人  街かど福祉

ｉ・ワークひまわり

浪速区

http://iwork-himawari.com

TEL

FAX

〒556-0022　大阪市浪速区桜川
4-4-6 

06-6561-0171
06-6561-0172

特定非営利活動法人  障害者地域生活支援の会なにわ

なにわ工房

浪速区

TEL

FAX

〒556-0001　大阪市浪速区下寺
3-2-7

06-6633-3171
06-6633-3171

株式会社  エイトワークス浪速

フローラ

TEL

FAX

〒556-0021　大阪市浪速区幸町
2-2-40 ｸ ﾗ゙ｽﾎｯﾊﾟー 1階

06-6575-9810
06-6575-9811

浪速区

特定非営利活動法人  ウィズ

らんまん西ひかり

西区

TEL

FAX

〒550-0023　大阪市西区千代崎
2-24-8

06-6584-7379
06-6584-7379

社会福祉法人  ストローム福祉会

山王おとなセンター

西成区

TEL

FAX

〒557-0001　大阪市西成区山王
2-5-10

06-4394-8836
06-4394-8837

特定非営利活動法人  ジョイフルさつき

ジョイフルさつき作業所 えんⅡ

西成区

http://www.e-sora.net/satukitutuji/

TEL

FAX

〒557-0031　大阪市西成区鶴見
橋2-8-１

06-4392-8661
06-4392-8662

西成区

特定非営利活動法人  ジョイフルさつき

ジョイフルさつき作業所　えん

http://www.e-sora.net/satukitutuji/

TEL

FAX

〒557-0031　大阪市西成区
鶴見橋2-8-1

06-4392-8661
06-4392-8662

株式会社  ソーシャルプランニング流

就労創造センターせふぃろと

浪速区

http://www.sp-nagare.com/

TEL

FAX

〒556-0021　大阪市浪速区幸町
2-4-15 ﾏﾅﾍ ﾊ゙ｲﾂ桜川101

06-6562-7735
06-6643-9563

西区

株式会社  ソーシャルプランニング流

共生労働センター　カサンどら 

http://www.sp-nagare.com/kassandora/

TEL

FAX

〒550-0005　大阪市西区西本町
2-5-19 東海建物西本町ﾋ ﾙ゙311

06-6535-7300
06-6535-7352

西成区

TEL

FAX

特定非営利活動法人  アザリア

アザリア
〒557-0014　大阪市西成区天下
茶屋1-32-3

06-6658-2900
06-6655-5420

西成区

一般社団法人  大阪パーソンパワーの会

就労継続支援Ｂ型施設　Ｂｌｏｏｍ 

TEL

FAX

〒557-0031　大阪市西成区鶴見
橋 3-5-29

06-6561-0139
06-6561-0139

西成区

社会福祉法人  釜ヶ崎ストロームの家

ストローム 

TEL

FAX

〒557-0004　大阪市西成区
萩之茶屋 2-11-15

06-6647-6576
06-6647-6585

特定非営利活動法人  ウィズ

スマイル西ひかり

西区

TEL

FAX

〒550-0005　大阪市西区西本町
2-5-19東海建物西 本町ﾋ ﾙ゙205・206

06-6541-0694
06-6541-0694
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大
阪
市

西
成
区
・
西
淀
川
区
・
東
住
吉
区

大 阪 市施設紹介西成区・西淀川区・東住吉区

社会福祉法人  ゆうのゆう

デーセンター夢飛行

西成区

http://www.yourwing.org

TEL

FAX

〒557-0042　大阪市西成区岸里
東1-5-25

06-6659-6612
06-6659-6612

西成区

社会福祉法人  ヒューマンライツ福祉協会

　　　　にしなりＷｉｎｇ

TEL

FAX

〒557-0061　大阪市西成区北津
守3-6-4

06-4392-8700
06-4392-8710

総合就労支援
福祉施設

特定非営利活動法人  いきいき 

いきいき

西淀川区

〒555-0013　大阪市西淀川区
千舟2-10-6

TEL

FAX
06-6195-9335
06-6195-9335

特定非営利活動法人  ワークステージ

矢田ステーション

東住吉区

http://www.yata-station.com

TEL

FAX

〒546-0022　大阪市東住吉区
住道矢田5-9-24

06-6760-7950
06-6760-7722

社会福祉法人  精神障害者社会復帰促進協会

ふれあいの里

西成区

TEL

FAX

〒557-0063　大阪市西成区南津
守1-4-46

06-6659-2681
06-6659-2705

西成区

特定非営利活動法人  ポッポ

ポッポ

http://www.e-sora.net/poppo/

TEL

FAX

〒557-0025　大阪市西成区長橋
2-5-11

06-6561-9372
06-6567-6219

特定非営利活動法人  西淀川総合福祉支援センター

つくし共同作業所

TEL

FAX

〒555-0013　大阪市西淀川区千
舟 3-9-31

06-6474-2279
06-6474-2279

西淀川区

東住吉区

社会福祉法人  つむぎ福祉会

ポンチセぴりか

http://www.tsumugigroup.net

〒546-0003　大阪市東住吉区
今川4-10-3

TEL

FAX
06-6708-8341
06-6708-8340

東住吉区

特定非営利活動法人  ステップ

福祉作業所　ステップ

TEL

FAX

〒546-0022　大阪市東住吉区住
道矢田5-10-8

06-6769-5336
06-6769-5336

特定非営利活動法人  西淀川きさらぎ会

西淀川ワーク きさらぎ

TEL

FAX

〒555-0032　大阪市西淀川区大
和田2-4-59

06-6475-4705
06-6475-4705

西淀川区

特定非営利活動法人  やすらぎの家

やすらぎの家作業所

TEL

FAX

〒546-0033　大阪市東住吉区南
田辺1-7-14

06-6628-1201
06-6628-1202

東住吉区

特定非営利活動法人  中部障害者解放センター

障害者活動センター青おに

http://www.npochubu.com/

TEL

FAX

〒546-0031　大阪市東住吉区田
辺5-6-9

06-6623-5030
06-6657-5030

東住吉区

TEL

FAX

有限会社  ふるさわ

ぷちわーく  ふるさわ
〒546-0035　大阪市東住吉区山
坂3-6-17

06-6629-2638
06-6629-2628

東住吉区

西淀川区

特定非営利活動法人   西淀川発達支援センターたんぽぽ

たんぽぽ福祉作業所

http://bcaweb.bai.ne.jp/~aig76701/

TEL

FAX

〒555-0024　大阪市西淀川区野
里3-6-12

06-6477-4939
06-6477-4939

東住吉区

社会福祉法人  嘉誠会

ヴァンサンクの郷

http://www.kaseikai.or.jp/

TEL

FAX

〒546-0024　大阪市東住吉区
公園南矢田3-13-22

06-6609-4510
06-6609-4511

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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東住吉区・東成区・東淀川区・平野区大 阪 市 施設紹介

大
阪
市

東
住
吉
区
・
東
成
区
・
東
淀
川
区
・
平
野
区

特定非営利活動法人  トライアングル

希望の家

平野区

http://www3.ocn.ne.jp/~iketon/

TEL

FAX

〒547-0012　大阪市平野区
長吉六反5-6-32

06-4302-7020
06-4302-7020

特定非営利活動法人  ライフ＆ケア

さくら福祉作業所平野支部

平野区

TEL

FAX

〒547-0015　大阪市平野区長吉
長原西2-10-2

06-4977-4473
06-4981-7560

http://www.sakura.zaq.jp/life_and_care

特定非営利活動法人  スカイ・ラヴ

スカイ・アンドロメダ

平野区

TEL

FAX

〒547-0024　大阪市平野区
瓜破2-1-64 平野ﾋ ﾙ゙206

06-6702-0212
06-6702-0235

特定非営利活動法人  オリオン 

オアシス

東成区

TEL

FAX

〒537-0023　大阪市東成区玉津
1-1-29

06-6973-8123
06-6973-8125

合資会社  ステージケア

ステージケア

東成区

http://www.stagecare.jp/

TEL

FAX

〒537-0024　大阪市東成区東小
橋1-11-2 大河内ﾋﾞﾙ3F

06-6977-8618
06-6977-8817

特定非営利活動法人  まつさく

大阪障害者労働センター・受苦人

http://matsusaku-group.com/re.html

TEL

FAXＢ

〒547-0001　大阪市平野区加美
北8-1-45

06-6791-2212
06-6791-7993

平野区

特定非営利活動法人  もなか会

紙再生工房 

http://www.kamisaisei.org/

TEL

FAXＢ

〒547-0001　大阪市平野区加美
北 6-10-25

06-6794-3871
06-6794-3873

平野区

社会福祉法人  大阪手をつなぐ育成会

支援センター中

東成区

http://www.osaka-ikuseikai.or.jp

TEL

FAX

〒537-0023　大阪市東成区玉津
2-11-28

06-6975-3380
06-6975-3350

社会福祉法人  路交館

ほっとコミュニティうぃる

東淀川区

http://www.rokoukan.or.jp/

TEL

FAX

〒533-0023　大阪市東淀川区
東淡路2-9-13

06-6379-1059
06-6321-3481

特定非営利活動法人  日心

　　　　　　      ステップワン

平野区

TEL

FAX

〒547-0002　大阪市平野区加美
東5-2-32

06-6792-0566
06-6792-0589

就労継続支援センター

特定非営利活動法人  ウィルハート

ゆう ・ スペース

TEL

FAX

〒546-0011　大阪市東住吉区針
中野 4-10-3 1､2階

06-6702-0770
06-6702-0770

東住吉区

特定非営利活動法人  東成精神障害者を支える会　サラダ倶楽部

サラダぼーる
〒537-0014　大阪市東成区大今
里西3-17-17 ｻﾝｺｰﾄ今里101号

東成区

TEL

FAX
06-4259-2507
06-4259-2507

特定非営利活動法人  東成精神障害者を支える会　サラダ倶楽部

東成工房

http://salad.mond.jp

〒537-0011　大阪市東成区東今
里2-1-19 

東成区

06-6976-7964TEL

FAX 06-6976-7964

特定非営利活動法人  ＳＵＮ

ふりーすぺーすＳＵＮ

http://www.geocities.jp/freespacesun/

TEL

FAX

〒537-0012　大阪市東成区大今
里 1-10-20

06-6974-7703
06-6974-7703

東成区

社会福祉法人  大阪市手をつなぐ育成会

東成育成園

東成区

http://city-osaka-ikuseikai.or.jp/home/higashinari/

〒537-0014　大阪市東成区大今
里西1-1-15

TEL

FAX
06-6981-0262
06-6981-0703
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平野区・福島区・港区・都島区 大 阪 市施設紹介

大
阪
市

平
野
区
・
福
島
区
・
港
区
・
都
島
区

特定非営利活動法人  ナピオ

ナピオ

平野区

TEL

FAX

〒547-0005　大阪市平野区加美
西2-3-8

06-7504-7257
06-6796-1008

特定非営利活動法人  フロンティア

福祉作業所フロンティア

平野区

http://www.npo-fron.com/

TEL

FAX

〒547-0033　大阪市平野区平野
西6-3-8

06-6701-3223
06-4306-3123

http://www18.ocn.ne.jp/~imagawa/workcenter/index.html

社会福祉法人  今川学園

ワークセンターいまがわ
〒547-0048　大阪市平野区
平野馬場1-11-11

平野区

TEL

FAX
06-6794-5678
06-6794-5554

社会福祉法人  ゆうのゆう

デーセンターモモの家

福島区

http://www.yourwing.org

TEL

FAX

〒553-0006　大阪市福島区吉野
4-27-10

06-6465-9133
06-6465-3301

社会福祉法人  大阪聴覚障害者福祉会

あいらぶ工房

港区

http://www.daichofuku.or.jp

TEL

FAX

〒552-0023　大阪市港区港晴
1-7-4

06-4395-7588
06-4395-7589

港区

社会福祉法人  ゆうのゆう

デーセンター音・on

http://www.yourwing.org

TEL

FAX

〒552-0002　大阪市港区市岡元
町1-2-20

06-4395-5660
06-4395-5664

港区

社会福祉法人  大阪市手をつなぐ育成会

ワークスいけじま

TEL

FAX

〒552-0015　大阪市港区池島
3-6-15

06-6577-2211
06-6577-2231

都島区

社会福祉法人  ゆうのゆう

デーセンター機関車

http://www.yourwing.org

TEL

FAX

〒534-0021　大阪市都島区都島
本通3-16-3

06-6925-5521
06-6925-5521

社会福祉法人  つむぎ福祉会

そらまめ作業所

http://www.tsumugigroup.net

〒547-0014　大阪市平野区長吉
川辺 1-1-19

平野区

TEL

FAX
06-6708-6339
06-6706-8433

特定非営利活動法人  自立生活センターいしずえ

レインボーワーク

http://www.rainbowwork.sactown.jp/

TEL

FAX

〒547-0021　大阪市平野区喜連
東4-1-4

06-6797-2116
06-6796-7472

平野区

港区

特定非営利活動法人  ナポレオンフィッシュ

特定非営利活動法人  ナポレオンフィッシュ

http://napoleonfish-npo.jimdo.com

TEL

FAX

〒552-0003　大阪市港区磯路
3-19-4 港産業会館 別館 5B

06-6568-9189
06-6568-9189

特定非営利活動法人  Ｊ－ｐａｌ

生活支援センターぽっぷ

http://www.oct.zaq.ne.jp/jigsaw

〒547-0046　大阪市平野区平野
宮町1-5-5-171

平野区

TEL

FAX
06-6793-4355
06-6793-4363

特定非営利活動法人  翔夢

ドリームネット

http://npo-cam.jp

TEL

FAX

〒547-0016　大阪市平野区長吉
長原1-12-20

06-6760-6181
06-6760-6182

平野区

社会福祉法人  きれ福祉会

ユーアンドアイ

http://www.youandi-net.com

TEL

FAX

〒547-0025　大阪市平野区瓜破
西1-8-45

06-6799-5112
06-6799-5113

平野区

都島区

http://www.akamatsuen.com

TEL

FAX

社会福祉法人  治栄会

あかまつ園
〒534-0012　大阪市都島区御幸
町2-10-23

06-6929-5100
06-6929-4455

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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都島区・淀川区大 阪 市 施設紹介

大
阪
市

都
島
区
・
淀
川
区

社会福祉法人  大阪自興会

希望の園

淀川区

http://kibounosono.jp/

TEL

FAX

〒532-0022　大阪市淀川区野中
南2-10-35

06-6301-5265
06-6390-1404

淀川区

株式会社アイエスエフネットライフ大阪

アイエスエフネットライフ 淀川

http://www.isfnetlife.com/office/isfnetlife-osaka.html

TEL

FAX

〒532-0011 大阪市淀川区西中島
5-14-10 ｻﾑﾃｨ新大阪ﾌﾛﾝﾄﾋ ﾙ゙8階

06-6306-6140
06-6305-5650

淀川区

一般社団法人  KIZUNA

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ

http://kizuna.osaka.jp/

TEL

FAX

〒532-0013　大阪市淀川区木川
西1-13-15 ｾﾚﾌ ｺ゙ｰﾄ木川2Ｆ

06-6195-8649
06-6195-8694

淀川区

社会福祉法人  加島友愛会

加島希望の家

http://www.kashima-yuai.or.jp/

TEL

FAX

〒532-0031　大阪市淀川区加島
1-49-21

06-6390-5666
06-6302-2551

社会福祉法人  治栄会

とどまつ園

都島区

http://www.todomatsuen.com

TEL

FAX

〒534-0014　大阪市都島区都島
北通2-12-25

06-6922-0500
06-6925-0250

社会福祉法人  北摂杉の子会

ジョブサイトよど

淀川区

http://www.suginokokai.com/

〒532-0023　大阪市淀川区十三
東2-4-2

TEL

FAX
06-6838-7007
06-6838-7015

特定非営利活動法人  ダ・カー歩

ダ・カー歩

淀川区

TEL

FAX

〒532-0035　大阪市淀川区三津
屋南1-1-44 (株)ｺ ﾘ゙ﾝ内

06-6330-8806
06-6330-8841

社会福祉法人  加島友愛会

むつみ

淀川区

http://www.kashima-yuai.or.jp

TEL

FAX

〒532-0031　大阪市淀川区加島
1-60-36

06-6308-7206
06-6308-7299

淀川区

社会福祉法人  加島友愛会

Ｌｉｎｋ

http://www.kashima-yuai.or.jp

TEL

FAX

〒532-0031　大阪市淀川区加島
1-60-46

06-6308-7210
06-6308-7220

淀川区

特定非営利活動法人  わーくる太輝

特定非営利活動法人　わーくる太輝

TEL

FAX

〒532-0036　大阪市淀川区三津
屋中1-4-40

06-6100-1557
06-6100-1558
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堺
市

堺区
北区

東区

中区

西区

南区

美原区

堺市

北
区
・
堺
区

北区・堺区

堺
市

特定非営利活動法人  あいらぶ

あいらぶ作業所

http://www9.plala.or.jp/ilove/ 

TEL

FAX

〒591-8032　堺市北区
百舌鳥梅町1-19-6

072-240-0222
072-259-4800

北区

特定非営利活動法人  あいらぶ

ありす作業所

http://www9.plala.or.jp/ilove/ 

TEL

FAX

〒591-8032　堺市北区
百舌鳥梅町1-19-21

072-257-1711
072-259-4800

北区

社会福祉法人  たんぽぽひろば

ワラビーズ 

TEL

FAX

〒591-8032　堺市北区
百舌鳥梅町3-20-10 澤ﾋ ﾙ゙3F

072-252-4802
072-256-4880

北区

特定非営利活動法人  あいらぶ

あいらぶ第2作業所

http://www9.plala.or.jp/ilove/ 

TEL

FAX

〒591-8032　堺市北区
百舌鳥梅町3-40-31

072-256-0021
072-259-4800

北区

社会福祉法人  あいわ福祉会

愛和 ・生活の家

TEL

FAX

〒590-0013　堺市堺区東雲西町
4-7-18

072-221-1751
072-221-1759

堺区

社会福祉法人  コスモス

第２ほくぶ障害者作業所

http://www.sakaicosmos.net

〒591-8011　堺市北区南花田町
532-3

北区

TEL

FAX
072-254-3292
072-254-3292

社会福祉法人  コスモス

ほくぶ障害者作業所

http://www.sakaicosmos.net

〒591-8011　堺市北区南花田町
536-1

北区

TEL

FAX
072-254-5778
072-259-4459

施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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堺市

堺
区
・
中
区

堺区・中区

堺
市

一般社団法人  グローバルハーベスト

プレイズ

TEL

FAX

〒599-8271　堺市中区深井北町
3462

072-275-7092
072-275-7093

中区

社会福祉法人  なごみ福祉会

Ｙｏｕ・Ｉハウス

http://www3.ocn.ne.jp/~s-nagomi/

TEL

FAXＢ

〒590-0954　堺市堺区大町東
1-1-8 

堺区

072-222-0302
072-222-0302

公益財団法人  浅香山病院

アンダンテ 就労ステーション

堺区

http://www.sakai.zaq.ne.jp/andante_azone/index.html

TEL

FAX

〒590-0018　堺市堺区今池町 
3-3-16

072-223-5119
072-223-5119

特定非営利活動法人  サワリ

グレースハウス

http://www.npo-sawari.or.jp

TEL

FAX

〒590-0811　堺市堺区南陵町
1-2-6

072-280-0830
072-241-7772

堺区

社会福祉法人  ばなな

サニー・サイト

中区

http://www.h4.dion.ne.jp/~m-banana/

TEL

FAX

〒599-8273　堺市中区深井清水
町3650-1

072-281-3359
072-275-6250

特定非営利活動法人  レアレア

作業所ホクレア

TEL

FAX

〒599-8275　堺市中区東八田
397-1

072-275-9595
072-275-9596

中区

特定非営利活動法人  きらっと

きらっと

堺区

http://www.geocities.jp/npokiratto/

TEL

FAX

〒590-0052　堺市堺区八千代通
3-26

072-230-4198
072-256-4021

特定非営利活動法人  和輪ワールド

作業所　和っ哈

TEL

FAX

〒590-0809　堺市堺区旭ケ丘北
町1-2-11 第3和伸ﾋ ﾙ゙1F

072-245-6023
072-245-6023

堺区

社会福祉法人  麦の会

麦の会共同作業所

TEL

FAX

〒590-0813　堺市堺区神石市之
町16-52

072-264-6407
072-201-1164

堺区

社会福祉法人  障友会

堺みなみ

http://shoyukai.or.jp/

〒599-8251　堺市中区平井671-2

中区

TEL

FAX
072-278-5681
072-278-5682

社会福祉法人  ピノキオ福祉会

ピノキオ作業所

TEL

FAX

〒599-8238　堺市中区土師町
4-14-10

中区

072-239-2584
072-239-2584

TEL

FAX

特定非営利活動法人  ライフ＆ケア

さくら就労ネット
〒599-8237　堺市中区深井水池
町3465

072-220-5593
072-220-5593

中区

社会福祉法人  コスモス

おおはま障害者作業所
〒590-0976　堺市堺区大浜南町
1-7-3

堺区

TEL

FAX
072-224-1919
072-224-2019

社会福祉法人  コスモス

第２おおはま障害者作業所
〒590-0982　堺市堺区海山町
4-165-39

堺区

TEL

FAX
072-227-1416
072-227-1416

特定非営利活動法人  げんき

げんき作業所

TEL

FAX

〒599-8272　堺市中区深井中町
1197-1

072-277-1802
072-277-1802

中区

施設紹介
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中区・西区・東区 堺市

中
区
・
西
区
・
東
区

堺
市

社会福祉法人  障友会

わららか草部

http://www.shoyukai.or.jp/

TEL

FAXＢ

〒593-8312　堺市西区草部783

072-275-1575
072-275-1576

西区

社会福祉法人  堺あすなろ会

堺あすなろ園

http://www.sakai-asunaro.jp

〒593-8312　堺市西区草部
744-6

西区

TEL

FAX
072-271-3665
072-271-3666

社会福祉法人  ばなな

モンキーばなな

http://www.h4.dion.ne.jp/~m-banana/

TEL

FAX

〒593-8301　堺市西区上野芝町
2-7-3　西友楽市上野芝2階

072-281-3301
072-281-3301

西区

特定非営利活動法人  あきら

障害者あきら作業所

TEL

FAXＢ

〒593-8328　堺市西区鳳北町
7-5

072-262-0491
072-262-0491

西区

社会福祉法人  障友会 

デイセンターフレンズ（うららのお店）

http://shoyukai.or.jp/

TEL

FAX

〒599-8121　堺市東区高松
238-1

072-230-0300
072-230-0266

東区

社会福祉法人  大阪手をつなぐ育成会

支援センター　しらさぎ

http://www.osaka-ikuseikai.or.jp

TEL

FAX

〒599-8107　堺市東区白鷺町
2-9-32

072-285-5521
072-288-2026

東区

社会福祉法人  みのりの会

みのりの会作業所

TEL

FAX

〒599-8232　堺市中区新家町
317-1

中区

072-239-8002
072-239-8002

社会福祉法人  さんあい

ＳＯＨＯ さんあい
〒593-8301　堺市西区上野芝町
1-16-57

西区

TEL

FAX
072-280-5827
072-280-5827

社会福祉法人  麦の会

すみれ共同作業所

http://muginokai.net

TEL

FAX

〒593-8325　堺市西区鳳南町
4-419 ﾏｽﾀｰｽ ｴ゙ﾙ鳳南581-103号

072-272-2817
072-260-1098

西区

特定非営利活動法人  堺西自立支援センター

はまでらジョブ

http://www.sn-jiritu.org

TEL

FAX

〒592-8341　堺市西区浜寺船尾
町東4-4

072-275-7872
072-275-7873

西区

社会福祉法人  コスモス

堺東部障害者作業所

TEL

FAX

〒599-8121　堺市東区高松106

072-237-2635
072-237-4590

東区

社会福祉法人  コスモス

第３堺東部障害者作業所 
　　　　　ポケットリーフ

TEL

FAX

〒599-8121　堺市東区高松123
072-239-5639
072-239-5639

東区

特定非営利活動法人  ライフ＆ケア

さくら福祉作業所堺支部

http://www.sakura.zaq.jp/life_and_care

TEL

FAX

〒599-8107 　堺市東区白鷺町
1-3-5 ﾛｯｼ 白゙鷺1F

072-240-1177
072-240-1177

東区

TEL

FAX

社会福祉法人  コスモス

第２堺東部障害者作業所のあのあ
〒599-8111　堺市東区日置荘北
町3-11-30

072-287-5061
072-287-5061

東区

TEL

FAX

社会福祉法人  コスモス

第３ほくぶ障害者作業所（まごころ家）
〒599-8116　堺市東区野尻町8-4

072-288-1040
072-288-1041

東区

http://www.sakaicosmos.net

施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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東区・南区・美原区堺市

東
区
・
南
区
・
美
原
区

堺
市

社会福祉法人  カトレア会

カトレア作業所

TEL

FAX

〒590-0142　堺市南区檜尾
771-2

072-293-6178
072-293-6178

南区

社会福祉法人  コスモス

第３せんぼく障害者作業所

http://www.sakaicosmos.net

TEL

FAXＢ

〒590-0143　堺市南区新檜尾台
3-6-11

072-297-4944
072-297-4954

南区

南区

特定非営利活動法人  Dear  friends

でぃあふれんず

TEL

FAX

〒590-0101　堺市南区宮山台
3-1-20

072-295-7227
072-295-7228

南区

http://www.sakai-asunaro.jp/

TEL

FAX

社会福祉法人  堺あすなろ会

ピュアあすなろ
〒590-0156　堺市南区稲葉
3-1581

072-260-5570
072-260-5580

社会福祉法人  堺あすなろ会

ゆめ工房

http://www.sakai-asunaro.jp/

TEL

FAX

〒599-8127　堺市東区草尾511

072-239-6096
072-239-6096

東区

社会福祉法人  堺あすなろ会

アトリエｈａｎａ(Ｌｉｎｋみいけ)

http://sakai-asunaro.jp

TEL

FAX

〒590-0101　堺市南区宮山台
3-1-8

072-297-4878
072-291-4878

南区

社会福祉法人  美原の郷福祉会

ワークセンターつつじ 

http://www.wc-tsutsuji.com/

〒587-0021　堺市美原区小平尾
953

美原区

TEL

FAX
072-369-7224
072-369-7225

社会福祉法人  徳昇福祉会

菩提の家

TEL

FAX

〒599-8103　堺市東区菩提町
1-53-1

072-287-1584
072-287-1585

東区

http://tokusyofukushikai.web.fc2.com/index.html

社会福祉法人  堺あけぼの福祉会

堺あけぼの園

http://care-net.biz/27/sakaiakebono/

〒590-0134　堺市南区御池台
5-2-6

南区

TEL

FAX
072-292-9002
072-290-1161

社会福祉法人  コスモス

せんぼく障害者作業所

http://www.sakaicosmos.net

〒590-0142　堺市南区檜尾
1382-6

南区

TEL

FAX
072-296-4520
072-297-6439

社会福祉法人  コスモス

第２せんぼく障害者作業所

http://www.sakaicosmos.net

〒590-0142　堺市南区檜尾16

南区

TEL

FAX
072-289-6018
072-289-6019

社会福祉法人  コスモス

第２ふれあいの里かたくら

http://www.fukukura.com/

TEL

FAX

〒590-0121　堺市南区片蔵
176-1

072-291-4828
072-291-4828

南区

特定非営利活動法人  アンビション22

パン工房アンビション

TEL

FAX

〒590-0113　堺市南区晴美台
1-30-5

072-293-3900
072-293-6500

南区

社会福祉法人  麦の会

麦の会第３作業所

TEL

FAX

〒590-0113　堺市南区晴美台
1-30-2-102

072-205-9903
072-205-9903

南区

社会福祉法人  堺あけぼの福祉会

絆あけぼの

http://care-net.biz/27/sakaiakebono/

TEL

FAX

〒590-0111　堺市南区三原台
3-40-8

072-289-8770
072-289-8772

南区

施設紹介
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豊
能
地
域

豊
能
地
域

池
田
市
・
豊
能
町
・
能
勢
町
・
箕
面
市

池田市・豊能町・能勢町・箕面市

箕面市

豊中市

池
田
市

豊能町

能勢町

吹
田
市

社会福祉法人  息吹

あっとほーむ

箕面市

http://www.ibuki-minoh.com/

TEL

FAXＢ

〒562-0026　箕面市外院3-7-35

072-730-6950
072-730-6950

社会福祉法人  池田芽ばえ福祉会

東山作業所

池田市

TEL

FAX

〒563-0012　池田市東山町589

072-752-0003
072-750-0580

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

ワークスペース　さつき

池田市

http://www.sankei-fukusi.or.jp

TEL

FAX

〒563-0024　池田市鉢塚1-2-1

072-752-5611
072-737-4696

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他

社会福祉法人  四幸舎和会

おおざとの赤いやね

能勢町

TEL

FAX

〒563-0352　豊能郡能勢町
大里122-1

072-731-2700
072-731-2701

社会福祉法人  てしま福祉会

アルパカ工房

池田市

TEL

FAX

〒563-0050　池田市新町6-2

072-734-8230
072-734-8231

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

すみれ工房 

能勢町

http://www.sankei-fukusi.or.jp

TEL

FAX

〒563-0372　豊能郡能勢町山辺
750-1

072-734-3740
072-737-6011

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

池田市立くすのき学園

池田市

http://www.sankei-fukusi.or.jp

〒563-0029　池田市五月丘
1-9-12

TEL

FAX
072-753-8558
072-750-6858

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

豊能町立たんぽぽの家 

豊能町

http://www.sankei-fukusi.or.jp

TEL

FAX

〒563-0102　豊能郡豊能町とき
わ台1-12-5

072-738-5124
072-737-5161

特定非営利活動法人  ＮＰＯ千の風

いきがいワーク

箕面市

TEL

FAX

〒562-0036　箕面市船場西
1-13-26

072-735-7407
072-735-7408

豊能地域施設紹介
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豊能地域

箕
面
市
・
豊
中
市

箕面市・豊中市

豊
能
地
域

箕面市

http://www.sagyousyo-skip.com/

TEL

FAX

特定非営利活動法人  すきっぷ

障害者作業所すきっぷ
〒562-0011　箕面市如意谷
4-1-15-102

072-722-1080
072-722-1080

社会福祉法人  息吹

もみじの家

箕面市

http://www.ibuki-minoh.com/

TEL

FAX

〒562-0001　箕面市箕面3-9-19

072-721-9006
072-721-9006

社会福祉法人  息吹

シェスタ

箕面市

http://www.ibuki-minoh.com/

TEL

FAXＢ

〒562-0045　箕面市瀬川2-5-14

072-724-0110
072-724-0110

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

きらら作業所

豊中市

TEL

FAX

〒560-0081　豊中市新千里北町
2-19-1

06-6836-5800
06-6835-7161

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

工房「羅針盤」

豊中市

http://koubou-rashinban.com

〒560-0052　豊中市春日町
3-1-41

TEL

FAX
06-6152-4770
06-6152-4771

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

第２工房「羅針盤」

豊中市

http://koubou-rashinban.com/

〒561-0808　豊中市原田元町
2-25-21

TEL

FAX
06-4865-5525
06-4865-5526

社会福祉法人  あさひ会

あさひ会作業所

豊中市

http://www.asahikai.hello-net.info/

TEL

FAX

〒560-0023　豊中市岡上の町
2-2-31

06-6845-5560
06-6845-5560

社会福祉法人  愛和会

多機能型事業所  あすなろ

http://www.aijinkai.or.jp/aiwakai/

豊中市

TEL

FAX

〒561-0872　豊中市寺内1-1-10

06-6866-2945
06-6866-2955

社会福祉法人  育夢

糸をかし

豊中市

http://www.はぐくむ.jp

TEL

FAX

〒561-0857　豊中市服部寿町
3-18-12

06-6868-2153
06-7172-4912

豊中市

社会福祉法人   豊中親和会

　　　　  第２みらい

http://www.toyonaka-sinwakai.or.jp

TEL

FAX

〒561-0846　豊中市利倉東
2-1-15

06-6867-0828
06-6864-5634

社会福祉法人
豊中親和会

一般社団法人  ぐりーん＆ぐりーん

ぐりーん＆ぐりーん

箕面市

http://www1a.biglobe.ne.jp/fruit_tomato/

TEL

FAX

〒562-0001　箕面市箕面4-8-30

072-725-3455
072-725-3459

特定非営利活動法人  そよかぜ

そよかぜの家

箕面市

http://www7.ocn.ne.jp/~minohsoy/

TEL

FAX

〒562-0043　箕面市桜井3-8-2　
南山閣江口ﾋ ﾙ゙103号・104号

072-722-6161
072-722-4876

特定非営利活動法人  箕面東部自立センターZEROの家

箕面東部自立センターＺＥＲＯの家

箕面市

http://www.geocities.jp/npo_minoh_zero/

TEL

FAX

〒562-0031　箕面市小野原東
2-2-21

072-728-7387
072-728-7387

豊中市

特定非営利活動法人  ゆめ

福祉作業所ゆめ

TEL

FAX

〒561-0874　豊中市長興寺南
4-10-45-103号

06-6863-0608
06-6863-0608

社会福祉法人  豊中親和会

多機能型事業所みらい

http://www.toyonaka-sinwakai.or.jp

〒561-0894　豊中市勝部2-19-3

豊中市

TEL

FAX
06-6858-6697
06-6858-6698

施設紹介
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豊
能
地
域

豊能地域

豊
中
市
・
吹
田
市

豊中市・吹田市

TEL

FAX

社会福祉法人  加島友愛会

ル・プラス
〒561-0843　豊中市上津島1-4-3

06-6151-3701
06-6151-3701

豊中市

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

ワークセンターとよなか

豊中市

http://work-center-toyonaka.atelier-peace.com

TEL

FAX

〒561-0858　豊中市服部西町
5-18-5

06-6862-2219
06-6865-1507

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

大阪市立　千里作業指導所

http://www.fukspo.org/senri

TEL

FAX

〒565-0874　吹田市古江台6-2-5

06-6831-2862
06-6831-2782

吹田市

特定非営利活動法人  ゆうハウス

アトリエゆうハウス

TEL

FAX

〒564-0041　吹田市泉町
5-11-12- 511

06-6389-9660
06-6389-9660

吹田市

特定非営利活動法人  ほほえみ

スーリール

http://www.hoho-emi.org/

TEL

FAX

〒564-0028　吹田市昭和町1-27

06-4860-7822
06-4860-7824

吹田市

特定非営利活動法人  ゆうハウス

アトリエゆうハウスｔｅｔｅ

TEL

FAX

〒564-0041　吹田市泉町5-9-38

06-6384-9700
06-6384-9701

吹田市

社会福祉法人  あかね福祉会

あかね共同作業所

TEL

FAX

〒564-0025　吹田市
南高浜町21-17

06-6383-6219
06-6383-6220

吹田市

社会福祉法人  さつき福祉会

さつき障害者作業所

http://www.sutv.zaq.ne.jp/ckagb909/

〒564-0072　吹田市出口町19-1

吹田市

TEL

FAX
06-6389-0606
06-6386-5152

社会福祉法人  さつき福祉会

就労支援センターみち

http://www.sutv.zaq.ne.jp/ckagb909/

TEL

FAX

〒564-0032　吹田市内本町2-2-5
ﾔｵｷﾋﾞﾙ

06-6319-7831
06-6319-7838

吹田市

特定非営利活動法人  ダ・カー歩

ステップ

TEL

FAX

〒564-0054　吹田市芳野町8-4

06-6330-8840
06-6330-8841

吹田市

株式会社  江坂-起業家支援センター

江坂-起業家支援センター

http://www.esaka-esc.jp

TEL

FAX

〒564-0063　吹田市江坂町
1-16-10 ﾒｿ ﾝ゙江坂201

06-6190-6513
06-6190-5412

吹田市

吹田市

http://www.petit-kanon.com

TEL

FAX

特定非営利活動法人   花音

花音工房
〒564-0054　吹田市芳野町11-1
ﾊ ｳ゙ﾊｳｽ2F

06-6386-8710
06-6386-8710

社会福祉法人  さつき福祉会

第二さつき障害者作業所

http://www.sutv.zaq.ne.jp/ckagb909/

〒565-0824　吹田市山田西
2-13-8

吹田市

TEL

FAX
06-6878-2090
06-6876-8927

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

スマイルぷくぷく

吹田市

http://www.puku-2.com/

TEL

FAX

〒564-0002　吹田市岸部中
1-19-19

06-6337-8050
06-6337-8840

社会福祉法人  コミュニティキャンパス

ガンバコミキャン（ガンバ寿）

吹田市

TEL

FAX

〒564-0036　吹田市寿町
1-4-28  1F

06-6317-5003
06-6317-5003

施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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吹
田
市

吹田市

豊
能
地
域

特定非営利活動法人  ほほえみ

ほほえみ

http://www.hoho-emi.org/

TEL

FAX

〒564-0028　吹田市昭和町6-9

06-4860-7822
06-4860-7824

吹田市

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

リターン工房

http://www.puku-2.com/about/07.htm

TEL

FAX

〒564-0002　吹田市岸部中
3-26-5

06-6337-5342
06-6337-5342

吹田市

特定非営利活動法人  自立生活センター・ＦＲＥＥ

　　　　　 ｂ－ｆ ｒ ｅ ｅ

http://www.b-free-w.org/

〒564-0033　吹田市東御旅町
2-33-2

吹田市

TEL

FAX
06-4860-5850
06-4860-5851

福祉情報センター
・共働事業所

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

ドリーマーぷくぷく

吹田市

http://www.puku-2.com

TEL

FAX

〒564-0025　吹田市南高浜町
1-17-2

06-6317-5598
06-6317-0936

豊能地域 施設紹介
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三
島
地
域

茨木市 高槻市

島本町

摂津市

茨
木
市

茨木市

TEL

FAX

特定非営利活動法人  いばらき自立支援センター

　　　　　　かしの木園 茨木市立障害者
就労支援センター　
〒567-0031　茨木市春日
1-15-22

072-626-5910
072-626-5912

茨木市

一般社団法人  くらしといきがい・にじ

くらしといきがい・にじ

http://www.kurashitoikigai-niji.com

TEL

FAX

〒567-0813　茨木市大住町2-5  
ｼ ｬ゙ﾝﾃｨ茨木203号

072-623-5903
072-623-5903

茨木市

社会福祉法人  とんぼ福祉会

セルプショップ希楽

茨木市

TEL

FAX

〒567-0831　茨木市鮎川 
4-19-14 ﾒｿﾞー ﾈ茨木1階

072-632-8405
072-632-8405

社会福祉法人  ローレル華

ハーモニー

茨木市

TEL

FAX

〒567-0883　茨木市大手町1-16

072-620-6463
072-620-6463

社会福祉法人   藍野福祉会

出藍荘

茨木市

http://www.aino-fukushikai.or.jp/

TEL

FAX

〒567-0012　茨木市東太田
1-4-39

072-627-1901
072-646-5032

社会福祉法人  とよかわ福祉会

障がい者地域支援センターあゆむ

茨木市

http://wel-toyokawa.jimdo.com/

〒567-0057　茨木市豊川3-3-24

TEL

FAX
072-643-6612
072-640-0888

社会福祉法人  とんぼ福祉会

とんぼ作業所

茨木市

TEL

FAX

〒567-0837　茨木市南目垣
1-11-6

072-633-2400
072-638-1170

特定非営利活動法人   いばらき自立支援センター

茨木市

http://popongapon.com/pc.html

〒567-0897　茨木市主原町13-3
TEL

FAX
072-637-0115
072-637-0115

「障害者」の生活をひろげる場「どかどか」
（「障害者」の生活をひろげる場「ぽかぽか」）

特定非営利活動法人  いばらき自立支援センター

茨木市

http://popongapon.com/pc.html

TEL

FAX

〒567-0007　茨木市南安威
2-6-20 田中ﾋ ﾙ゙1階

072-643-6898
072-643-6898

「障害者」の生活をひろげる場「ふかふか」

三島地域施設紹介

三
島
地
域

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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茨
木
市
・
摂
津
市
・
島
本
町
・
高
槻
市

茨木市・摂津市・島本町・高槻市

有限会社  office ぱれっと

おしごと工房  ぱれっと

高槻市

〒569-1034　高槻市大蔵司
2-52-11

TEL

FAXＢ 072-687-3565
072-687-3565

特定非営利活動法人  フェルマータ

なちゅら

高槻市

http://npo-fermata.com

TEL

FAX

〒569-1131　高槻市郡家本町
49-8

072-682-8656
072-682-8657

社会福祉法人  若鮎会

わかあゆ

茨木市

TEL

FAX

〒567-0818　茨木市本町1-19

072-625-9631
072-625-9631

社会福祉法人  光摂会

バクのパン屋さん

摂津市

TEL

FAX

〒566-0012　摂津市庄屋2-1-50

06-6369-7845
06-6369-7846

社会福祉法人  四天王寺福祉事業団

島本町立やまぶき園

島本町

http://www.shitennoji-fukushi.jp/welfare/yamabukien.html

TEL

FAX

〒618-0015　三島郡島本町青葉
2-12-14

075-961-8100
075-961-8101

社会福祉法人  つながり

サニースポット

高槻市

http://www.ab.auone-net.jp/~link/

〒569-0814　高槻市富田町
4-7-16-

TEL

FAX
072-697-7080
072-697-7086

社会福祉法人  花の会

第２共働舎花の会

高槻市

http://www4.ocn.ne.jp/~hana-net/index.html

〒569-1042　高槻市南平台
3-29-10

TEL

FAX
072-697-7033
072-697-7032

社会福祉法人  北摂杉の子会

ジョブサイトひむろ

高槻市

http://www.suginokokai.com/

〒569-1141　高槻市氷室町
1-14-27

TEL

FAX
072-697-2234
072-697-2222

社会福祉法人  花の会

第４共働舎花の会

高槻市

TEL

FAX

〒569-1123　高槻市芥川町
2-12-23

072-681-8959
072-681-8969

特定非営利活動法人  介護福祉センター 北大阪

　　　　   介護福祉センター  北大阪

摂津市

TEL

FAX

〒566-0023　摂津市正雀4-5-14

06-7860-0272
06-7860-0272

特定非営利
活動法人

特定非営利活動法人  すばる

福祉事業所すばる

島本町

http://www.npo-subaru.net

TEL

FAX

〒618-0013　三島郡島本町江川
2-2-2

075-961-1691
075-961-1694

社会福祉法人  島本福祉会

作業所わくわく

島本町

http://simahuku.com/index.php?FrontPage

TEL

FAX

〒618-0024　三島郡島本町若山
台1-793-4

075-961-6095
075-748-9260

社会福祉法人  そうふう会

バイアスカンパニー

高槻市

http://www.byus-co.com/

TEL

FAX

〒569-0053　高槻市春日町9-19

072-676-3409
072-676-3409

社会福祉法人  花の会

共働舎花の会

http://www4.ocn.ne.jp/~hana-net/

TEL

FAX

〒569-1042　高槻市南平台
3-29-9

072-692-2859
072-693-3603

高槻市

http://cafe-commons.com/

TEL

FAX

特定非営利活動法人  日本スローワーク協会

カフェコモンズ
〒569-0814　高槻市富田町
1-13-1 ｳｪｽﾄﾋ ﾙ゙5階

072-694-3607
072-694-3607

高槻市

三島地域 施設紹介

三
島
地
域
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高
槻
市

高槻市

社会福祉法人  With

ワークショップＷｉｔｈ

高槻市

http://www.with-was.com

TEL

FAX

〒569-0814　高槻市富田町
1-29-7

072-693-4867
072-693-4867

社会福祉法人  花の会

ワークたんぽぽ

高槻市

http://www4.ocn.ne.jp/~hana-net/

TEL

FAX

〒569-1123　高槻市芥川町
2-25-5

072-681-6344
072-681-6354

社会福祉法人  そうふう会

ひろがりはうす

TEL

FAX

〒569-0051　高槻市八幡町6-4

072-675-2678
072-675-2678

高槻市

三島地域施設紹介

三
島
地
域

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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枚
方
市

枚方市

北
河
内
地
域 枚方市

大東市

門真市

守口市

寝屋川市 交野市

四條畷市

北河内地域

社会福祉法人  おれんじ会

クッキー工房  おれんじはうす

枚方市

http://orangehouse1991.com

TEL

FAX

〒573-1161　枚方市交北3-3-10

072-856-8378
072-856-8378

特定非営利活動法人  枚方市障害者事業協会

グリーンハウス

TEL

FAX

〒573-0127　枚方市津田元町
1-15-8  ｿﾚｲﾕ川崎201

072-808-8103
072-808-8103

枚方市

特定非営利活動法人  パーソナルサポートひらかた

障害者労働センター

http://paso0508.cart.fc2.com

TEL

FAX

〒573-0011　枚方市中宮山戸町
10-12-101

枚方市

072-848-0508
072-848-7920

枚方市

社会福祉法人  わらしべ会

セルプわらしべ

http://www.warasibe.or.jp

TEL

FAX

〒573-0154　枚方市王仁公園
2-2

072-858-1425
072-858-9398

社会福祉法人  くずは創親会

とうかえで 

TEL

FAX

〒573-1124　枚方市養父東町
50-13

072-809-0870
072-809-0871

枚方市

社会福祉法人  わらしべ会

アトラクト

枚方市

http://nakanaka-no-mori.com

TEL

FAX

〒573-0153　枚方市藤阪東町
4-6-5 ﾊﾟー ｸﾋﾙｽ 5゙01号

072-845-5541
072-845-5546

社会福祉法人  徳風会

とくふうホーム

http://tokufuu.mond.jp/

TEL

FAX

〒573-0112　枚方市尊延寺
4592-24

072-858-4058
072-858-4061

枚方市

特定非営利活動法人  エンジェルス

エンジェルス

TEL

FAX

〒573-0077　枚方市東香里新町
11-18

枚方市

072-852-8440
072-852-8440

社会福祉法人  心愛

心学塾作業所

http://www.shinai.info/

〒573-0146　枚方市大峰元町
1-21-5

枚方市

TEL

FAX
072-859-9194
072-859-9195

北河内地域 施設紹介
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枚
方
市
・
寝
屋
川
市

枚方市・寝屋川市

北
河
内
地
域

寝屋川市

社会福祉法人  すばる・北斗

すばる・北斗福祉作業所

http://www.subaruhokuto.or.jp/

TEL

FAX

〒572-0853　寝屋川市大谷町
7-1

072-824-4664
072-824-4767

特定非営利活動法人  明日花

福祉の店　あすか

http://asuka1981.jimdo.com

TEL

FAX

〒573-1192　枚方市
西禁野1-3-18-101

枚方市

(店)072-848-2324 (事)072-848-9929
(店)072-848-2324 (事)072-848-9929

社会福祉法人  やなぎの里

ハウスゆう

TEL

FAX

〒573-0011　枚方市中宮山戸町
7-23

072-848-7640
072-848-7640

枚方市

社会福祉法人  朋の会

ミルキーウェイ

http://www7.ocn.ne.jp/~milkyway

TEL

FAX

〒573-0152　枚方市藤阪中町
11-30

072-867-5690
072-867-5690

枚方市

社会福祉法人  わらしべ会

Ｈａｒｕかぐまち

TEL

FAX

〒573-0102　枚方市長尾家具町
2-5-13

072-380-2364
072-380-4056

枚方市

特定非営利活動法人  ひまわり七宝

ひまわり七宝

枚方市

TEL

FAX

〒573-1135　枚方市招提平野町
8-48

072-867-0251
072-867-0251

社会福祉法人  くずは創親会

めーぷる

枚方市

TEL

FAX

〒573-1138　枚方市招提北町
3-2277-1

072-380-7647
072-380-7648

枚方市

社会福祉法人  みつわ会

オアシス

http://oasis2.at.webry.info/

TEL

FAX

〒572-0031　寝屋川市若葉町
29-9

寝屋川市

072-828-8217
072-828-8217

寝屋川市

社会福祉法人  豊親福祉会

チャレンジドセンターつばさ
〒572-0039　寝屋川市池田
2-9-15

TEL

FAX
072-830-3331
072-830-3332

寝屋川市

社会福祉法人  豊親福祉会

つばさ福祉作業所

TEL

FAX

〒572-0073　寝屋川市池田北町
15-9

072-839-2234
072-839-2236

社会福祉法人  やなぎの里

ぱぴるす

http://www.yanaginosato.jp/

TEL

FAX

〒573-0112　枚方市大字尊延寺
2200

072-859-0245
072-859-2310

枚方市

特定非営利活動法人  枚方市障害者事業協会

わお

TEL

FAX

〒573-1142　枚方市牧野下島町
12-14 ﾌ ﾗ゚ﾝﾄﾞー ﾙ牧野駅前1階

枚方市

072-845-4360
072-845-4360

社会福祉法人  讃良福祉会

ワークセンター小路

http://sanra.info/

〒572-0866　寝屋川市小路南町
8-2

寝屋川市

TEL

FAX
072-820-6135
072-820-6147

株式会社  ふたば

ふたば

TEL

FAX

〒572-0073　寝屋川市池田北町 
23-9

072-838-7309
072-380-7175

寝屋川市

社会福祉法人  みつわ会

みつわ会寝屋川製作所

http://aozora.sunnyday.jp/

TEL

FAX

〒572-0832　寝屋川市本町5-41

072-825-1634
072-825-1634

寝屋川市

http://www.yanaginosato.jp

北河内地域施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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北
河
内
地
域

守
口
市
・
門
真
市
・
大
東
市

守口市・門真市・大東市

社会福祉法人 ハートフル大東

ハートフル大東

大東市

http://heartfuldaito.com/

TEL

FAX

〒574-0045　大東市太子田
1-12-31

072-889-1025
072-889-1026

守口市

TEL

FAX

特定非営利活動法人  ようき・すなお会

就労継続支援 ようき・すなお第１
〒570-0032　守口市菊水通
2-14-4

06-6993-5343
06-6993-5343

社会福祉法人  明日葉 

すみれカンパニー 

http://www.dab.hi-ho.ne.jp/sumire/

TEL

FAX

〒570-0047　守口市
寺方元町2-5-13

守口市

06-6993-6960
06-6993-6960

特定非営利活動法人  ブルースカイ

ヒロタ製作所

守口市

TEL

FAXＢ

〒570-0008　守口市八雲北町
3-20-12

06-6998-6977
06-6998-6977

特定非営利活動法人  ようき・すなお会

就労継続支援 ようき・すなお第２

TEL

FAX

〒570-0082　守口市豊秀町
1-1-15

守口市

06-6115-5632
06-6115-5632

社会福祉法人  つばき会

ホワイトハウス（ボスコ）

門真市

TEL

FAX

〒571-0013　門真市千石東町
2-46 ｳｨﾝｽ ﾋ゙ ﾙ゙3階

072-887-7477
072-887-7466

大東市

フットプロダクツ株式会社

フットプロダクツ

TEL

FAX

〒574-0011　大東市北条7-1-1

072-876-1310
072-876-1311

社会福祉法人  ハートフル大東

いちばん星

http://heartfuldaito.com/

TEL

FAX

〒574-0015　大東市野崎1-1-22

072-877-1055
072-877-1054

大東市

社会福祉法人  稲原福祉会

グローリーワーク大東

http://www.glory-work.com/

大東市

TEL

FAX

〒574-0017　大東市津の辺町
18-4

072-862-0417
072-886-3099

大東市

社会福祉法人  みどりの里

障がい者支援施設みどりの里

http://www.midorinosato.ecnet.jp

〒574-0011　大東市北条
6-2230-2

TEL

FAX
072-803-2946
072-803-2947

大東市

社会福祉法人  四条畷福祉会

津の辺

http://www.nawate.or.jp/

TEL

FAX

〒574-0016　大東市南津の辺町
1-43

072-878-1118
072-878-1195

社会福祉法人  あしたの会

グッディーホーム

TEL

FAX

〒570-0003　守口市大日町
4-14-14

守口市

06-6916-7800
06-6916-7810

社会福祉法人  青い鳥福祉会

青い鳥工房

大東市

TEL

FAX

〒574-0077　大東市三箇
6-16-20

072-871-4653
072-871-4652

大東市

社会福祉法人  大東コスモス福祉会

コスモス御領
〒574-0064　大東市御領
3-16-15

TEL

FAX
072-871-0265
072-871-0265

大東市

社会福祉法人  大東コスモス福祉会

コスモス住道（コスモス大野）
〒574-0026　大東市住道1-1-9

TEL

FAX
072-870-7410
072-870-7410

北河内地域 施設紹介
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社会福祉法人  ふらっぷ

ワークボックス大東

大東市

TEL

FAX

〒574-0076　大東市曙町2-6

072-871-0999
072-814-5179

大
東
市
・
四
條
畷
市
・
交
野
市

大東市・四條畷市・交野市

北
河
内
地
域

      

合同会社  Ｄ－ＲＩＳＥ

絆

四條畷市

TEL

FAX

〒575-0012　四條畷市下田原
1103-1 

0743-85-4895
0743-85-4896

社会福祉法人  心生会

ｃａｆｅ スタッキー

交野市

TEL

FAX

〒576-0022　交野市藤が尾
3-5-4

072-845-5773
072-845-5773

社会福祉法人  豊年福祉会

ハートフルステーションいわふね

http://www.h-myojo.jp/

TEL

FAX

〒576-0033　交野市私市
2-14-14

072-893-8604
072-893-8604

交野市

社会福祉法人  心生会

ミルキーウェイ
〒576-0034　交野市天野が原町
2-14-20

交野市

TEL

FAX
072-893-9573
072-893-9573

社会福祉法人  かたの福祉会

くらじワークセンター

http://www.yawa.net/

TEL

FAX

〒576-0061　交野市東倉治
1-12-12

072-894-0437
072-894-0437

交野市

北河内地域施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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中
河
内
地
域

八
尾
市
・
柏
原
市

八尾市・柏原市

社会福祉法人  未来波

障がい福祉サービス 「きっと」

八尾市

http://www.eonet.ne.jp/~future-kit/

TEL

FAX

〒581-0091　八尾市南植松町
1-27-8

072-990-1017
072-990-1012

特定非営利活動法人  みのりコミュニオン

ひまわり

TEL

FAX

〒582-0005　柏原市法善寺
3-557-1　広光ﾊｲﾂ1階

072-933-7771
072-933-7781

柏原市

中
河
内
地
域

八尾市

東大阪市

柏原市

株式会社  アントレー

アントレー 

八尾市

http://entree.web.fc2.com/

TEL

FAX

〒581-0062　八尾市東太子
2-3-2 小谷ﾋ ﾙ゙2F

072-915-4558
072-915-4558

八尾市

社会福祉法人  ゆうとおん

ゆうとおんうぇーぶ

http://www.eonet.ne.jp/~youtone/index.html

TEL

FAX

〒581-0817　八尾市久宝園
2-30-4

072-926-1543
072-921-8883

社会福祉法人  八尾すずらん福祉会

ワーク・すずらん

TEL

FAX

〒581-0822　八尾市高砂町
1-75-18

072-999-1153
072-999-1153

八尾市

八尾市

社会福祉法人  八尾あけぼの福祉会

あけぼのホーム

TEL

FAX

〒581-0092　八尾市老原8-41

072-993-9957
072-993-9957

特定非営利活動法人  ありんこ

ワークステーションありんこ

http://arinco.on.omisenomikata.jp/

TEL

FAX

〒581-0003　八尾市本町3-2-9

072-925-9586
072-925-9576

八尾市

社会福祉法人  信貴福祉会

りんごの木

TEL

FAX

〒581-0868　八尾市西山本町
4-15-2

072-993-4330
072-993-4330

八尾市

社会福祉法人  風の会

共働作業所風

http://www.kaze.or.jp

〒581-0028　八尾市八尾木東
3-9

八尾市

TEL

FAX
072-990-6644
072-990-6645

特定非営利活動法人  みのりコミュニオン

たんぽぽ

TEL

FAX

〒582-0005　柏原市法善寺
3-786-6

072-973-0510
072-973-0510

柏原市

中河内地域 施設紹介
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柏
原
市
・
東
大
阪
市

柏原市・東大阪市

中
河
内
地
域

特定非営利活動法人  るんるん

石切パンゲア

http://hatahira.com/npo

TEL

FAX

〒579-8011　東大阪市東石切町
4-8-14

072-926-5495
072-926-5495

東大阪市

http://www.seizankai.or.jp

TEL

FAXＢ

社会福祉法人  青山会

とうふく
〒578-0947　東大阪市西岩田
4-9-8

06-6789-7272
06-6789-7271

東大阪市

社会福祉法人  育永会

えいじいくらふと

東大阪市

TEL

FAX

〒579-8001　東大阪市善根寺町
4-5-4

072-984-5058
072-984-9026

特定非営利活動法人  地域共生ネットワーク　えーる

エール

http://www.npo-eru.org

TEL

FAX

〒578-0905　東大阪市川田
1-8-28

072-921-9090
072-921-9090

東大阪市

社会福祉法人  育永会

すぷらうと

東大阪市

TEL

FAX

〒579-8001　東大阪市善根寺町
4-11-8

072-929-8789
072-987-6255

特定非営利活動法人  ライフ＆ケア

さくら福祉作業所

東大阪市

TEL

FAX

〒577-0801　東大阪市小阪
2-11-11  ﾋ ｸ゙ﾄﾜｰﾙ小阪1階

06-6784-0530
06-6784-0530

http://www.sakura.zaq.jp/life_and_care

特定非営利活動法人  輪

ティンカーベル

http://yk-co.net/wa/

TEL

FAX

〒577-0023　東大阪市荒本
1-3-5

06-7500-9312
06-7500-9312

東大阪市 東大阪市

特定非営利活動法人  徳優

のぞみ福祉作業所

TEL

FAX

〒578-0957　東大阪市本庄中
1-2-28

072-963-8978
072-963-8978

特定非営利活動法人  活動センターいっぽ

活動センター いっぽ

http://ippo-osaka.com/

TEL

FAX

〒579-8004　東大阪市布市町
4-1-32

072-986-1700
072-986-1700

東大阪市

社会福祉法人  青山会

第二東福

http://www.seizankai.or.jp/

TEL

FAX

〒579-8048　東大阪市旭町20-2

072-986-8685
072-986-8684

東大阪市

NPO 法人  一日一歩の会福祉作業所 ドルフィン

一日一歩の会福祉作業所ドルフィン

TEL

FAX

〒577-0826　東大阪市大蓮北
3-7-12

06-6728-3503
06-6728-3503

東大阪市

有限会社  ウエスト商事

有限会社 ウエスト商事

柏原市

TEL

FAX

〒582-0022　柏原市国分市場
2-11-18

072-978-3026
072-978-3026

社会福祉法人  ヤンググリーン

障害福祉さぽーとヤンググリーン

TEL

FAX

〒578-0905　東大阪市川田
4-4-8

072-963-4838
072-963-4855

東大阪市

社会福祉法人  インクルーシヴライフ協会

いんくる

TEL

FAX

〒578-0984　東大阪市菱江
2-7-3 草開ﾋ ﾙ゙1階

072-967-5300
072-968-8002

東大阪市

社会福祉法人  鴻池福祉会

ＷｉｎＷｉｎ

http://fureaikb.jimdo.com/

TEL

FAX

〒577-0012　東大阪市長田東
3-5-19

06-6743-1100
06-6743-1120

東大阪市

中河内地域施設紹介
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中
河
内
地
域

東
大
阪
市

東大阪市

社会福祉法人  ひびき福祉会

ワークセンターひびき

http://www.hibiki-f.jp/index.html

TEL

FAX

〒577-0809　東大阪市永和
3-10-15

06-6727-5470
06-6727-5471

東大阪市

社会福祉法人  ハートケア東大阪

ハートスクエア

http://www15.ocn.ne.jp/~hchsfl/

TEL

FAXＢ

〒577-0826　東大阪市大蓮北
3-17-37

06-6726-5633
06-6736-5634

東大阪市

一般社団法人  まつり

まつり

http://matsurihome.web.fc2.com

TEL

FAXＢ

〒579-8011　東大阪市東石切町
1-7-17

072-951-7710
072-951-3189

東大阪市

株式会社  真摯会

芽～ｍｅｇｕｍｕ～

TEL

FAXＢ

〒577-0847　東大阪市岸田堂南
町4-19

06-4307-4767
06-4307-4867

東大阪市

社会福祉法人  ハートケア東大阪

ハートファミリー

http://www15.ocn.ne.jp/~hchsfl/sisetsu/family.html

TEL

FAXＢ

〒577-0804　東大阪市中小阪
1-8-18 KcourtNakakosaka1階

06-6725-2351
06-6736-5218

東大阪市

特定非営利活動法人  はっぴぃ２１福祉会

はっぴぃプラザ

http://happy21.jp

TEL

FAX

〒578-0924　東大阪市吉田
8-6-64

072-966-0009
072-966-0101

東大阪市

社会福祉法人  ひびき福祉会

ワークセンターひびき長栄寺

東大阪市

http://www.hibiki-f.jp/index.html

TEL

FAX

〒577-0055　東大阪市長栄寺 
10-2

06-6782-9522
06-6782-9554

東大阪市

特定非営利活動法人  虹の会

リサイクル　ラン

TEL

FAX

〒578-0942　東大阪市若江本町
1-1-35 ﾊｲﾏｰﾄ若江108号・109号

06-6720-7734
06-6720-7734

特定非営利活動法人  はっぴぃ２１福祉会

リサイクルショップはっぴぃ

TEL

FAX

〒578-0931　東大阪市花園東町
1-1-22

072-921-3726
072-921-3726

東大阪市

特定非営利活動法人  東大阪わかば

東大阪わかば
〒577-0833　東大阪市柏田東町
2-4

東大阪市

TEL

FAX
06-6726-7753
06-6726-7753

社会福祉法人  インクルーシヴライフ協会

和音堂

http://ameblo.jp/kitchen-owl

〒578-0948　東大阪市菱屋東
3-5-41

東大阪市

TEL

FAX
06-6783-1687
06-6788-4190

社会福祉法人  ひびき福祉会

パレットひびき

http://www.hibiki-f.jp/index.html

TEL

FAX

〒577-0843　東大阪市荒川3-5-6 
Ｍ・Ｍﾋ ﾙ゙101号

06-6720-7774
06-6720-7764

東大阪市

社会福祉法人  鴻池福祉会

ふれあい工房

http://fureaikb.jimdo.com/

TEL

FAX

〒578-0963　東大阪市新庄
4-4-26

072-966-6020
072-940-7155

東大阪市

特定非営利活動法人  夢織り工房空の木

夢織り工房空の木

TEL

FAX

〒579-8014　東大阪市中石切町
4-7-19

072-988-4131
072-988-4131

東大阪市

特定非営利活動法人  ルツ

ルツ

TEL

FAX

〒578-0924　東大阪市吉田
7-9-35号

072-962-4424
072-962-4424

東大阪市

中河内地域 施設紹介
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松
原
市
・
羽
曳
野
市

松原市・羽曳野市

南
河
内
地
域

南
河
内
地
域

松原市

富田林市

千早赤阪村

太子町

河南町

大
阪
狭
山
市

藤井寺市

羽曳野市

河内長野市松原市

社会福祉法人  政和福祉会

大堀リサイクル

http://www.seiwa-fukushi.or.jp/

TEL

FAXＢ

〒580-0006　松原市大堀3-9-7

072-338-8158
072-338-8158

一般社団法人  アフター

アフター作業所

松原市

http://facebook.com/afterafterworkshop

TEL

FAX

〒580-0026　松原市天美我堂
6-134-2

072-335-7744
072-335-7734

社会福祉法人  大阪手をつなぐ育成会

支援センターあまみ・ピカ☆イチ

http://www.osaka-ikuseikai.or.jp

TEL

FAX

〒580-0032　松原市天美東
1-55-1

072-331-9200
072-338-3456

松原市 松原市

社会福祉法人  まつのみ福祉会

まつのみ作業所

http://www.matsunomi.com/

TEL

FAX

〒580-0005　松原市別所7-2-1

072-337-1200
072-337-1233

社会福祉法人  ひまわり

ひまわり作業所

http://himawari-sagyousyo.com

TEL

FAX

〒580-0033　松原市天美南
2-190

072-335-5120
072-335-5120

松原市

社会福祉法人  まつのみ福祉会

ワークセンターまつのみ

http://www.matsunomi.com/

TEL

FAX

〒580-0023　松原市南新町
1-10-2

松原市

072-336-3233
072-334-6466

松原市

社会福祉法人  バオバブ福祉会

えるで

http://www.baobab-erde.com

TEL

FAX

〒580-0044　松原市田井城
6-328-2

072-332-0987
072-331-8200

社会福祉法人  たけるの里

あすか

http://www9.ocn.ne.jp/~takeru/

TEL

FAX

〒583-0848　羽曳野市川向85-1

072-959-2062
072-957-7020

羽曳野市

社会福祉法人  政和福祉会

松原ワークセンター・リサイクル

http://www.seiwa-fukushi.or.jp/

〒580-0031　松原市天美北4-2-4

松原市

TEL

FAX
072-337-9456
072-337-9856

南河内地域施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他



41

羽曳野市・藤井寺市・富田林市・河内長野市

南
河
内
地
域

羽
曳
野
市
・
藤
井
寺
市
・
富
田
林
市
・
河
内
長
野
市

社会福祉法人  ふたかみ福祉会

はびきの園 

http://futakamifukushi.sakura.ne.jp/

TEL

FAX

〒583-0841　羽曳野市駒ヶ谷
106-1

072-957-4041
072-957-2215

羽曳野市

特定非営利活動法人  藤

藤共同作業所
〒583-0008　藤井寺市大井
4-6-15

藤井寺市

TEL

FAX
072-954-2124
072-954-2123

社会福祉法人  桃花塾

桃花塾通所部

http://www.tokajuku.com/

〒584-0008　富田林市喜志2067

富田林市

TEL

FAX
0721-23-5263
0721-23-5217

社会福祉法人  こごせ福祉会

拓共同作業所

http://business4.plala.or.jp/taku7551/

TEL

FAX

〒584-0042　富田林市北大伴町
3-153-1

0721-25-5649
0721-26-7551

富田林市

社会福祉法人  富翔会

わくわく富田林

TEL

FAX

〒584-0014　富田林市川面町
2-5-19

0721-20-5288
0721-25-2060

富田林市

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

　　　　　　「あかみね」

http://www.pure.ne.jp/~akamine/

TEL

FAX

〒586-0094　河内長野市
小山田町379-16

0721-56-1590
0721-56-1592

河内長野市

河内長野市立
障がい者福祉センター

社会福祉法人  しゅらの郷福祉会

あゆみ
〒583-0037　藤井寺市津堂
3-286-5

TEL

FAX
072-937-1248
072-937-5328

藤井寺市

一般社団法人  一輪舎

ラ・リューシュ

http://www.facebook.com/ichirinsha

藤井寺市

TEL

FAX

〒583-0026　藤井寺市春日丘
3-8-26

072-953-7887
072-978-8889

特定非営利活動法人  子ども・若もの支援ネットワークおおさか

就労継続支援B型事業所  なの花

http://www.sien-osaka.com/

TEL

FAX

〒584-0048　富田林市西板持町
8-12-4

0721-69-6644
0721-69-6644

富田林市

有限会社  テンダァ

テンダァハート

http://www.tendaheart.net

TEL

FAX

〒584-0072　富田林市高辺台
1-2-12

0721-28-7905
0721-28-7829

富田林市

TEL

FAX

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

Ｌ＆Ｅ
〒586-0024　河内長野市西之山
町10-16

0721-54-6308
0721-54-6310

河内長野市

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

カフェドくすくす

TEL

FAX

〒586-0025　河内長野市昭栄町
7-1 市民交流ｾﾝﾀｰ内

0721-54-0001(代表)
なし

河内長野市

社会福祉法人  富翔会

まんてん

TEL

FAX

〒584-0014　富田林市川面町
2-5-18

0721-24-7111
0721-24-7111

富田林市

株式会社  スマイル工房

スマイルKOBO須賀事業所

http://nico-smile.web.wox.cc/

TEL

FAX

〒584-0062　富田林市須賀
2-6-10 仲林ﾘｰｽﾎｰﾑ201号

0721-55-3086
0721-55-3014

富田林市

社会福祉法人  賀光会

ポプラ

http://www5.kcn.ne.jp/~gakoukai

藤井寺市

TEL

FAX

〒583-0024　藤井寺市藤井寺
4-11-8

072-955-0653
072-955-0905

南河内地域 施設紹介
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河内長野市・大阪狭山市・河南町

河
内
長
野
市
・
大
阪
狭
山
市
・
河
南
町

南
河
内
地
域

社会福祉法人  大阪府障害者福祉事業団

ワークくみのき

TEL

FAXＢ

〒589-0013　大阪狭山市
茱萸木8-2069-8

072-368-8550
072-368-8551

大阪狭山市

特定非営利活動法人    地域生活ネットゆっくりっくかわちながの

共働事業所「かすみ荘」

TEL

FAX

〒586-0011　河内長野市
汐の宮町33-34

0721-56-3123
0721-56-3123

河内長野市

社会福祉法人  聖徳園

ワークメイト聖徳園Ⅰ

http://www.shotokuen.or.jp/

TEL

FAX

〒586-0094　河内長野市
小山田町379-13

0721-55-6568
0721-55-0517

河内長野市

特定非営利活動法人  風の杜

ぽらりす
〒585-0002　南河内郡河南町
大字一須賀768-1

河南町

TEL

FAX
0721-70-7222
0721-70-7411

社会福祉法人  マイウェイ福祉の会

工房花水木 

TEL

FAX

〒585-0014　南河内郡河南町
白木1035

0721-93-1515
0721-93-1517

河南町

社会福祉法人  あすかの会

あすかの園

http://asukanokai.or.jp/

TEL

FAX

〒585-0002　南河内郡河南町
大字一須賀399-1

0721-93-7002
0721-93-7002

河南町

特定非営利活動法人  ピープルネット

第二あしべ作業所

http://peoplenet.main.jp/

TEL

FAX

〒585-0002　南河内郡河南町
大字一須賀185

0721-70-7238
0721-70-7238

河南町

特定非営利活動法人  ピープルネット

あしべ作業所

http://peoplenet.main.jp/

TEL

FAX

〒585-0005　南河内郡河南町
大宝4-20-8

0721-70-7806
0721-70-7807

河南町

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

ファクトリーくすくす 

TEL

FAX

〒586-0094　河内長野市小山田
町379-1  あかみね分館2階

0721-53-2282
0721-53-2282

河内長野市

特定非営利活動法人  たんぽぽの丘

たんぽぽの丘
〒589-0034　大阪狭山市山本中
1358

大阪狭山市

TEL

FAX
072-289-7503
072-290-7153

株式会社  スマイル工房

スマイルＫＯＢＯ

http://nico-smile.web.wox.cc/

TEL

FAX

〒586-0001　河内長野市木戸
2-32-7

0721-55-3086
0721-55-3014

河内長野市

南河内地域施設紹介
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泉
大
津
市
・
和
泉
市

泉大津市・和泉市

泉
州
地
域

泉州地域

熊取町岬町

阪南市

田尻町

泉南市

泉佐野市

貝塚市

岸和田市

和泉市

高石市
忠岡町

泉大津市

社会福祉法人  穴師福祉会

ワークショップ　かりん

泉大津市

http://www.anashi.or.jp

TEL

FAX

〒595-0023　泉大津市豊中町
2-8-19

0725-21-2943
0725-21-2294

社会福祉法人  泉大津みなと会

カモメ

泉大津市

TEL

FAX

〒595-0044　泉大津市河原町
2-13

0725-32-3710
0725-32-2349

社会福祉法人  すいせん会

すいせん共同作業所

和泉市

TEL

FAX

〒594-0071　和泉市府中町
4-20-4

0725-45-2886
0725-45-2886

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

フルールいずみ

http://www.helenkeller.jp/

〒594-0023　和泉市伯太町
4-8-31

和泉市

TEL

FAX
0725-46-1711
0725-46-1712

特定非営利活動法人  泉州自立支援センター

ともにー

和泉市

http://senshu-tomony.org

TEL

FAX

〒594-0071　和泉市府中町
6-9-26

0725-92-8100
0725-92-8100

社会福祉法人  泉大津みなと会

みなと

TEL

FAX

〒595-0054　泉大津市汐見町
85-1

泉大津市

0725-20-3710
0725-23-2349

社会福祉法人   いずみ七彩

いずみひのき製作所

TEL

FAX

〒594-0065　和泉市観音寺町
609-4

0725-46-4332
0725-46-4332

和泉市

社会福祉法人  和泉幸生会

ショップともに

http://www.rusk-tomoni.jp/

和泉市

TEL

FAX

〒594-0005　和泉市幸2-6旭第
一団地27棟101号

0725-46-3563
0725-51-7723

特定非営利活動法人   コミュニティ・オーガニゼーション

フレンドリーハウス

和泉市

http://friendlyhouse-izumi.org

TEL

FAX

〒594-1104　和泉市万町401-1

0725-57-0007
0725-57-0011

泉 州 地 域 施設紹介
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和泉市・高石市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市

和
泉
市
・
高
石
市
・
岸
和
田
市
・
貝
塚
市
・
泉
佐
野
市

泉
州
地
域

高石市

特定非営利活動法人  せらび

きのすら

http://www.eonet.ne.jp/~cestlavie

TEL

FAX

〒592-0002　高石市羽衣5-9-3

072-320-7749
072-320-7749

特定非営利活動法人  明日架

コラール明日架

高石市

TEL

FAX

〒592-0014　高石市綾園4-5-28

072-268-8702
072-261-2743

特定非営利活動法人  あゆみ

あゆみ作業所

岸和田市

TEL

FAX

〒596-0811　岸和田市下池田町
1-9-21

072-448-6118
072-444-5768

医療法人  河﨑会

はばたき

http://www.kawasaki-kai.or.jp

TEL

FAX

〒597-0104　貝塚市水間
516-1-1

072-446-6387
072-446-5451

貝塚市

特定非営利活動法人  あすなろクラブ

あすなろ作業所

貝塚市

http://1sh.jp/?id=asunaro

TEL

FAX

〒597-0074　貝塚市加治9

072-436-2307
072-436-2307

和泉市

社会福祉法人  いずみさつき会

やよい園

http://www.yayoien.net

TEL

FAX

〒594-0032　和泉市池田下町
872-2

0725-55-3873
0725-55-3903

社会福祉法人  温友会

いずみ通所センター

高石市

http://www14.ocn.ne.jp/~onyukai/

TEL

FAX

〒592-0013　高石市取石
5-10-35

072-271-5588
072-273-0093

社会福祉法人  温友会

第２いずみ通所センター

http://www14.ocn.ne.jp/~onyukai/

高石市

TEL

FAX

〒592-0014　高石市綾園4-5-28

072-266-0432
072-264-0553

社会福祉法人  いずみ野福祉会

高石障害者作業所

高石市

http://s-izumino.jp/

〒592-0002　高石市羽衣5-7-15

TEL

FAX
072-263-6463
072-263-6579

社会福祉法人  かけはし

アーチエンタープライズ

岸和田市

TEL

FAX

〒596-0825　岸和田市土生町
1548-1

072-426-6225
072-426-6225

社会福祉法人  いずみ野福祉会

岸和田障害者共同作業所

http://s-izumino.jp/

〒596-0044　岸和田市西之内町
41-39

岸和田市

TEL

FAX
072-445-1261
072-445-1443

社会福祉法人  野のはな

ガマダシモン

貝塚市

〒597-0053　貝塚市地蔵堂
376-3

TEL

FAX
072-432-4055
072-432-4066

特定非営利活動法人  ゆめがめぐみ

みやび作業所
〒597-0015　貝塚市堀3-23-19

貝塚市

TEL

FAX
072-430-2555
072-430-2666

有限会社  ありす

ワークサポートらぱん 

TEL

FAX

〒597-0073　貝塚市脇浜
1-15-15 

072-437-5525
072-437-5663

貝塚市

社会福祉法人  清光会

ささゆり作業所

泉佐野市

http://homepage2.nifty.com/selp-sasayuri/

〒598-0022　泉佐野市土丸904

TEL

FAX
072-459-7024
072-459-7350

泉 州 地 域施設紹介
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社会福祉法人  熊取ひまわり福祉会

熊取ひまわりの里

http://www2.ocn.ne.jp/~km-sunfl/index.htm

熊取町

TEL

FAX

〒590-0451　泉南郡熊取町野田
3-241-1

072-452-9822
072-452-9822

泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町

特定非営利活動法人  ＨＯＳ

ワークセンターホス

http://www.workcenter-hos.com/

TEL

FAX

泉南市

〒590-0521　泉南市樽井
1-1114-4

072-474-7430
072-474-7430

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

さつき園

http://www.helenkeller.jp

阪南市

TEL

FAX

〒599-0211　阪南市鳥取中9-1

072-471-6868
072-471-6866

阪南市

社会福祉法人  ぽけっと福祉会

ワークセンターぽけっと

TEL

FAX

〒599-0214　阪南市山中渓458

072-472-9977
072-472-9977

社会福祉法人  弥栄福祉会

多機能型事業所やさか

http://www.yasakaen.com

熊取町

TEL

FAX

〒590-0405　泉南郡熊取町大久
保南3-1392-21

072-453-6682
072-453-6366

熊取町

社会福祉法人  大阪聴覚障害者福祉会

なかまの里

http://www.daichofuku.or.jp

TEL

FAX

〒590-0441　泉南郡熊取町大字
久保2329

072-453-7545
072-453-7532

社会福祉法人  全電通近畿社会福祉事業団

愛の家「工房みさき」

http://www.ainoie.jp/

岬 　町

TEL

FAX

〒599-0311　泉南郡岬町多奈川
谷川1658-1

072-499-1123
072-499-1888

TEL

FAX

特定非営利活動法人  障害者地域生活支援センターベルカント

ベルカント
〒598-0043　泉佐野市大西2-3-3

072-493-2251
072-493-2201

泉佐野市

社会福祉法人  水平会

ホライズン

http://www.horizon.or.jp/

TEL

FAX

〒598-0062　泉佐野市下瓦屋
220-1

072-461-0567
072-463-5129

泉佐野市

特定非営利活動法人  ふきのとう

りんごの樹

TEL

FAX

〒598-0071　泉佐野市鶴原2806

072-464-9883
072-464-5722

泉佐野市

社会福祉法人  野のはな

ウィンディ･ウィローズ 

http://nonohana.lolipop.jp/

TEL

FAX

泉南市

〒590-0525　泉南市馬場1-12-8

072-482-8282
072-482-8288

阪南市

社会福祉法人  野のはな

マジックブルーム

http://nonohana.lolipop.jp/

TEL

FAX

〒599-0202　阪南市下出 289

072-470-1811
072-470-1822

阪南市

社会福祉法人  舞福祉会

舞グリーンフレンズ

http://www.mainoyume.com

TEL

FAX

〒599-0224　阪南市舞3-41-1

072-471-9595
072-471-7758

泉 州 地 域 施設紹介

お仕事マーク 食品 雑貨 店舗 下請 清掃 その他
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食  品
社会福祉法人  全電通近畿社会福祉事業団

社会福祉法人  大阪聴覚障害者福祉会

特定非営利活動法人  街かど福祉

社会福祉法人  青い鳥福祉会

社会福祉法人  たけるの里

特定非営利活動法人  あすなろクラブ

社会福祉法人  息吹

社会福祉法人  わらしべ会

特定非営利活動法人  ゆうハウス

特定非営利活動法人  あべのひまわり

特定非営利活動法人  あゆみ倶楽部

特定非営利活動法人  あいらぶ

公益財団法人  浅香山病院

特定非営利活動法人  ＮＰＯ千の風

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

特定非営利活動法人  るんるん

社会福祉法人  温友会

社会福祉法人  いずみ七彩

社会福祉法人  ハートフル大東

社会福祉法人  育夢

社会福祉法人  インクルーシヴライフ協会

社会福祉法人  鴻池福祉会

社会福祉法人  野のはな

特定非営利活動法人 地域共生ネットワーク　えーる

社会福祉法人 バオバブ福祉会

社会福祉法人  みつわ会

特定非営利活動法人  まつさく

社会福祉法人  コスモス

有限会社  ｏｆｆｉｃｅ ぱれっと

特定非営利活動法人  日本スローワーク協会

社会福祉法人  心生会

社会福祉法人  野のはな

社会福祉法人  堺あけぼの福祉会

特定非営利活動法人  せらび

社会福祉法人  風の会

社会福祉法人  花の会

特定非営利活動法人  きらっと

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

社会福祉法人  おれんじ会

社会福祉法人  あしたの会

一般社団法人  くらしといきがい・にじ

社会福祉法人  かたの福祉会

社会福祉法人  稲原福祉会

特定非営利活動法人  げんき

社会福祉法人  マイウェイ福祉の会

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

特定非営利活動法人  生野共働の家

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

社会福祉法人  こはる福祉会

特定非営利活動法人  水耕栽培福祉普及協会

特定非営利活動法人  和輪ワールド

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

社会福祉法人  ばなな

社会福祉法人  つながり

特定非営利活動法人  東成精神障害者を支える会サラダ倶楽部

社会福祉法人  息吹

社会福祉法人  愛生会

社会福祉法人  さつき福祉会

特定非営利活動法人  すきっぷ

社会福祉法人  みどりの里

社会福祉法人  とよかわ福祉会

社会福祉法人  未来波

社会福祉法人  和泉幸生会

社会福祉法人  北摂杉の子会

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

社会福祉法人  心愛

特定非営利活動法人  ほほえみ

社会福祉法人  すばる・北斗

社会福祉法人  育永会

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

社会福祉法人  ライフサポート協会

社会福祉法人  明日葉

特定非営利活動法人  Ｊ－ｐａｌ

社会福祉法人  とんぼ福祉会

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  さんあい

特定非営利活動法人  そよかぜ

社会福祉法人  つむぎ福祉会

社会福祉法人  花の会

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

社会福祉法人  さつき福祉会

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  青山会

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  いずみ野福祉会

社会福祉法人  愛和会

社会福祉法人  弥栄福祉会

社会福祉法人  こごせ福祉会

特定非営利活動法人  みのりコミュニオン

特定非営利活動法人 西淀川発達支援センターたんぽぽ

社会福祉法人  桃花塾

特定非営利活動法人  介護福祉センター 北大阪

社会福祉法人  徳風会

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

社会福祉法人  とんぼ福祉会

社会福祉法人  大阪聴覚障害者福祉会

特定非営利活動法人  フェルマータ

社会福祉法人  あさか会

社会福祉法人  ローレル華

社会福祉法人  光摂会

医療法人  河﨑会

社会福祉法人  ふたかみ福祉会

特定非営利活動法人  アンビション２２

社会福祉法人  ピースクラブ

特定非営利活動法人  東大阪わかば

社会福祉法人  大阪市手をつなぐ育成会

愛の家「工房みさき」…………………… 45

あいらぶ工房 …………………………… 20

ｉ・ワーク　ひまわり…………………… 17

青い鳥工房 ……………………………… 35

あすか …………………………………… 40

あすなろ作業所 ………………………… 44

あっとほーむ …………………………… 26

アトラクト ……………………………… 33

アトリエゆうハウスｔｅｔｅ ………… 28

阿倍野ひまわり作業所 ………………… 13

あゆみ工房 ……………………………… 13

ありす作業所 …………………………… 22

アンダンテ 就労ステーション ………… 23

いきがいワーク ………………………… 26

池田市立くすのき学園 ………………… 26

石切パンゲア …………………………… 38

いずみ通所センター …………………… 44

いずみひのき製作所 …………………… 43

いちばん星 ……………………………… 35

糸をかし ………………………………… 27

いんくる ………………………………… 38

ＷｉｎＷｉｎ …………………………… 38

ウィンディ･ウィローズ ………………… 45

エール …………………………………… 38

えるで …………………………………… 40

オアシス ………………………………… 34

大阪障害者労働センター・受苦人 …… 19

おおはま障害者作業所 ………………… 23

おしごと工房  ぱれっと ………………… 31

カフェコモンズ ………………………… 31

ｃａｆｅ スタッキー …………………… 36

ガマダシモン …………………………… 44

絆あけぼの ……………………………… 25

きのすら ………………………………… 44

共働作業所風 …………………………… 37

共働舎花の会 …………………………… 31

きらっと ………………………………… 23

きらら作業所 …………………………… 27

クッキー工房おれんじはうす ………… 33

グッディーホーム ……………………… 35

くらしといきがい・にじ ……………… 30

くらじワークセンター ………………… 36

グローリーワーク大東 ………………… 35

げんき作業所 …………………………… 23

工房花水木 ……………………………… 42

工房「羅針盤」…………………………… 27

こさり …………………………………… 14

粉浜作業指導所 ………………………… 15

こはる苑 ………………………………… 16

作業所　あかり ………………………… 15

作業所　和っ哈 ………………………… 23

さつき園 ………………………………… 45

サニー・サイト ………………………… 23

サニースポット ………………………… 31

サラダぼーる …………………………… 19

シェスタ ………………………………… 27

指定障害者支援施設豊生園 …………… 14

就労支援センターみち ………………… 28

障害者作業所すきっぷ ………………… 27

障がい者支援施設みどりの里 ………… 35

障がい者地域支援センターあゆむ …… 30

障がい福祉サービス　「きっと」 ……… 37

ショップともに ………………………… 43

ジョブサイトよど ……………………… 21

シルフ …………………………………… 14

心学塾作業所 …………………………… 33

スーリール ……………………………… 28

すばる・北斗福祉作業所 ……………… 34

すぷらうと ……………………………… 38

スマイルぷくぷく ……………………… 28

住吉総合福祉センター障がい通所事業部……… 16

すみれカンパニー ……………………… 35

生活支援センターぽっぷ ……………… 20

セルプショップ希楽 …………………… 30

せんぼく障害者作業所 ………………… 25

ＳＯＨＯさんあい ……………………… 24

そよかぜの家 …………………………… 27

そらまめ作業所 ………………………… 20

第２共働舎花の会 ……………………… 31

第３せんぼく障害者作業所 …………… 25

第３堺東部障害者作業所ポケットリーフ……… 24

第２工房「羅針盤」……………………… 27

第二さつき障害者作業所 ……………… 28

第２せんぼく障害者作業所 …………… 25

第二東福 ………………………………… 38

第２ふれあいの里かたくら …………… 25

第２ほくぶ障害者作業所 ……………… 22

高石障害者作業所 ……………………… 44

多機能型事業所　あすなろ …………… 27

多機能型事業所やさか ………………… 45

拓共同作業所 …………………………… 41

たんぽぽ ………………………………… 37

たんぽぽ福祉作業所 …………………… 18

桃花塾通所部 …………………………… 41

特定非営利活動法人 介護福祉センター 北大阪……… 31

とくふうホーム ………………………… 33

ドリーマーぷくぷく …………………… 29

とんぼ作業所 …………………………… 30

なかまの里 ……………………………… 45

なちゅら ………………………………… 31

はぁとらんど浅香 ……………………… 16

ハーモニー ……………………………… 30

バクのパン屋さん ……………………… 31

はばたき ………………………………… 44

はびきの園 ……………………………… 41

パン工房アンビション ………………… 25

ピース …………………………………… 17

東大阪わかば …………………………… 39

東成育成園 ……………………………… 19
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雑  貨

社会福祉法人  ピノキオ福祉会

社会福祉法人  そうふう会

特定非営利活動法人  すばる

株式会社  ふたば

特定非営利活動法人  ＳＵＮ

特定非営利活動法人  パルすみのえ

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  徳昇福祉会

特定非営利活動法人  ポッポ

社会福祉法人  水平会

社会福祉法人  つばき会

社会福祉法人  つむぎ福祉会

社会福祉法人  舞福祉会

社会福祉法人  野のはな

社会福祉法人  みのりの会

特定非営利活動法人  ゆめがめぐみ

社会福祉法人  心生会

社会福祉法人  麦の会

社会福祉法人  麦の会

特定非営利活動法人  精神障害者支援の会ヒット

特定非営利活動法人  ウィルハート

社会福祉法人  なごみ福祉会

有限会社  ウエスト商事

社会福祉法人  ゆうとおん

社会福祉法人  堺あすなろ会

社会福祉法人  よさみ野福祉会

特定非営利活動法人  いちごの会

特定非営利活動法人  いちごの会

特定非営利活動法人  ふきのとう

社会福祉法人  大阪府障害者福祉事業団

社会福祉法人  Ｗｉｔｈ

特定非営利活動法人  ドマーニ

社会福祉法人  美原の郷福祉会

社会福祉法人  ひびき福祉会

特定非営利活動法人  ＨＯＳ

社会福祉法人  ぽけっと福祉会

社会福祉法人  まつのみ福祉会

社会福祉法人  花の会

社会福祉法人  聖徳園

特定非営利活動法人  枚方市障害者事業協会

社会福祉法人  インクルーシヴライフ協会

社会福祉法人  たんぽぽひろば

ピノキオ作業所 ………………………… 23

ひろがりはうす ………………………… 32

福祉事業所すばる ……………………… 31

ふたば …………………………………… 34

ふりーすぺーすＳＵＮ ………………… 19

フレンド工房 …………………………… 15

ほくぶ障害者作業所 …………………… 22

菩提の家 ………………………………… 25

ポッポ …………………………………… 18

ホライズン ……………………………… 45

ホワイトハウス （ボスコ）……………… 35

ポンチセぴりか ………………………… 18

舞グリーンフレンズ …………………… 45

マジックブルーム ……………………… 45

みのりの会作業所 ……………………… 24

みやび作業所 …………………………… 44

ミルキーウェイ ………………………… 36

麦の会共同作業所 ……………………… 23

麦の会第３作業所 ……………………… 25

むつみ工房 ……………………………… 16

ゆう ・ スペース…………………………… 19

Ｙｏｕ・Ｉハウス ………………………… 23

有限会社 ウエスト商事 ………………… 38

ゆうとおんうぇーぶ …………………… 37

ゆめ工房 ………………………………… 25

よさみ野障害者作業所 ………………… 16

リカバリハウスいちご長居 …………… 16

リカバリハウスいちご（リカバリハウスいちご阿倍野）……… 14

りんごの樹 ……………………………… 45

ワークくみのき ………………………… 42

ワークショップＷｉｔｈ ……………… 32

ワークスペース街 ……………………… 14

ワークセンターつつじ ………………… 25

ワークセンターひびき長栄寺 ………… 39

ワークセンターホス …………………… 45

ワークセンターぽけっと ……………… 45

ワークセンターまつのみ ……………… 40

ワークたんぽぽ ………………………… 32

ワラビーズ ……………………………… 22

和音堂 …………………………………… 39

わお ……………………………………… 34

ワークメイト聖徳園Ⅰ ………………… 42

愛の家「工房みさき」…………………… 45

あいらぶ第 2作業所 …………………… 22

愛和 ・生活の家…………………………… 22

あかまつ園 ……………………………… 20

あさひ会作業所 ………………………… 27

あさひパルワーク ……………………… 13

アザリア ………………………………… 17

あしすと ………………………………… 16

あすかの園 ……………………………… 42

アトリエｈａｎａ(Ｌｉｎｋみいけ )……… 25

アトリエゆうハウス …………………… 28

あべの作業所 …………………………… 13

あゆみハウス …………………………… 13

ありす作業所 …………………………… 22

アルパカ工房 …………………………… 26

アンダンテ 就労ステーション ………… 23

いきがいワーク ………………………… 26

池田市立くすのき学園 ………………… 26

石切パンゲア …………………………… 38

一日一歩の会福祉作業所 ドルフィン……… 38

茨木市立障害者就労支援センター　かしの木園 ……… 30

ウィンディ･ウィローズ ………………… 45

Ｌ＆Ｅ …………………………………… 41

えるで …………………………………… 40

エンジェルス …………………………… 33

大阪市立此花作業指導所 ……………… 14

大阪ハンディキャップセンターＴ ・ハウス……… 15

おおはま障害者作業所 ………………… 23

おしごと工房  ぱれっと ………………… 31

活動センター いっぽ …………………… 38

カトレア作業所 ………………………… 25

花音工房 ………………………………… 28

株式会社 とらの子ほーむ ……………… 14

ガマダシモン …………………………… 44

紙再生工房 ……………………………… 19

河内長野市立障がい者福祉センター「あかみね」……… 41

ガンバコミキャン（ガンバ寿）………… 28

岸和田障害者共同作業所 ……………… 44

希望の家 ………………………………… 19

共働作業所風 …………………………… 37

共働事業所「かすみ荘」………………… 42

共働舎花の会 …………………………… 31

きらら作業所 …………………………… 27

熊取ひまわりの里 ……………………… 45

くらしといきがい・にじ ……………… 30

くらじワークセンター ………………… 36

グリーンハウス ………………………… 14

グリーンハウス ………………………… 33

グレースハウス ………………………… 23

グローリーワーク大東 ………………… 35

工房花水木 ……………………………… 42

工房「羅針盤」…………………………… 27

こはる苑 ………………………………… 16

コラール明日架 ………………………… 44

コロたま倶楽部 ………………………… 15

堺あけぼの園 …………………………… 25

堺あすなろ園 …………………………… 24

堺東部障害者作業所 …………………… 24

堺みなみ ………………………………… 23

作業所わくわく ………………………… 31

作業所ホクレア ………………………… 23

ささゆり作業所 ………………………… 44

さつき園 ………………………………… 45

さつき障害者作業所 …………………… 28

サニー・サイト ………………………… 23

サニースポット ………………………… 31

サラダぼーる …………………………… 19

さらら作業所 …………………………… 16

社会福祉法人  全電通近畿社会福祉事業団

特定非営利活動法人  あいらぶ

社会福祉法人  あいわ福祉会

社会福祉法人  治栄会

社会福祉法人  あさひ会

社会福祉法人  パルワーク

特定非営利活動法人  アザリア

特定非営利活動法人  精神障害者支援の会ヒット

社会福祉法人  あすかの会

社会福祉法人  堺あすなろ会

特定非営利活動法人  ゆうハウス

特定非営利活動法人  あべの作業所

特定非営利活動法人  あゆみ倶楽部

特定非営利活動法人  あいらぶ

社会福祉法人  てしま福祉会

公益財団法人  浅香山病院

特定非営利活動法人  ＮＰＯ千の風

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

特定非営利活動法人  るんるん

特定非営利活動法人  一日一歩の会福祉作業所 ドルフィン

特定非営利活動法人  いばらき自立支援センター

社会福祉法人  野のはな

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

社会福祉法人  バオバブ福祉会

特定非営利活動法人  エンジェルス

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

特定非営利活動法人  大阪ハンディキャップセンターＴ ・ハウス

社会福祉法人  コスモス

有限会社  ｏｆｆｉｃｅぱれっと

特定非営利活動法人  活動センターいっぽ

社会福祉法人  カトレア会

特定非営利活動法人  花音

株式会社  とらの子ほーむ

社会福祉法人  野のはな

特定非営利活動法人  もなか会

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

社会福祉法人  コミュニティキャンパス

社会福祉法人  いずみ野福祉会

特定非営利活動法人  トライアングル

社会福祉法人  風の会

特定非営利活動法人  地域生活ネットゆっくりっくかわちながの

社会福祉法人  花の会

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

社会福祉法人  熊取ひまわり福祉会

一般社団法人  くらしといきがい・にじ

社会福祉法人  かたの福祉会

特定非営利活動法人  この花自立支援の会ﾊｯﾋﾟｰ

特定非営利活動法人  枚方市障害者事業協会

特定非営利活動法人  サワリ

社会福祉法人  稲原福祉会

社会福祉法人  マイウェイ福祉の会

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

社会福祉法人  こはる福祉会

特定非営利活動法人  明日架

社会福祉法人  野菊の会

社会福祉法人  堺あけぼの福祉会

社会福祉法人  堺あすなろ会

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  障友会

社会福祉法人  島本福祉会

特定非営利活動法人  レアレア

社会福祉法人  清光会

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

社会福祉法人  さつき福祉会

社会福祉法人  ばなな

社会福祉法人  つながり

特定非営利活動法人  東成精神障害者を支える会サラダ倶楽部

特定非営利活動法人  ソレーユ

食  品  つづき
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山王おとなセンター …………………… 17

支援センター　しらさぎ ……………… 24

指定障害者支援施設豊生園 …………… 14

島本町立やまぶき園 …………………… 31

就労継続支援Ｂ型施設　Ｂｌｏｏｍ ……… 17

就労継続支援Ｂ型事業所　墨江作業所……… 15

就労継続支援　ようき・すなお第１ ……… 35

就労継続支援　ようき・すなお第２ ……… 35

就労創造センターせふぃろと ………… 17

出藍荘 …………………………………… 30

ジョイフルさつき作業所　えん ……… 17

ジョイフルさつき作業所　えんⅡ……… 17

障害者活動センター青おに …………… 18

障がい者活動センターオガリ作業所……… 16

障害者作業所ひまわり ………………… 16

「障害者」 の生活をひろげる場 「どかどか」 ………… 30

「障害者」の生活をひろげる場　「ふかふか」……… 30

障害者労働センター …………………… 33

障がい福祉サービス　「きっと」 ……… 37

ジョブサイトひむろ …………………… 31

シルフ …………………………………… 14

すいせん共同作業所 …………………… 43

スーリール ……………………………… 28

ストローム ……………………………… 17

すばる・北斗福祉作業所 ……………… 34

スマイルＫＯＢＯ ……………………… 42

スマイル KOBO　須賀事業所…………… 41

スマイル西ひかり ……………………… 17

住之江木の実園 ………………………… 15

そよかぜの家 …………………………… 27

第２おおはま障害者作業所 …………… 23

第２工房「羅針盤」……………………… 27

第二さつき障害者作業所 ……………… 28

大領地域の家であい …………………… 16

高石障害者作業所 ……………………… 44

多機能型事業所みらい ………………… 27

たんぽぽ福祉作業所 …………………… 18

つくし共同作業所 ……………………… 18

津の辺 …………………………………… 35

デイセンターコスモス ………………… 14

デーセンター音・on …………………… 20

デーセンター機関車 …………………… 20

デーセンターモモの家 ………………… 20

デーセンター夢飛行 …………………… 18

とうかえで ……………………………… 33

桃花塾通所部 …………………………… 41

特定非営利活動法人 介護福祉センター 北大阪……… 31

特定非営利活動法人 わーくる太輝……… 21

豊能町立たんぽぽの家 ………………… 26

ドリーマーぷくぷく …………………… 29

ドリームネット ………………………… 20

とんぼ作業所 …………………………… 30

なにわ工房 ……………………………… 17

ニコサービス …………………………… 15

西淀川ワーク きさらぎ ………………… 18

のぞみ福祉作業所 ……………………… 38

ハートフルステーションいわふね ……… 36

はぁとらんど浅香 ……………………… 16

バイアスカンパニー …………………… 31

ハウスゆう ……………………………… 34

はっぴぃプラザ ………………………… 39

はばたく ………………………………… 14

はびきの園 ……………………………… 41

ぱぴるす ………………………………… 34

Ｈａｒｕかぐまち ……………………… 34

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ ……………………… 21

東成工房 ………………………………… 19

東山作業所 ……………………………… 26

ひまわり ………………………………… 37

ひまわり七宝 …………………………… 34

ひろがりはうす ………………………… 32

福祉情報センター・共働事業所ｂ－ｆ ｒ ｅ ｅ…… 29

福祉の店　あすか ……………………… 34

ぷちわーく  ふるさわ …………………… 18

ふれあいの里 …………………………… 18

プレイズ ………………………………… 23

フレンド工房 …………………………… 15

フローラ ………………………………… 17

ベルカント ……………………………… 45

ホライズン ……………………………… 45

ぽらりす ………………………………… 42

マジックブルーム ……………………… 45

松原ワークセンター・リサイクル……… 40

まつり …………………………………… 39

まんぼう ………………………………… 16

みつわ会寝屋川製作所 ………………… 34

みなと …………………………………… 43

ミルキーウェイ ………………………… 36

めーぷる ………………………………… 34

もみじの家 ……………………………… 27

モンキーばなな ………………………… 24

ゆう ・ スペース…………………………… 19

ゆうとおんうぇーぶ …………………… 37

夢織り工房空の木 ……………………… 39

らんまん西ひかり ……………………… 17

リカバリハウスいちご長居 …………… 16

リターン工房 …………………………… 29

りんごの木 ……………………………… 37

レインボーワーク ……………………… 20

連合授産場 ……………………………… 17

ワークショップ　かりん ……………… 43

ワーク・すずらん ……………………… 37

ワークスペース街 ……………………… 14

ワークセンター小路 …………………… 34

ワークセンターつつじ ………………… 25

ワークセンターとよなか ……………… 28

ワークセンターひびき ………………… 39

ワークセンターホス …………………… 45

ワークセンターまつのみ ……………… 40

わお ……………………………………… 34

和音堂 …………………………………… 39

わかあゆ ………………………………… 31

わららか草部 …………………………… 24

( 「障害者」 の生活をひろげる場 「ぽかぽか」）

社会福祉法人  ストローム福祉会

社会福祉法人  大阪手をつなぐ育成会

社会福祉法人  愛生会

社会福祉法人  四天王寺福祉事業団

一般社団法人  大阪パーソンパワーの会

特定非営利活動法人  ＷＩＮＧ

特定非営利活動法人  ようき・すなお

特定非営利活動法人  ようき・すなお会

株式会社  ソーシャルプランニング流

社会福祉法人  藍野福祉会

特定非営利活動法人  ジョイフルさつき

特定非営利活動法人  ジョイフルさつき

特定非営利活動法人  中部障害者解放センター

社会福祉法人  ライフサポート協会

特定非営利活動法人  ひまわり

特定非営利活動法人  いばらき自立支援センター

特定非営利活動法人  いばらき自立支援センター

特定非営利活動法人  パーソナルサポートひらかた

社会福祉法人  未来波

社会福祉法人  北摂杉の子会

社会福祉法人  日本ヘレンケラー財団

社会福祉法人  すいせん会

特定非営利活動法人  ほほえみ

社会福祉法人  釜ヶ崎ストロームの家

社会福祉法人  すばる・北斗

株式会社  スマイル工房

株式会社  スマイル工房

特定非営利活動法人  ウィズ

社会福祉法人  いわき学園

特定非営利活動法人  そよかぜ

社会福祉法人  コスモス

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

社会福祉法人  さつき福祉会

社会福祉法人  ライフサポート協会

社会福祉法人  いずみ野福祉会

社会福祉法人  豊中親和会

特定非営利活動法人  西淀川発達支援センターたんぽぽ

特定非営利活動法人  西淀川総合福祉支援センター

社会福祉法人  四条畷福祉会

特定非営利活動法人  風

社会福祉法人  ゆうのゆう

社会福祉法人  ゆうのゆう

社会福祉法人  ゆうのゆう

社会福祉法人  ゆうのゆう

社会福祉法人  くずは創親会

社会福祉法人  桃花塾

特定非営利活動法人  介護福祉センター 北大阪

特定非営利活動法人  わーくる太輝

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

特定非営利活動法人  翔夢

社会福祉法人  とんぼ福祉会

特定非営利活動法人  障害者地域生活支援の会なにわ

株式会社  ＮＩＣＯ　ＪＡＰＡＮ

特定非営利活動法人  西淀川きさらぎ会

特定非営利活動法人  徳優

社会福祉法人  豊年福祉会

社会福祉法人  あさか会

社会福祉法人  そうふう会

社会福祉法人  やなぎの里

特定非営利活動法人  はっぴぃ２１福祉会

特定非営利活動法人  はばたく

社会福祉法人  ふたかみ福祉会

社会福祉法人  やなぎの里

社会福祉法人  わらしべ会

一般社団法人  KIZUNA

特定非営利活動法人 東成精神障害者を支える会  サラダ倶楽部

社会福祉法人  池田芽ばえ福祉会

特定非営利活動法人  みのりコミュニオン

特定非営利活動法人  ひまわり七宝

社会福祉法人  そうふう会

特定非営利活動法人  自立生活センター・ＦＲＥＥ

特定非営利活動法人  明日花

有限会社  ふるさわ

社会福祉法人  精神障害者社会復帰促進協会

一般社団法人  グローバルハーベスト

特定非営利活動法人  パルすみのえ

株式会社  エイトワークス浪速

特定非営利活動法人  障害者地域生活支援センターベルカント

社会福祉法人  水平会

特定非営利活動法人  風の杜

社会福祉法人  野のはな

社会福祉法人  政和福祉会

一般社団法人  まつり

特定非営利活動法人  まんぼう

社会福祉法人  みつわ会

社会福祉法人  泉大津みなと会

社会福祉法人 心生会

社会福祉法人  くずは創親会

社会福祉法人  息吹

社会福祉法人  ばなな

特定非営利活動法人  ウィルハート

社会福祉法人  ゆうとおん

特定非営利活動法人  夢織り工房空の木

特定非営利活動法人 ウィズ

特定非営利活動法人  いちごの会

社会福祉法人  ぷくぷく福祉会

社会福祉法人  信貴福祉会

特定非営利活動法人  自立生活センターいしずえ

社会福祉法人  大阪府家内労働センター

社会福祉法人  穴師福祉会

社会福祉法人  八尾すずらん福祉会

特定非営利活動法人  ドマーニ

社会福祉法人  讃良福祉会

社会福祉法人  美原の郷福祉会

社会福祉法人  豊中きらら福祉会

社会福祉法人  ひびき福祉会

特定非営利活動法人  ＨＯＳ

社会福祉法人  まつのみ福祉会

特定非営利活動法人  枚方市障害者事業協会

社会福祉法人  インクルーシヴライフ協会

社会福祉法人  若鮎会

社会福祉法人  障友会
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社会福祉法人  青い鳥福祉会

特定非営利活動法人  アザリア

社会福祉法人  わらしべ会

社会福祉法人  堺あすなろ会

特定非営利活動法人  ＮＰＯ千の風

社会福祉法人  産経新聞厚生文化事業団

社会福祉法人  ハートフル大東

社会福祉法人  インクルーシヴライフ協会

社会福祉法人  鴻池福祉会

特定非営利活動法人  地域共生ネットワーク　えーる

株式会社  江坂-起業家支援センター

特定非営利活動法人  エンジェルス

社会福祉法人  みつわ会

特定非営利活動法人  まつさく

特定非営利活動法人  アド企画

社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会

特定非営利活動法人  大阪ハンディキャップセンターＴ ・ハウス

有限会社  ｏｆｆｉｃｅぱれっと

特定非営利活動法人  活動センターいっぽ

特定非営利活動法人  花音

特定非営利活動法人  日本スローワーク協会

社会福祉法人  河内長野市社会福祉協議会

社会福祉法人  野のはな

特定非営利活動法人  せらび

社会福祉法人  風の会

特定非営利活動法人  きらっと

一般社団法人  ぐりーん＆ぐりーん

特定非営利活動法人  サワリ

特定非営利活動法人  生野共働の家

社会福祉法人  大東コスモス福祉会

社会福祉法人  こはる福祉会

特定非営利活動法人 明日架

社会福祉法人  野菊の会

社会福祉法人  島本福祉会

特定非営利活動法人  水耕栽培福祉普及協会

特定非営利活動法人  ライフ＆ケア

特定非営利活動法人  ライフ＆ケア

青い鳥工房 ……………………………… 35

アザリア ………………………………… 17

アトラクト ……………………………… 33

アトリエｈａｎａ(Ｌｉｎｋみいけ )……… 25

いきがいワーク ………………………… 26

池田市立くすのき学園 ………………… 26

いちばん星 ……………………………… 35

いんくる ………………………………… 38

ＷｉｎＷｉｎ …………………………… 38
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●本書の無断複写・転載を禁じます。
●本書に関する各施設の情報は、平成 26 年 3 月現在のものであり、掲載内容は変更される場合がございます。
●お問合せに関しては、各施設若しくは一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構までご連絡ください。

障がい者雇用・就労を進める事業主の皆様へ

【お問合せ先】
大阪府福祉部障がい福祉室
自立支援課就労
　　　・ＩＴ支援グループ
連絡先：06-6944-9178

【お問合せ先】【お問合せ先】【お問合せ先】【お問合せ先】
大阪府福祉部障がい福祉室大阪府福祉部障がい福祉室
自立支援課就労自立支援課就労
　　　　　　
連絡先：06-6944-9178

大阪府障がい者
就労サポート
カンパニー制度
リニューアルします !!

●本書の無断複写・転載を禁じます。

　大阪府では、平成 26 年度より、現行の「大阪府障がい者就労サポート
カンパニー登録制度」をリニューアルし、障がい者の雇用や就労支援に積
極的に取り組む企業及び団体等を登録し、その取り組みを広く府民に周知
するとともに、府と企業等が協力して障がい者の就労支援並びに雇用の一
層の拡大を図る制度を新たに創設します。
　新しい制度における対象企業の要件や応募方法等の詳細については、上
記までお問い合わせください。

〒540-0006
大阪市中央区法円坂
1-1-35 大阪市教育会館 5 階
TEL:06-6949-3551　
FAX:06-6920-3522
ｍail:kouchin@l-challenge.com 

発行日　平成 26 年３月

発行元　大阪府

お問い合わせ先　
一般社団法人エル・チャレンジ
福祉事業振興機構

詳細については、「障がい者の雇用支援ガイド」
のＰ5 ～ 6 をご覧ください。

大阪府　障がい者の雇用支援ガイド

　大阪府では、「障がい者の雇用支援ガイド」を発行し、障がい
者の雇用維持・雇用機会の拡大に取組む事業主の皆様をサポー
トする、国や大阪府の主な制度をご紹介しています。
　また、障がい者の雇用・就労をより一層進めるため、事業主
の皆様におかれましては左記について、ご協力をいただきます
よう、よろしくお願いします。

URL : http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syogaisyakoyo/koyousiengaido.html

「障がい者の雇用支援ガイド」をご活用ください !!
•支援学校等生徒の職場実習の受入れや採用。
•障がい者就労施設利用者の積極的な採用。 
•障がい者が働く施設や訓練施設への発注。

　大阪府では、府内の障がい者就労施設で働く障がい者の工賃水準の
向上をめざし、販路開拓等を中心とした様々な取組みを行うとともに、
ホームページにて取組みを紹介しております。
　その一環として、府内の障がい者就労施設のことをもっと知ってい
ただくため、各施設の所在や商品・サービスの提供に関する情報を写
真入りで詳しく紹介するサイト「おおさか障がい者就労施設ガイド」
を開設いたしましたので、ぜひご覧下さい。

大阪府　工賃向上
 URL : http://www.l-challe.com/kouchin

「大阪府工賃向上計画支援事業」サイトからアクセス !!

新しい

Ｗｅｂサイトが

始まります

「大阪府工賃向上計画支援事業おおさか障がい者

就労施設ガイド



障がい者就労施設
ガイドブック 大阪府

あなたのまちの




