長野県内 認定就労訓練事業所 一覧
令和2年1月15日

①長野県認定分
法人名

事業所名

企業組合労協ながの

松本協立病院売店

企業組合労協ながの

所在地

院内売店における接客及び商品販売、倉庫での商品管
理

認定自治体 認定番号

認定年月日

長野県

2000000011 平成27年9月29日

床面・トイレ・共用部清掃、一般廃棄物作業、食器洗浄、
企業組合労協ながの 松本協 松本市巾上9-27 松本協立病院内ハウス
駐車場における来院者場内誘導・場内環境整備、畑での
立病院現場
キーパー室
農園作業

長野県

2000000028 平成27年9月29日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 城南製
上田市下丸子866-7
作所売店

商品の品出し、レジ打ち・接客、売店内の清掃

長野県

2000000035 平成27年9月29日

企業組合労協ながの

上田市役所売店

商品の陳列・補充・販売・レジ打ちなど

長野県

2000000042 平成27年9月29日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 塩尻協 塩尻市桟敷437 塩尻協立病院内旧館休
床面の清掃、トイレ・洗面等の洗浄など
立病院 清掃現場
憩室

長野県

2000000059 平成27年9月29日

合同会社フィールネク
スト

合同会社フィールネクスト

小諸市大字御影新田2129-5

法人が管理する農地での定植、収穫、事業所での仕分
け、出荷作業、集荷作業、配達業務 など

長野県

2000000066 平成27年9月29日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

埴生児童センター

千曲市大字鋳物師屋108-1

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000073 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

八幡児童センター

千曲市大字八幡3094-5

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000080 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

屋代児童センター

千曲市大字屋代2226-4

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000097 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

東部児童センター

千曲市大字生萱122

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000103 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

稲荷山児童センター

千曲市大字桑原1826-1

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000110 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

戸倉児童館

千曲市大字戸倉1972-2

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000127 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

更級児童館

千曲市大字羽尾1812

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000134 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

五加児童館

千曲市大字千本柳328

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000141 平成28年2月10日

社会福祉法人千曲市
社会福祉協議会

上山田児童館

千曲市大字上山田温泉4-29-1

館内の清掃・窓ふき等の軽作業

長野県

2000000158 平成28年2月10日

社会福祉法人敬老園

敬老園本部 絆事業部

上田市常盤城2256-1

要介護・要支援者等の高齢者向け生活支援サービスの提供

長野県

2000000165 平成28年8月31日

長野県

2000000172 平成28年10月11日

長野県

2000000189 平成28年11月10日

社会福祉法人サンあな
救護施設 阿南富草寮
ん

松本市巾上9-26 松本協立病院内

訓練内容

現在

上田市大手1-11-10

阿南町富草4347-21

社会福祉法人みまき福 保健・医療・福祉の総合施設 ケ
東御市布下6-1
アポートみまき
祉会

１ 職員の補助（食事介助、入浴介助、歩行訓練、リハビリ体操
等）
２ 農作業（寮内の農作業班と連携）
老人ホーム等で利用者と関わり、スタッフと連携したフォロワー
となる軽作業（衣類タタミ、環境整備、有償運送添乗、外出援助
など）

法人名

事業所名

所在地

訓練内容

認定自治体 認定番号

認定年月日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 上田生協
診療所 清掃管理現場

上田市上塩尻393-1 上田生協診療所内

１ 病院内における床面、トイレ、洗面の清掃・廃棄物収集作業
２ 宿直・日直業務及び電話対応

長野県

2000000196 平成28年12月22日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 老人保健
施設はびろの里 清掃現場

伊那市大字西箕輪2758-1

施設内における床面の清掃、廃棄物運搬作業等

長野県

2000000202 平成28年12月22日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 上伊那生
協病院 清掃現場

箕輪町中箕輪11324 上伊那生協病院内

長野県

2000000219 平成28年12月22日

企業組合労協ながの

上伊那生協病院売店

箕輪町中箕輪11324 上伊那生協病院内

長野県

2000000226 平成28年12月22日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 生協総合
ケアセンターいいじま 清掃現場

飯島町飯島2050-1

施設内における床面の清掃、廃棄物運搬作業等

長野県

2000000233 平成28年12月22日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの はやしの
杜 清掃現場

豊丘村神稲4176 はやしの杜内

施設内のベランダ・廊下等の清掃

長野県

2000000240 平成28年12月22日

企業組合労協ながの

千曲市健康プラザ

千曲市倉科76-1

長野県

2000000257 平成28年12月22日

社会福祉法人伊南福
祉会

救護施設 順天寮

駒ケ根市赤穂8200-3

長野県

2000000264 平成29年1月25日

長野県

2000000271 平成29年1月25日

１
２
１
２
３

病院内における床面の清掃
トイレ、洗面等の洗浄 など
売店の清掃並びに商品整理
お客様への声掛け
商品の品出し

１ 館内の清掃（トイレ・浴槽等）
２ 売店・受付業務
１ 廊下等共用スペースの清掃、厨房での食器洗いの補助
２ 施設内外の環境整備作業、畑での草取り、苗の植付けなど
の農作業
１ 調理補助業務（下処理・盛付等）
２ 洗浄業務

株式会社デリクックちく
医療法人慈善会 安藤病院
ま

上田市中央西1-1-20

社会福祉法人ちいさが
デイサービスセンター ともがき
た福祉会

東御市滋野乙2465-5

パソコン業務、下膳作業、館内清掃作業

長野県

2000000288 平成29年2月13日

社会福祉法人大北社
会福祉事業協会

救護施設 れんげ荘

大町市平1091-7

農作業、施設整備（草取り、清掃、包布交換、除雪など）

長野県

2000000295 平成29年4月1日

社会福祉法人夢工房
福祉会

社会福祉法人夢工房福祉会 ＬＩ
ＮＫ

須坂市高梨343-1

法人が管理する事業所で食品の加工を行う

長野県

2000000301 平成29年4月10日

株式会社デリクックちく 社会福祉法人ちいさがた福祉会
フォーレスト
ま

東御市常田2-1

調理補助、洗浄業務、下処理業務

長野県

2000000318 平成29年5月1日

和限株式会社

和限株式会社

諏訪郡下諏訪町社214-7

法人が管理する農地で農作業を行い、室内作業として選別、袋
箱詰めなど収穫物の加工・販売を行う。

長野県

2000000325 平成29年5月23日

社会福祉法人伊那市
社会福祉協議会

ふれあい相談センター

伊那市山寺298-1

墓地見守りサービス事業

長野県

2000000332 平成29年9月14日

社会福祉法人恵仁福
祉協会

特別養護老人ホーム アザレアン
上田市真田町長7141-1
さなだ

介護事業所における利用者の見守り、リネン交換、環境整備、
消耗品の補充

長野県

2000000349 平成29年12月14日

社会福祉法人伊那市
社会福祉協議会

上伊那産業振興会 伊那技術形
伊那市西箕輪2415-6
成センター

伊那技術形成センター建屋内の清掃及び敷地内の除草・剪定
作業

長野県

2000000356 平成30年2月15日

企業組合労協ながの

企業組合労協ながの 老人保健
施設あずみの里 清掃現場

長野県

2000000363 平成30年3月8日

安曇野市豊科高家5285-11 老人保健施設あ １ 老人保健施設内の清掃
ずみの里内
２ ボランティア活動、地域連帯活動への参加

株式会社色彩食そらや 株式会社色彩食そらや

東御市下之城1323-2

法人が管理する農地（東御市及び北佐久郡立科町）での農耕
作業全般を行う。

長野県

2000000370 平成30年3月30日

社会福祉法人伊那市
社会福祉協議会

伊那市美篶8268

株式会社南信化成における製品運搬箱（プラ箱）及び仕切り板
の分別・整理整頓業務

長野県

2000000387 平成30年6月25日

株式会社南信化成

法人名
社会福祉法人伊那市
社会福祉協議会

事業所名
ニッパツフレックス株式会社

社会福祉法人ちいさが
介護老人福祉施設フォーレスト
た福祉会
特定非営利活動法人
わっこ谷の山福農林舎
わっこ谷の山福農林舎
② 長野市認定分
法人名

所在地

認定自治体 認定番号

認定年月日

伊那市西箕輪2445-5

ニッパツフレックス株式会社における自動車部品の組立作業

長野県

2000000394 平成31年3月6日

東御市常田２－１

介護一般

長野県

2000000400 令和1年8月28日

東筑摩郡筑北村西条3846番地

農業・林業・薪づくり・代行サービス等

長野県

2000000417 令和2年1月15日

令和2年1月15日

事業所名
企業組合労協ながの 本部 総務

訓練内容

所在地

訓練内容

認定自治体

認定番号

現在
認定年月日

企業組合 労協ながの 経理

長野市南長野新田町1482番地2

①簡単なパソコンへのデータ入力・書類作成、②書類の印刷・
仕分け・発送作業、③電話受付等の庶務

長野市

2020100012

平成27年10月1日

企業組合 労協ながの ころぼっくるながの

長野市高田350-7

①弁当製造のための調理補助、②食材の洗浄、空き容器の洗
浄・片付け・厨房内の清掃など、③販売接客・弁当配達補助な
ど

長野市

2020100036

平成27年10月1日

企業組合 労協ながの 長野中央病院 売店

長野市西鶴賀1570 長野中央病院内

①売店におけるレジ対応・接客業務、②商品の検品・品出しな
ど在庫管理業務、③高齢者住宅（買い物困難者）への出張販
売への参加

長野市

2020100043

平成27年10月1日

長野市西鶴賀1570 長野中央病院内

①院内での検体運び、②社会連帯活動として、ボランティアに
よる草刈や裁縫への参加

長野市

2020100050

平成27年10月1日

企業組合 労協ながの 館 清掃管理現場

長野市県町593

①会館清掃において、床面清掃、会議室清掃、トイレ・洗面の
洗浄

長野市

2020100067

平成27年10月1日

企業組合 労協ながの 長野中央病院 レストラン虹

長野市西鶴賀1570 長野中央病院2階

①調理補助、②盛りつけ（定食・当直弁当など）、③食器洗い

長野市

2020100074

平成27年10月1日

企業組合 労協ながの 企業組合 労協ながの

長野市南長野新田町1482番地2

①床面、ガラス、トイレなどの建物清掃、②道路・公園・河川等
の清掃・草刈り、③樹木、花壇等の保護管理

長野市

2020100081

平成30年3月16日

特定非営利活動法人
特定非営利活動法人ワーカーズ
長野市三輪７丁目７－６
ワーカーズコープかが コープかがやき
やき

①庭木の剪定・草取り、②除雪作業、③ハウスクリーニング

長野市

2020100098

平成30年7月6日

社会福祉法人
信濃福祉施設協会

救護施設 旭寮

長野市新諏訪１丁目25-43

①館内外の清掃業務、②外部事業者からの請負内職作業

長野市

2020100104

平成30年12月25日

社会福祉法人
廣望会

アトリエCoCo

長野市若穂保科3654

障がいのある方々と共にクリーニング作業、農作業、軽作業
等、障がい者理解を深め、障がい者支援の訓練も行う。

長野市

2020100111

平成31年3月14日

社会福祉法人
長野市社会福祉協議
会

長野市社会福祉協議会
きぼう相談所

長野市大字鶴賀緑町1714-5
ふれあい福祉センター２階

・建物内外の清掃作業、軽作業及びその補助
・施設利用者へのお茶出し、話し相手など

長野市

2020100128

平成31年3月18日

社会福祉法人
くりのみ園

NATURAL GARDEN くりのみ

長野市大字富竹字堰下1671－1

農作業：草取り、野菜の仕立（根切り）等

長野市

2020100135

令和元年７月11日

労協ながの 長野中央病院カルテ

企業組合 労協ながの メッセンジャー

労協ながの 長野県高校教育会

