大阪府内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

法人名

所在地

訓練内容

認定年月日

認定自治体

1

（社福）みささぎ会 藤井寺特別養護老人ホーム

藤井寺市藤井寺４丁目１１番７号

社会福祉法人みささぎ会

介護補助・掃除・洗濯・事務補助

平成27年4月30日

大阪府

2

高齢者ケアセンターつどうホール

藤井寺市小山３丁目１５１番地の１

社会福祉法人みささぎ会

介護補助・掃除・洗濯・事務補助

平成27年4月30日

大阪府

3

いずみエコロジーファーム ハートランド事業部

和泉市テクノステージ2丁目1番10号

株式会社 いずみエコロジーファーム

農作業・農産加工作業

平成27年5月27日

大阪府

4

ハートコープいずみ 本社工場

和泉市テクノステージ2丁目1番10号

株式会社ハートコープいずみ

リサイクル作業・堆肥製造作業

平成27年5月27日

大阪府

5

ハートコープいずみ あゆみの営業所

和泉市あゆみ野2丁目5番4号

株式会社ハートコープいずみ

リサイクル作業・帳合・清掃作業

平成27年5月27日

大阪府

6

（社福）長生会 特別養護老人ホーム美野の里

南河内郡太子町大字山田2550番地

社会福祉法人長生会

介護補助・清掃等

平成27年5月27日

大阪府

7

庄栄エルダーセンター

茨木市庄2丁目7番38号

社会福祉法人秀幸福祉会

農作業・収穫物販売

平成27年5月27日

大阪府

8

特別養護老人ホーム白島荘

箕面市白島3丁目5番50号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

介護業務補助・清掃等

平成27年5月27日

大阪府

9

(社福)みなと寮 救護施設 みなと寮

河内長野市河合寺423－1

社会福祉法人みなと寮

館内清掃・敷地内清掃・シーツ交換・配膳補助等

平成27年6月1日

大阪府

10

（社福）みなと寮 救護施設 りんくうみなと

泉南市りんくう南浜3－10

社会福祉法人みなと寮

農園作業・館内清掃・敷地内清掃・シーツ交換・配膳補助等

平成27年6月1日

大阪府

11

（社福）聖徳会 大阪老人ホーム

松原市阿保3丁目14番22号

社会福祉法人聖徳会

介助補助・洗濯・掃除・事務補助

平成27年6月23日

大阪府

12

（社福）好老会 ひかり

藤井寺市惣社2丁目5番15号

社会福祉法人好老会

掃除等、間接介助全般

平成27年6月23日

大阪府

13

（社福）好老会 第２ひかり

藤井寺市惣社2丁目6番17号

社会福祉法人好老会

掃除等、間接介助全般

平成27年6月23日

大阪府

14

ひまわり園

羽曳野市羽曳が丘３丁目２４番１号

社会福祉法人ひまわり園

木工・陶芸・クラフト・自主製品の製作援助・企業等施設の
清掃請負作業・企業からの委託作業・園芸、農作業等支援
員の助手

平成27年7月27日

大阪府

15

（社福）四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院養護
老人ホーム

羽曳野市学園前６－１－１

社会福祉法人四天王寺福祉事業団

施設内の営繕や生活支援全般

平成27年8月1日

大阪府

16

（社福）四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院特別
養護老人ホーム

羽曳野市学園前６－１－１

社会福祉法人四天王寺福祉事業団

施設における清掃や軽作業などの間接業務

平成27年8月1日

大阪府

17

（社福）四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院デイセンター羽曳野市学園前６－１－１

社会福祉法人四天王寺福祉事業団

法人所有の施設の清掃や事務作業など

平成27年8月1日

大阪府

18

（社福）四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院保育園 羽曳野市学園前６－１－１

社会福祉法人四天王寺福祉事業団

法人所有の施設の清掃や事務作業など

平成27年8月1日

大阪府

大阪府内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

法人名

所在地

訓練内容

認定年月日

認定自治体

19

特別養護老人ホーム 光明荘

和泉市伏屋町３丁目８番１号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

間接的生活支援・清掃業務等

平成27年9月15日

大阪府

20

軽費老人ホーム河南荘

南河内郡河南町白木９０５番

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

間接的生活支援・環境整備

平成27年9月15日

大阪府

21

養護老人ホーム四條畷荘

四條畷市北出町２８番１号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

直接介護・介護補助・家事援助・清掃業務他

平成27年9月15日

大阪府

22

四條畷荘デイサービスセンターほほえみ

四條畷市北出町２８番１号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

直接介護・介護補助・家事援助・清掃業務他

平成27年9月15日

大阪府

23

特別養護老人ホーム四條畷荘

四條畷市北出町２８番１号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

直接介護・介護補助・家事援助・清掃業務他

平成27年9月15日

大阪府

24

軽費老人ホーム万寿荘

池田市井口堂３丁目４番１号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

入居者支援・清掃業務

平成27年9月15日

大阪府

25

（社福）もくせい会 ケアハウスきんもくせい

交野市南星台２丁目５番１５号

社会福祉法人もくせい会

施設内清掃・洗濯たたみ・食事の配膳、下膳・配茶・利用者
との話し相手等

平成27年9月15日

大阪府

26

特別養護老人ホーム春日丘荘

茨木市南春日丘７丁目１１番２２号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

間接的生活支援業務

平成27年10月1日

大阪府

27

喜志菊水苑デイサービスセンター

富田林市喜志町３丁目１番地３３号

社会福祉法人成和会

介護業務補助・清掃等

平成27年10月1日

大阪府

28

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団事務局

箕面市白島３丁目５番５０号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

法人事務局内での清掃

平成27年10月1日

大阪府

29

特別養護老人ホーム遊づる

松原市市岡１－１８４－１

社会福祉法人 堺暁福祉会

話し相手、レクリエーション補助等の介護補助
食事の配膳・下膳、シーツ交換、清掃等の間接的業務

平成28年3月9日

大阪府

30

特別養護老人ホーム ハートフルふしお

池田市伏尾町１２番１

社会福祉法人 大協会

居室洗面台清掃業務、２・３階居室清掃業務、介護スタッフ
の補助業務

平成28年3月30日

大阪府

31

社会福祉法人 聖徳会 大阪老人ホームうえだ

松原市上田８－１１－１１

社会福祉法人 聖徳会

掃除、介護補助等

平成28年3月30日

大阪府

32

特別養護老人ホーム柏寿

柏原市大字高井田６５０番１

社会福祉法人 寿光会

法人所有の老人ホームで生活支援のお手伝い

平成28年4月13日

大阪府

33

デイサービスセンター高寿

柏原市大字高井田６５０番１

社会福祉法人 寿光会

法人所有のデイサービスセンターで生活支援のお手伝い

平成28年4月13日

大阪府

34

特別養護老人ホーム 太寿

柏原市太平寺１－４－３０

社会福祉法人 寿光会

法人所有の地域密着型老人ホームで生活支援のお手伝い

平成28年4月13日

大阪府

35

グループホーム太寿

柏原市太平寺１－４－３０

社会福祉法人 寿光会

法人所有のグループホームで生活支援のお手伝い

平成28年4月13日

大阪府

36

特別養護老人ホーム くみのき苑

大阪狭山市東茱萸木４丁目１９７７番地

社会福祉法人 ラポール会

居室、共用部等の清掃、洗濯、ベットメイキング、食事の配
膳、下膳、入居者との対話等

平成28年6月13日

大阪府

37

社会福祉法人桃林会 とりかい白鷺園

摂津市鳥飼中１丁目１９番８号

社会福祉法人 桃林会

施設内外の清掃、公用車の洗車、介護業務補助等

平成28年7月28日

大阪府

大阪府内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

法人名

所在地

訓練内容

認定年月日

認定自治体

平成28年7月28日

大阪府

38

特別養護老人ホーム 明星

交野市星田８丁目６－７

社会福祉法人 豊年福祉会

入浴後のドライヤー、浴場の清掃、外出行事への付き添
い、洗濯物のたたみ、施設全体行事への参加など

39

軽費老人ホーム 明星

交野市星田８丁目６－７

社会福祉法人 豊年福祉会

共用部分の清掃、公用車の洗車など

平成28年8月19日

大阪府

40

特別養護老人ホーム 天の川明星

交野市藤が尾２丁目５－２２

社会福祉法人 豊年福祉会

入浴後のドライヤー、共用部分の清掃、外出行事への付き
添い、洗濯物のたたみ、施設全体行事への参加など

平成28年8月19日

大阪府

41

特別養護老人ホーム あいの里竜間

大東市大字龍間６７３番地３

社会福祉法人 敬信福祉会

特別養護老人ホームでの清掃、シーツ交換、おしぼり配布・
回収、ゴミ回収と搬出、誘導補助、利用者との館内散歩、フ
ロアーの見守り

42633

大阪府

42

せっつ桜苑

摂津市桜町１丁目１番１１号

社会福祉法人 成光苑

施設内の環境整備、施設備品の維持管理、介護補助

平成28年9月20日

大阪府

43

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

岸和田市野田町１－５－５
岸和田市立福祉総合センター内

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

福祉センター内の清掃、軽作業、簡易なＰＣ入力

平成28年10月11日

大阪府

44

やすらぎ東光デイサービスセンター

岸和田市別所町３－１２－１（保健センター３階）

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

清掃、お茶出し、食器洗い、洗濯、洗車等

平成28年10月11日

大阪府

45

岸和田市立高齢者ふれあいセンター朝陽

岸和田市下野町５－３－８

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

ふれあい喫茶「いこい」の準備、接客補助、清掃等

平成28年10月11日

大阪府

46

ふれあい朝陽デイサービス

岸和田市下野町５－３－１１

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

清掃、送迎車の洗車等

平成28年10月11日

大阪府

47

岸和田市地域包括支援センター社協久米田

岸和田市下池田町３－７－３０

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

清掃、洗車等

平成28年10月11日

大阪府

48

特別養護老人ホーム大阪好意の庭

柏原市旭ヶ丘３丁目１３番４５号

社会福祉法人 日本コイノニア福祉会

清掃、掃除、介護補助

平成29年3月15日

大阪府

49

社会福祉法人 賀光会 賀光寮

藤井寺市藤井寺４丁目１１番８号

社会福祉法人 賀光会

館内清掃・敷地内清掃
軽作業・農園芸など支援員の補助

平成29年4月19日

大阪府

50

ＯＫハウス小松里

岸和田市小松里町２０６４番地ＭＫビル１０２号

株式会社 ピア

事務作業や掃除、生活に支援が必要な方への困りごとへの
対応ができるように、普段活躍している専門職に教えてもら
いながらできることから訓練していく。

平成29年7月10日

大阪府

51

特別養護老人ホーム 寿里苑

河内長野市小山田町448－2

社会福祉法人 博光福祉会

介護業務及び介護補助業務

平成29年12月4日

大阪府

52

茨木療護園

茨木市大字安元２７番地

社会福祉法人 友愛会

施設利用者とのコミュニケーション、日中活動補助等、配膳
補助等、シーツ交換、施設内清掃、職員（介護）の補助業務

平成30年1月19日

大阪府

53

有料老人ホーム 田坐の家

松原市田井城１－１７７－１

社会福祉法人聖徳会

介護補助・洗濯・事務補助等

平成30年7月3日

大阪府

54

デイサービスセンター田坐

松原市田井城１－１７７－１

社会福祉法人聖徳会

介護補助・洗濯・事務補助等

平成30年7月3日

大阪府

55

まつばら駅前デイサービスセンターおおぞら

松原市上田４－３－３２

社会福祉法人聖徳会

介護補助・洗濯・事務補助等

平成30年7月3日

大阪府

56

まつばらデイサービスセンターレユーナの家

松原市上田４－３－３２

社会福祉法人聖徳会

介護補助・洗濯・事務補助等

平成30年7月3日

大阪府

大阪府内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

法人名

所在地

訓練内容

認定年月日

認定自治体

特別養護老人ホーム入居者への生活全般の支援、介護業
務

平成30年8月3日

大阪府

57

特別養護老人ホーム古江台ホール

池田市古江町18番地の2

社会福祉法人のぞみ

58

株式会社 サクセス

泉佐野市上町一丁目４番１０号

株式会社 サクセス

建物内の日常清掃業務。

平成30年8月16日

大阪府

59

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団 救護施設三恵園
大阪府豊能郡能勢町大里２２２－４

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

居室の清掃 浴室の清掃

平成30年9月19日

大阪府

60

テンダァハート

富田林市高辺台一丁目２番１２号

有限会社 テンダァ

障がい福祉サービス事業（生活介護、就労継続支援B型）
におけるスタッフ業務

令和元年5月22日

大阪府

61

テンダァハート 錦織

富田林市錦織東３丁目１１番５号

有限会社 テンダァ

障がい福祉サービス（就労継続支援B型）におけるスタッフ
業務

令和元年5月22日

大阪府

62

社会福祉法人三松会 三松会総合福祉センター

羽曳野市野６６番２

社会福祉法人三松会

令和元年7月2日

大阪府

63

介護老人保健施設ホライズン

泉佐野市下瓦屋221－1

社会福祉法人水平会

令和元年8月6日

大阪府

64

特別養護老人ホームホライズン

泉佐野市鶴原1071－1

社会福祉法人水平会

令和元年8月6日

大阪府

65

くりのみ園

豊能郡能勢町下田尻２０番地

社会福祉法人 四幸舎和会

事業所内清掃、事業所外清掃、トイレ掃除、公用車の洗車

令和元年10月1日

大阪府

66

おおざとの赤いやね

豊能郡能勢町大里１２２番地１

社会福祉法人 四幸舎和会

事業所内清掃、窓清掃、トイレ清掃、公用車洗車、除草

令和元年10月1日

大阪府

67

特別養護老人ホーム寿里苑フルール

河内長野市南青葉台6-15

社会福祉法人 博光福祉会

介護業務及び介護補助業務

令和2年2月18日

大阪府

68

ハートフル大東

大東市太子田１丁目１２番３１号

社会福祉法人 ハートフル大東

令和2年2月27日

大阪府

69

ハートフル北条

大東市北条４丁目１２番２６号

社会福祉法人 ハートフル大東

令和2年2月27日

大阪府

70

総合福祉センター内（特別養護老人ホーム・グループホー
ム・小規模多機能ホーム）における清掃、洗濯、シーツ交
換、食事の配膳・下膳、食器洗い、利用者の話し相手、レク
介護老人保健施設内の環境整備
①居室の環境整備（ベッドメイキング、ベッド周辺の清掃）
②食堂の環境整備（下膳、清掃）
③洗濯業務（タオル・エプロン等の洗濯から取りこみまで）
特別養護老人施設内の環境整備
①居室の環境整備（ベッドメイキング、ベッド周辺の清掃）
②食堂の環境整備（下膳、清掃）
③洗濯業務（タオル・エプロン等の洗濯から取りこみまで）

業務補助（昼食の配膳・下膳、掃除、整理整頓・片付け、レ
クリエーション補助等）、介護・支援補助（付き添い、見守り）
など
業務補助（昼食の配膳・下膳、掃除、整理整頓・片付け、レ
クリエーション補助等）、介護・支援補助（付き添い、見守り）
など

大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

館内清掃・シーツ交換・配膳補助等

平成27年5月27日

大阪市

1

救護施設 こうせいみなと

大阪市港区田中3-1-130

社会福祉法人みなと寮

2

救護施設 三徳寮

大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番14号

社会福祉法人大阪自彊館

大浴場清掃・談話室清掃
三徳ケアセンター利用者案内

平成27年6月19日

大阪市

3

救護施設 白雲寮

大阪市西成区天下茶屋1丁目3番17号

社会福祉法人大阪自彊館

製品箱詰めなどの軽作業・救護施設等での入浴介助補助・浴室
清掃等

平成27年7月10日

大阪市

4

Jouer Collage

大阪市西区南堀江１丁目１１－８－３０１

株式会社八一八

ミシンを使用した実践的な訓練
その他業務体験等

平成27年7月10日

大阪市

5

特別養護老人ホーム甍

大阪市生野区巽南3-7-30

社会福祉法人三秀會

清掃業務等

平成27年7月17日

大阪市

6

就労創造センター せふぃろと

大阪市浪速区幸町2-4-15
マナベハイツ桜川1階

株式会社ソーシャルプランニング流

駐輪禁止区域における違法駐輪者への声かけ及び周辺駐輪場
の案内

平成27年8月6日

大阪市

7

CHASHITSU factory

大阪市西区靭本町１－１６－１４

NPO法人HELLOlife

和菓子等の製造

平成27年9月30日

大阪市

8

株式会社新生 ＰＡＬ工場

大阪市東住吉区住道矢田６丁目３－２１

株式会社新生

作業台上での手作業
リード線の巻取り、箱詰め

平成27年10月19日

大阪市

9

arco ideas workshop

大阪府大阪市西区新町一丁目３４番２１号
エーダイビル501号

特定非営利活動法人ARCO

清掃、ルート配送助手、内職

平成27年10月29日

大阪市

10

もくれん ジェニー

大阪市東住吉区矢田６－８－７

社会福祉法人ふれあい共生会

障がい児通所施設でのレクリエーションの補助、活動スペース、
廊下、トイレ等の清掃、学習支援補助

平成27年12月15日

大阪市

11

もくれん ホオノキ

大阪市東住吉区矢田６－８－７

社会福祉法人ふれあい共生会

障がい者通所施設でのレクリエーションの補助、活動スペース、
廊下、トイレ等の清掃、食事の準備・片付け

平成27年12月15日

大阪市

12

高齢者デイサービスセンター 花嵐

大阪市東住吉区矢田６－８－７

社会福祉法人ふれあい共生会

高齢者通所施設でのレクリエーション活動の補助、活動スペー
ス、廊下、トイレ等の清掃、食事の準備・片付け

平成27年12月15日

大阪市

13

特別養護老人ホーム 花嵐

大阪市東住吉区矢田６－８－７

社会福祉法人ふれあい共生会

高齢者入所施設の居室内でのシーツ交換、清掃、廊下、トイレ等
の共有スペースの清掃、食事の準備・片付け

平成27年12月15日

大阪市

14

江之子島コスモス苑デイサービスセンター

大阪市西区江之子島1－８－４４

社会福祉法人亀望会

配茶、入浴準備、座席案内、昼食の配膳・下膳、おやつの
平成27年12月15日
配膳・下膳、レクリエーション準備、フロア清掃などの軽作業

大阪市

15

社会福祉法人淳風会特別養護老人ホーム 淳風おおさか
大阪市北区大淀南２－５－２０

社会福祉法人淳風会

16

ｉ・ワークひまわり

大阪市西成区北津守１－２－８

特定非営利活動法人街かど福祉

17

社会福祉法人そうそうの杜今福事務所

大阪市城東区今福南1丁目２－２４

18

永寿ケアセンター

大阪市平野区瓜破南１－２－３０

居室等の清掃及び入居者とのコミュニケーション

平成28年3月29日

大阪市

菌床シイタケ栽培を通じた人材育成等

平成28年3月29日

大阪市

社会福祉法人そうそうの杜

軽作業（ネジ袋入れ、シーラー、ベンダーでの鉄曲げ等）

平成28年7月27日

大阪市

社会福祉法人永寿福祉会

館内清掃・施設周辺の草刈や清掃・シーツ交換・配膳補助
等

平成28年11月30日

大阪市

大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

平成28年11月30日

大阪市

19

特別養護老人ホーム長吉

大阪市平野区長吉川辺３－２０－１４

社会福祉法人永寿福祉会

館内清掃・施設周辺の草刈や清掃・シーツ交換・配膳補助
等

20

特別養護老人ホーム喜連

大阪市平野区喜連２－２－４０

社会福祉法人永寿福祉会

館内清掃・施設周辺の草刈や清掃・シーツ交換・配膳補助
等

平成28年11月30日

大阪市

21

永寿特別養護老人ホーム

大阪市平野区瓜破南１－２－１１

社会福祉法人永寿福祉会

館内清掃・施設周辺の草刈や清掃・シーツ交換・配膳補助
等

平成28年11月30日

大阪市

22

永寿平野西の家

大阪市平野区平野西１－４－１５

社会福祉法人永寿福祉会

館内清掃・施設周りの清掃・シーツ交換・配膳補助・洗濯等

平成28年11月30日

大阪市

23

長吉西地域在宅サービスステーション

大阪市平野区長吉出戸６－８－２１

社会福祉法人永寿福祉会

館内清掃・施設周りの清掃・シーツ交換・配膳補助・洗濯等

平成28年11月30日

大阪市

24

特別養護老人ホーム江之子島コスモス苑

大阪市西区江之子島1－８－４４

社会福祉法人亀望会

施設内清掃及びリネン関係業務、洗濯、下膳等の軽作業
レクリエーション活動の補助等

平成29年2月21日

大阪市

25

四天王寺たまつくり苑

大阪市天王寺区玉造元町１－２９

社会福祉法人四天王寺福祉事業団

清掃業務、事務作業業務

平成29年2月21日

大阪市

26

ニコサービス

大阪市城東区関目1-11 関目コーポB棟110号

株式会社NICO JAPAN

清掃作業、除草作業、DM便の仕分け・配達、軽作業、農作
業等

平成29年3月29日

大阪市

27

大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合大阪市中央区法円坂一丁目1番35号

大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合

ビル清掃等の清掃業務

平成29年3月29日

大阪市

28

うららか

大阪市中央区谷町9-5-15

特定非営利活動法人燈奏会

内職作業（シール貼り、教材袋詰め、各種検品作業）

平成29年5月11日

大阪市

29

大阪府営住之江公園

大阪市住之江区南加賀屋１－１－１１７

大代ゼンテックス株式会社

園内作業全般（主に清掃）

平成29年6月14日

大阪市

30

大阪府営住吉公園

大阪市住之江区浜口東１-１-13
住吉公園管理事務所

株式会社美交工業

園内作業全般（主に清掃）

平成29年9月5日

大阪市

31

地域自立生活支援センターなごみ

大阪市住吉区帝塚山東5-10-15

社会福祉法人ライフサポート協会

介護補助（付添い、見守り等）、業務補助（配膳、下善、掃除等） 平成29年9月12日

大阪市

32

住吉総合福祉センター

大阪市住吉区帝塚山東5-8-3

社会福祉法人ライフサポート協会

介護補助（付添い、見守り等）、業務補助（就労支援）

平成29年9月12日

大阪市

33

大領地域の家であい

大阪市住吉区大領5-6-2

社会福祉法人ライフサポート協会

介護補助（付添い、見守り等）、業務補助（調理、掃除等）

平成29年9月12日

大阪市

34

在宅介護サービスセンター和光

大阪市城東区成育5－22－16

社会福祉法人玉美福祉会

デイサービスでのスタッフ補助業務（レクリエーション、配膳
下膳、洗い物、清掃等）

平成29年9月12日

大阪市

35

特別養護老人ホームにちげつの光

大阪市西成区萩之茶屋1-2-5

社会福祉法人功徳会

高齢者介護等（清掃、洗濯、介護補助等）

平成29年9月12日

大阪市

36

グループホームひかり荘

大阪市住吉区浅香1-8-46

社会福祉法人あさか会

施設利用者の見守りやスタッフ業務の補助

平成29年10月4日

大阪市

37

小規模多機能ホーム夢家

大阪市住吉区浅香2-3-39

社会福祉法人あさか会

施設利用者の見守りやスタッフ業務の補助

平成29年10月4日

大阪市

中田ビル703号

大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

清掃業務

平成29年10月23日

大阪市

介護補助、レクレーション補助、入浴後のドライヤー、清掃、
平成29年10月27日
敷地内清掃、送迎者の洗車等

大阪市

38

社会福祉法人加島友愛会 リュミエール加島

大阪市淀川区加島4-16-35

社会福祉法人加島友愛会

39

社会福祉法人リベルタ
生江地域在宅サービスステーション翠

大阪市旭区生江3-27-6

社会福祉法人リベルタ

40

大阪市立旭区老人福祉センター

大阪市旭区森小路2-5-29

社会福祉法人リベルタ

事務補助、館内清掃、敷地内清掃

平成29年10月27日

大阪市

41

社会福祉法人リベルタ 生江特別養護老人ホーム白寿荘
大阪市旭区生江3-27-1

社会福祉法人リベルタ

介護補助、レクレーション補助、入浴後のドライヤー、清掃

平成29年10月27日

大阪市

42

社会福祉法人リベルタ 生江障害者会館

大阪市旭区赤川4-1-30

社会福祉法人リベルタ

介護補助、レクレーション補助、入浴後のドライヤー、清掃、
平成29年10月27日
敷地内清掃、送迎者の洗車等

大阪市

43

西淡路希望の家

大阪市東淀川区西淡路1-13-28

社会福祉法人ノーマライゼーション協会

業務補助（昼食の配膳・下膳、掃除、整理整頓・片付け、レ
クリエーション補助等）、介護補助（付添い、見守り）等

平成30年1月16日

大阪市

44

障がい者センター翔館

大阪市東淀川区西淡路1-13-25

社会福祉法人ノーマライゼーション協会

業務補助（昼食の配膳・下膳、掃除、整理整頓・片付け、レ
クリエーション補助等）、介護補助（付添い、見守り）等

平成30年1月16日

大阪市

45

特別養護老人ホームだんらん

大阪市東淀川区淡路3-13-37

社会福祉法人ノーマライゼーション協会

業務補助（配膳・下膳、掃除、整理整頓・片付け、レクリエー
ション補助等）、介護補助（付添い、見守り）等

平成30年1月16日

大阪市

46

総合就労支援福祉施設にしなりWing

大阪市西成区北津守3-6-4

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

法人が業務委託を受けている施設などでの介護補助業務、
法人内で行っている就労支援事業などの補助業務等

平成30年2月27日

大阪市

47

特別養護老人ホームらんまん鶴見

大阪市鶴見区鶴見5-2-10

社会福祉法人まんてん

介護業務補助、生活支援、清掃等

平成30年1月29日

大阪市

平成30年1月16日

大阪市

48

特別養護老人ホーム寿里苑ラピス

大阪市淀川区木川東2-19-15

社会福祉法人博光福祉会

老人ホーム内の床・トイレ等の清掃業務、ごみ出し、洗濯、
居室内のベッドメイクとしてのシーツ交換、食器洗い等補助
業務

49

まちかどホームすずらん

大阪市西成区出城2-4-10

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

法人が業務委託を受けている施設などでの介護補助業務、
法人内で行っている就労支援事業などの補助業務等

平成30年2月27日

大阪市

50

有限会社地域・研究アシスト事務所

大阪市阿倍野区昭和町2-19-28-402

有限会社地域・研究アシスト事務所

データ入力、資料整理等の事務作業

平成30年3月5日

大阪市

51

アイハウス

大阪市東成区中本3-10-16

株式会社マツムラ

福祉用具レンタル・販売サービス事業の補助、訪問介護通
院解除の補助、生活支援（そうじ、洗濯等）の補助

平成30年3月15日

大阪市

52

デイハウス深江橋

大阪市城東区東中浜9-12-21

有限会社ラボレムス

平成30年3月15日

大阪市

53

中道デイサービス縁が輪

大阪市東成区中道4-1-7

株式会社ル・フタール

平成30年3月15日

大阪市

54

自立支援センター舞洲

大阪市此花区北港白津2-1-56

社会福祉法人みおつくし福祉会

敷地内清掃作業、敷地内除草作業、食堂業務（下膳手伝
い）等

平成30年3月26日

大阪市

55

救護施設淀川寮

大阪市東淀川区大桐4-3-24

社会福祉法人みおつくし福祉会

敷地内清掃作業、敷地内除草作業、洗濯介助、リネン整理
等

平成30年3月26日

大阪市

56

更生施設淀川寮

大阪市東淀川区大桐4-3-24

社会福祉法人みおつくし福祉会

敷地内清掃作業、敷地内除草作業、洗濯介助、リネン整理
等

平成30年3月26日

大阪市

高齢者通所介護サービス内の補助（バイタルチェック、茶入
れ、食事の準備、コミュニケーション、リハビリ、レクレーショ
ン）
高齢者通所介護サービス内の補助（バイタルチェック、茶入
れ、食事の準備、コミュニケーション、リハビリ、レクレーショ
ン）

大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

平成30年4月27日

大阪市

57

複合施設はるか

大阪市西成区岸里2-6-9

医療法人山紀会

高齢者とのコミュニケーション、職員の介護補助、
環境整備、清掃、洗濯、食器洗い 等

58

介護老人保健施設やまき苑

大阪市西成区玉出西2-5-36

医療法人山紀会

高齢者とのコミュニケーション、職員の介護補助、
環境整備、清掃、洗濯、食器洗い 等

平成30年4月27日

大阪市

59

介護老人保健施設やまき・あべの苑

大阪市阿倍野区阪南町1-45-8

医療法人山紀会

高齢者とのコミュニケーション、職員の介護補助、
環境整備、清掃、洗濯、食器洗い 等

平成30年4月27日

大阪市

60

阪南興業株式会社

大阪市西成区岸里東1-19-10

阪南興業株式会社

施設内清掃、作業車の洗車

平成30年8月20日

大阪市

61

泉尾特別養護老人ホーム大正園

大阪市大正区北村3-4-3

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

①食事介助以外の支援 ②配膳、下膳、机と床の清掃、配
茶
③洗濯物の配付 ④清掃（階段、廊下、居室など）

平成30年10月30日

大阪市

62

認知症対応型デイサービスひなた

大阪市浪速区浪速西２丁目11番６号

社会福祉法人スワンなにわ

利用者とのコミュニケーション、食事の配膳 他

平成30年11月5日

大阪市

63

デイケアセンター夢の希

大阪市浪速区浪速東１丁目８番14号

社会福祉法人スワンなにわ

利用者とのコミュニケーション、食事の配膳、菓子パン作り
他

平成30年11月5日

大阪市

64

よろがぢ

大阪市生野区鶴橋2-15-28

特定非営利活動法人ぱだ

高齢者への介護業務（見守りや付添い等）、利用者へのレ
クリエーション、その他介護業務

平成31年2月7日

大阪市

65

一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション

大阪市港区波除4-１-37 HRCビル10階

一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション

入力作業（excel）、スキャン作業、コピー作業、シュレッダー作業、
封入作業、資料組み作業、清掃作業、その他（イベント運営など）

平成31年2月7日

大阪市

66

障害者支援施設ふくろうの杜

大阪市大正区北村3-5-12

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

入所者への日常生活支援業務（食事・入浴・排泄介助）

平成31年3月15日

大阪市

67

就労継続支援Ｂ型事業所ヒューマンワークステーション

大阪市西成区萩之茶屋1-2-15 コミュニティハウス
「萩」２階

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

軽作業（輪ゴムの箱詰め、ネジ・ビスの組み立て・磨き、自
主製品づくりなど）

平成31年3月15日

大阪市

68

有限会社リング

大阪市港区南市岡２丁目1番２１号

有限会社リング

商品の検品、梱包

平成31年3月29日

大阪市

69

株式会社ナイス

大阪市西成区長橋3-6-33

株式会社ナイス

施設内の清掃作業、管理業務。

平成31年4月5日

大阪市

70

支援センター ish

大阪市天王寺区上本町7-1-7 ベルヴィ上本町２階

一般社団法人 Me2

各種軽作業（商品の組立、検品、梱包など）
清掃作業、パソコン入力作業、DM発送作業 など

令和元年6月11日

大阪市

71

特別養護老人ホームグリーンランドみずき

大阪市鶴見区緑3丁目16-27

社会福祉法人みずき会

利用者との話し相手、環境整備他

令和元年6月11日

大阪市

72

ポリフォニー

大阪市西区南堀江3丁目12番23号 不二建物西長堀ビル502 一般社団法人ダイアロゴス

Webデザイン・ホームページ制作、内職、縫製

令和元年6月14日

大阪市

73

我孫子地域在宅サービスステーション

大阪市住吉区我孫子東1丁目4-37

社会福祉法人一隅苑

施設の清掃

令和元年8月16日

大阪市

74

救護施設ひきふね

大阪市西成区天下茶屋北一丁目3番19号

社会福祉法人大阪自彊館

利用者の共有スペースの清掃、施設外周の清掃、花壇の
水やり・清掃、車両清掃等

令和元年8月16日

大阪市

75

特別養護老人ホームふれ愛丸山荘

大阪市阿倍野区丸山通1丁目2番8号

社会福祉法人大阪平成会

介護助手（ベッドメイキング、食事の配膳、片付け、清掃等）

令和元年8月20日

大阪市

大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

洗浄機械などを用いた、定期清掃業務

令和元年8月30日

大阪市

電話対応、内職作業、リネン交換補助

令和元年9月24日

大阪市

76

株式会社エヌシー

大阪市西成区長橋三丁目6番33号

株式会社エヌシー

77

社会福祉法人 大阪婦人ホーム

大阪市平野区加美北7-1-30

社会福祉法人 大阪婦人ホーム

78

認知症対応型デイサービス悠楽

大阪市西成区聖天下2丁目6-1

株式会社笑福

認知症高齢者とのコミュニケーション、介護職員の補助、畑
や池などの庭作業など

令和元年9月24日

大阪市

79

株式会社ワーク21企画

大阪市浪速区木津川2丁目3番8号

株式会社ワーク21企画

事務補助、窓口対応、電話対応等付随する業務、簡単な
PC業務（ワード、エクセル等）、施設管理業務（会場設営、
部屋の開錠施錠等）

令和元年10月10日

大阪市

80

ハルオ株式会社

大阪市住之江区平林北2-3-4

ハルオ株式会社

廃食用油脂（天ぷら油など）・飼料原料の分別・移し替え作
業、廃油保管容器の洗浄、工場内清掃など

令和元年12月24日

大阪市

81

住宅型有料老人ホーム恵花院なにわ

大阪市浪速区久保吉2丁目2番6号

株式会社アテナ

住宅型有料老人ホームにおける食事の配膳・下膳、共有ス
ペースの掃除、入居者とのコミュニケーション

令和元年12月23日

大阪市

82

特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構就労支援事業部内職センター

大阪市西成区萩之茶屋3-6-29

特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構

紙加工（紙折【マチ開、舟底、角底、封筒マチ作成等】）、封筒資料
令和元年12月24日
封入、木材加工（やすりがけ）、自転車解体作業等の内職仕事

大阪市

83

マクドナルド 住之江トイザらス店

大阪市住之江区南加賀屋2-3-21

有限会社サクセスフーズ

店舗でのハンバーガー類の製造販売、資材の搬入業務

令和2年2月28日

大阪市

84

自立支援カレッジチャレンズ

大阪市北区菅原町11-10-302

エヌ・エフ・ジェイ株式会社

軽作業（袋づめ）、清掃、パソコンの入力

令和2年2月28日

大阪市

85

株式会社サンメンテナンス

大阪市中央区和泉町１-１-14

株式会社サンメンテナンス

清掃作業

令和2年2月28日

大阪市

86

生活協同組合おおさかパルコープ東中浜店

大阪市城東区東中浜4-5-14

生活協同組合おおさかパルコープ

店舗バックヤードでの商品整理、片付け、清掃作業および店内で
の品出し、陳列整理、清掃作業等の補助業務

令和2年4月9日

大阪市

87

救護施設平和寮

大阪市阿倍野区昭和町3丁目4番27号

社会福祉法人日本ヘレンケラー財団

浴室、廊下、トイレ等の清掃補助

令和2年3月25日

大阪市

88

特定非営利活動法人ビハーラ21ヘルパーステーション 大阪市平野区喜連2丁目4番32号

特定非営利活動法人ビハーラ 21

各居宅に訪問し直接介護（家事・入浴・オムツ介助等）、通
院同行等

令和2年3月27日

大阪市

89

特定非営利活動法人ビハーラ21あかんのんディサービス 大阪市平野区瓜破西2-15-32

特定非営利活動法人ビハーラ 21

施設内清掃・食事の配膳、下茶利用者と話し相手等

令和2年3月27日

大阪市

90

特定非営利活動法人ディスエイブルド就労支援センター 大阪市都島区東野田１丁目20番５号 ４階

特定非営利活動法人ディスエイブルド就労支援センター

法人所有の事務所内での軽作業訓練

令和2年10月20日

大阪市

91

株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ

大阪市西成区玉出西２丁目１６番２１号

株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ

衣料品の仕分け・ピッキング・カウント

令和2年10月27日

大阪市

92

西成障害者会館

大阪市西成区長橋3-2-27

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

清掃業務（浴室清掃）

令和2年11月16日

大阪市

93

コミュニティキッチン８

大阪市西成区鶴見橋2-12-23

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

食器洗浄、盛り付け、食材下処理等

令和2年11月16日

大阪市

94

鶴見橋地域在宅サービスステーション

大阪市西成区出城2-4-12

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

介護補助業務全般（清掃、食器洗浄、送迎補助、消耗品補
充等）
※身体介護は原則なし

令和2年11月16日

大阪市

大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

令和2年12月1日

大阪市

95

ふれ愛丸山荘デイサービスセンター

大阪市阿倍野区丸山通1丁目2番8号

社会福祉法人大阪平成会

介護補助業務全般（入浴介助、おむつ交換、レクリエーショ
ン、食事の配膳、片付け等）

96

住之江作業所

大阪市住之江区浜口西2丁目9番11号

社会福祉法人ペガサス

利用者の自立支援（入浴・排泄・食事支援、創作的活動、生
産活動）等、作業所への送迎

令和3年2月25日

大阪市

97

社会福祉法人なかま福祉会 みつき

大阪市城東区鴫野東1丁目６番25号

社会福祉法人なかま福祉会

屋内軽作業（内職）・施設外就労訓練作業

令和3年3月24日

大阪市

98

エンジョイ ワーク イン ピース

大阪市都島区都島本通三丁目27番13号 BELLEAIR
株式会社エンパワーメント
３階

障がい福祉サービス事業所等でのスタッフ補助業務

令和3年3月24日

大阪市

堺市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

介護補助、掃除、洗濯、事務補助

平成27年5月25日

堺市

1

（社福）みささぎ会 高齢者ケアセンター大仙もずの音 堺市堺区大仙町１－２

社会福祉法人みささぎ会

2

（社福）稲穂会 やすらぎの園

堺市中区深井畑山町２５２８の１

社会福祉法人稲穂会

清掃作業、事務補助、会議業務補助

平成27年6月26日

堺市

3

（社福）そうび会 特別養護老人ホームつるぎ荘

堺市東区日置荘田中町143－1

社会福祉法人そうび会

入所者への介護補助
（シーツ交換・掃除・洗濯・下膳等）

平成27年8月6日

堺市

4

（公財）堺市就労支援協会

堺市堺区大仙西町２丁６９番９

公益社団法人堺市就労支援協会

施設内清掃業務、駐輪場整理業務

平成27年8月17日

堺市

5

（社福）大阪府社会福祉事業団 美原荘

堺市美原区平尾５９５－１

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

喫茶コーナーでのドリンク販売補助等

平成27年8月27日

堺市

6

(社福)おおとり福祉会 特別養護老人ホーム朗友館

堺市西区鳳南町５丁５７５番地１

社会福祉法人おおとり福祉会

清掃作業、配膳補助等

平成27年12月22日

堺市

7

(社福)堺暁福祉会 特別養護老人ホームあけぼの苑 堺市北区野遠町３４４－１

社会福祉法人堺暁福祉会

レクリエーション補助、入浴後のドライヤー、配膳・下膳、
シーツ交換、清掃、洗濯物の仕分け等

平成27年12月25日

堺市

8

大阪いずみ市民生活協同組合

堺市堺区南花田口長２－２－１５

大阪いずみ市民生活協同組合

清掃、入力作業等

平成28年2月2日

堺市

9

特別養護老人ホーム年輪

堺市南区御池台５丁２番２号

社会福祉法人朋和会

介護補助業務（移動介助、余暇活動、清掃、洗濯）等の生
活支援業務

平成28年3月25日

堺市

10

特別養護老人ホームグリーンハウス

堺市北区百舌鳥本町３－４３０－２

社会福祉法人桜会

清掃作業、介護業務補助、事務補助

平成28年3月31日

堺市

11

特別養護老人ホーム 美樹の園

堺市南区美木多上１２７７番地１

（社福）美木多園

日常生活の世話、施設の清掃、営繕、一般事務業務等

平成28年7月14日

堺市

12

特別養護老人ホーム 陵東館

堺市北区長曽根町１２１０－１

社会福祉法人 関西福祉会

洗濯物補助、車椅子清掃・点検

平成28年9月9日

堺市

13

障害者支援施設 陵東館長曽根

堺市北区長曽根町７１３－２

社会福祉法人 関西福祉会

農園作業、施設内外清掃

平成28年9月9日

堺市

社会福祉法人 悠人会

清掃業務（風呂掃除等）、洗濯業務、リネン交換、ベッド周
辺の環境整備、物品の準備・片づけ、入居者・利用者の話
し相手、施設内のアシスト、関連業務（介護など直接処遇で
きないもの）、施設内における各活動支援業務（行事、クラ
ブ、レク、配茶、喫茶のお手伝い等）、送迎補助

平成28年9月9日

堺市

清掃業務（風呂掃除等）、洗濯業務、リネン交換、ベッド周
辺の環境整備、物品の準備・片付け、入居者・利用者の話
し相手、施設内のアシスト、関連業務（介護等直接処遇でき
ないもの）、施設内における各活動支援業務（行事・クラブ・
レクリェ－ション・配茶・喫茶の補助等）、送迎補助

平成29年3月23日

堺市

平成29年3月23日

堺市

平成29年5月1日

堺市

14

特別養護老人ホーム ベルファミリア

堺市中区東山８４１番地１

15

特別養護老人ホーム ベルライブ

堺市堺区南安井町3丁1番１号

社会福祉法人 悠人会

16

介護老人保健施設 ベルアルト

堺市堺区南安井町3丁1番１号

社会福祉法人 悠人会

17

特別養護老人ホーム平尾荘

堺市美原区平尾1938番地１

社会福祉法人 天寿会

清掃業務（風呂掃除等）、洗濯業務、リネン交換、ベッド周
辺の環境整備、物品の準備・片付け、入居者・利用者の話
し相手、施設内のアシスト、関連業務（介護等直接処遇でき
ないもの）、施設内における各活動支援業務（行事・クラブ・
レクリェ－ション・配茶・喫茶の補助等）、送迎補助
シーツ交換、居室清掃、洗濯業務、配膳、下膳、施設内に
おける各活動支援業務（行事、クラブ、レクリェーション、配
茶、喫茶手伝い等）

堺市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

平成30年3月22日

堺市

平成31年2月5日

堺市

18

特別養護老人ホーム アリオン

堺市西区浜寺石津町西1丁2番7号

社会福祉法人 風の馬

施設内外清掃、洗濯補助、事務業務補助、レクレーション等
の補助

19

軽費老人ホーム 延命荘

堺市南区御池台５丁２番６号

社会福祉法人 さつき会

館内清掃、公用車洗車、さつき食堂でのコップ洗い等

20

豊中市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

1

特別養護老人ホーム豊寿荘

豊中市新千里西町二丁目7番2号

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

清掃業務、食事の配下膳、間接的生活支援等

平成27年9月3日

豊中市

2

特別養護老人ホーム永寿園とよなか

豊中市新千里南町三丁目2番地122

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

清掃業務、環境整備、利用者の送迎業務

平成27年9月3日

豊中市

3

とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ

豊中市玉井町一丁目1番1-501号

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

カウンター業務補助、事務補助、作業補助

平成27年11月30日

豊中市

4

特別養護老人ホーム 淳風とよなか

豊中市二葉町二丁目4番5号

社会福祉法人淳風会

備品の補充、シーツ交換、清掃業務補助、下膳等

平成28年1月22日

豊中市

5

ごはんや ぐぅ

豊中市庄内幸町二丁目15番13号

情報の輪サービス株式会社

飲食店における衛生管理、接客サービス
簡易な事務処理

平成28年3月14日

豊中市

6

デイサービスきら・きら

豊中市豊南町西四丁目9番17号

株式会社ユミコーポレーション

介護施設における付帯業務
（清掃、洗濯、庭の手入れ、食器の洗浄、環境整備等）

平成28年3月28日

豊中市

7

デイサービスどれみ

豊中市服部南町三丁目4番11号

株式会社ユミコーポレーション

介護施設における付帯業務
（清掃、洗濯、庭の手入れ、食器の洗浄、環境整備等）

平成28年3月28日

豊中市

8

若者居場所工房 ぐーてん

豊中市庄内西町3-11-5

特定非営利活動法人ZUTTO

掃除、商品管理、接客、チラシ作成・配布等

平成29年4月28日

豊中市

9

青空マーケット

豊中市庄内西町3-11-5

特定非営利活動法人ZUTTO

青果店における掃除、商品管理、接客、電話対応、売上集
計、チラシ作成・配布、情報発信等

平成29年4月28日

豊中市

10

社会福祉法人加島友愛会 ル・プラス

豊中市上津島一丁目4番3号

社会福祉法人加島友愛会

クリーニング業務

平成29年8月21日

豊中市

11
12
13
14
15

東大阪市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

高齢者への介助補助、掃除洗濯、事務補助

平成27年7月13日

東大阪市

洗濯業務、食事の配下膳、清掃業務

平成27年9月15日

東大阪市

施設内外の清掃作業

平成28年1月5日

東大阪市

1

高齢者ケアセンター向日葵

東大阪市玉串町１丁目10番20号

社会福祉法人玉美福祉会

2

東大阪養護老人ホーム

東大阪市新上小阪１１－２

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

3

特別養護老人ホーム アーバンケア島之内

東大阪市吉田本町１－１０－１３

社会福祉法人由寿会

4

特別養護老人ホーム アーバンケア稲田

東大阪市稲田新町１－１０－１

社会福祉法人由寿会

施設内外の清掃作業

平成28年1月5日

東大阪市

5

特別養護老人ホーム アーバンケア御厨

東大阪市御厨東１－９－１６

社会福祉法人由寿会

施設内外の清掃作業

平成28年1月5日

東大阪市

6

特別養護老人ホーム アーバンケア八戸ノ里

東大阪市御厨中２－３－３２

社会福祉法人由寿会

施設内外の清掃作業

平成28年1月5日

東大阪市

7

介護老人保健施設 アーバンケア

東大阪市御厨東１－９－５５

社会福祉法人由寿会

施設内外の清掃作業

平成28年1月5日

東大阪市

8

社会福祉法人 天心会 救護施設 フローラ

東大阪市永和２－７－３０

社会福祉法人 天心会

施設内生産活動参加、洗濯、清掃、厨房業務

平成28年6月23日

東大阪市

9

特別養護老人ホーム 福寿苑

東大阪市出雲井本町３番２５号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

10

特別養護老人ホーム みのわの里

東大阪市古箕輪１丁目３番２８号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

11

特別養護老人ホーム 布市福寿苑

東大阪市布市町２丁目１２番２号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

12

グループホーム 布市真寿庵

東大阪市布市町２丁目１２番２号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

13

介護老人保健施設 枚岡の里

東大阪市出雲井本町３番２５号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

14

介護老人保健施設 長田の里

東大阪市長田東１丁目３番５号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

15

ケアハウス ひらおか

東大阪市出雲井本町２番１６号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

16

ケアハウス 喜里川

東大阪市喜里川町１２番１号

社会福祉法人 川福会

施設内の清掃・洗濯業務

平成29年5月15日

東大阪市

高槻市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

1

特別養護老人ホーム 高槻荘

高槻市郡家新町４８－７

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

直接介護業務（食事介助・入浴介助・排泄介助等）間接業
務（シーツ交換・居室清掃・洗濯業務・食事準備・後片付け
等）清掃全般、その他

平成28年1月5日

高槻市

2

救護施設 高槻温心寮

高槻市塚原１－９－１

大阪福祉事業財団

洗濯補助・作業指導補助・入浴介助時の送迎、ドライヤー・
居室ゴミ収集・農園芸作業補助・月間プログラム実施時の
補助・トイレットペーパー、紙タオルの補給・食事配膳補助、
見守り・シーツ交換補助

平成31年3月15日

高槻市

3

摂津峡認定こども園

高槻市南平台５丁目６８－９

照治福祉会

清掃、畑仕事、洗濯、軽作業等

令和1年9月12日

高槻市

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

枚方市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

フーライ

所在地
大阪府枚方市新町２丁目２番６号

法人名
特定非営利活動法人ベルビー

訓練内容

認定年月日

認定自治体

デイサービスでの利用者とのコミュニケーション、食事介
助、見守り等

平成28年3月29日

枚方市

八尾市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

1

特別養護老人ホーム成法苑

八尾市南本町３丁目４番５号

社会福祉法人八尾隣保館

居室清掃等

平成27年4月30日

大阪府

2

特別養護老人ホーム ホーム太子堂

八尾市太子堂4丁目1番32号

社会福祉法人竜華福祉会

居室シーツ交換・清掃等

平成27年5月27日

大阪府

3

デイサービスセンター萱振苑

八尾市萱振町５－１０

社会福祉法人つくし会

食事準備片づけレクリエーションの準備・片づけ

平成27年6月9日

大阪府

4

特別養護老人ホーム萱振苑

八尾市萱振町５－１０

社会福祉法人つくし会

シーツ交換・掃除・洗濯業務等の間接的業務

平成27年6月9日

大阪府

5

特別養護老人ホーム 信貴の里

八尾市服部川５丁目７番地２

社会福祉法人高安福祉会

施設内清掃及びリネン関係業務

平成27年8月13日

大阪府

6

特別養護老人ホームピュア

八尾市郡川２丁目３３番地

社会福祉法人香久山会

居室のシーツ交換と清掃等の間接的業務

平成27年10月1日

大阪府

7

特別養護老人ホーム高秀苑

八尾市桂町五丁目１１番６

社会福祉法人久義会

施設内の清掃業務等

平成27年10月1日

大阪府

8

特別養護老人ホーム 幸寿

八尾市太田３－１９２－２

社会福祉法人幸寿会

施設内外の清掃等の間接的業務

平成27年10月23日

大阪府

9

デイサービスセンター成法苑

八尾市南本町３丁目４番５号

社会福祉法人八尾隣保館

フロアの清掃や利用者のお茶出し等の間接的業務

平成27年10月23日

大阪府

10

デイサービスセンターサポートやお

八尾市青山町４丁目４番１８号

社会福祉法人八尾隣保館

フロアの清掃や利用者のお茶出し等の間接的業務

平成27年10月23日

大阪府

11

特別養護老人ホーム しあわせの郷

八尾市郡川三丁目８０番地１

社会福祉法人幸福会

間接的介護業務（シーツ交換、掃除、皿洗い）
コミュニケーション

平成27年12月21日

大阪府

12

特別養護老人ホーム あすか八尾

八尾市太子堂四丁目２番３３号

社会福祉法人朋寿会

清掃や洗濯、居室のシーツ交換等の間接的業務

平成27年12月21日

大阪府

13

特別養護老人ホーム 久宝寺愛の郷

八尾市久宝寺三丁目１５番３８号

社会福祉法人 大阪愛心会

清掃や洗濯、居室のシーツ交換等の間接的業務

平成28年3月30日

大阪府

14

デイサービス 久宝寺愛の郷

八尾市久宝寺三丁目１５番３８号

社会福祉法人 大阪愛心会

清掃や洗濯、居室のシーツ交換等の間接的業務

平成28年3月30日

大阪府

15

デイサービスセンター寿光園

八尾市楽音寺２丁目１２５番地

社会福祉法人 寿光会

利用者の送迎・移動等の援助と清掃等の間接的業務

平成28年4月13日

大阪府

16

特別養護老人ホーム寿光園

八尾市楽音寺２丁目１２５番地

社会福祉法人 寿光会

居室のシーツ交換と清掃等の間接的業務

平成28年4月13日

大阪府

17

特別養護老人ホーム 長生園

八尾市光南町１丁目４番８号

社会福祉法人 養珠会

施設内外の清掃及び食事の配膳、下膳などの補助作業

平成28年6月13日

大阪府

18

特別養護老人ホーム 高安の郷

八尾市服部川四丁目７７番地１

社会福祉法人 明和会

居室のシーツ交換と清掃業務等の間接的な業務

平成29年7月10日

大阪府

19

特別養護老人ホーム 吉兆苑

八尾市幸町六丁目３３番地２号

社会福祉法人 吉兆会

高齢介護者の介護補助及び生活支援業務

平成29年7月26日

大阪府

20

キリンこども園

八尾市南本町３丁目４番５号

社会福祉法人八尾隣保館

保育室や共用部分の清掃等の間接的作業

平成29年8月4日

大阪府

八尾市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

21

キリン第二こども園

八尾市高美町１丁目４番１６号

社会福祉法人八尾隣保館

保育室や共用部分の清掃等の間接的作業

平成29年8月4日

大阪府

22

ルフレ八尾

八尾市高美町１丁目４番１６号

社会福祉法人八尾隣保館

共用部分の清掃、洗濯等の間接的業務

平成29年8月4日

大阪府

23

養護老人ホーム心合寮

八尾市青山町４丁目４番１８号

社会福祉法人八尾隣保館

食事準備と清掃等の間接的業務

平成29年8月4日

大阪府

寝屋川市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

1

ケアハウス グリーンヒル淳風

寝屋川市太秦高塚町９－１

社会福祉法人 淳風会

ケアハウスの介護補助

平成28年3月9日

大阪府

2

読売センター寝屋川中央駅前店

寝屋川市八坂町11－４

ミナ・コリーグ株式会社

ポスティングチラシの作成や配布
折り込みチラシ作成の補助
顧客への配布物の準備や配布
その他店内スタッフの補助

令和2年3月11日

寝屋川市

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

吹田市内認定事業所一覧
令和3年3月29日現在
事業所名

所在地

法人名

訓練内容

認定年月日

認定自治体

1

（社福）こばと会 特別養護老人ホームいのこの里

吹田市山田西1丁目26番27号

社会福祉法人こばと会

介護補助・調理補助・清掃等

平成27年5月27日

大阪府

2

（社福）こばと会 いのこの里デイサービスセンター

吹田市山田西1丁目26番27号

社会福祉法人こばと会

介護業務補助・清掃等

平成27年5月27日

大阪府

3

吹田市立亥の子谷デイサービスセンター

吹田市山田西1丁目26番20号

社会福祉法人こばと会

介護業務補助・清掃等

平成27年5月27日

大阪府

4

吹田竜ヶ池ホーム

吹田市原町3丁目21番25号

社会福祉法人成光苑

施設内環境整備・設備備品の維持管理等

平成27年5月27日

大阪府

5

（社福）みなと寮 救護施設 千里寮

吹田市古江台6丁目2番8号

社会福祉法人みなと寮

農園作業・館内清掃・敷地内清掃・シーツ交換・配膳補助等

平成27年6月1日

大阪府

6

特別養護老人ホーム あす～る吹田

吹田市岸部中二丁目7番12号

社会福祉法人 秀明会

①介護業務及び介護補助業務
②清掃業務及び趣味活動の補助

平成30年3月29日

大阪府

7

吹田特別養護老人ホーム高寿園

吹田市山手町１丁目１番1号

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会

①食事介助以外の支援 ②配膳、下膳、配茶
③高齢者とのコミュニケーション ④介護補助業務全般

令和元年10月16日

大阪府

8
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10
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