体験活動受入事業所・団体一覧
平成29年7月末現在
事業所・団体名

地域

体

験

内

容

1

玄武館 空手道

京都市北区 空手道体験を通じ、心技体の鍛錬等

2

おおみや 葵の郷

京都市北区 介護現場見学 体験

3

京都市北青少年活動センター

京都市北区 サークル活動やボランティア活動など

4

株式会社 山本自動車

京都市北区 職場見学 作業補助 片付け 清掃等手伝い

5

西陣織工業組合 西陣織会館

京都市上京区 ミニ手織りを使用してサンプル品作成 販売業務手伝い（女性職員90%以上）

6

バザールカフェ

京都市上京区 調理補助 皿洗い 庭管理（木曜日 草引き畑仕事） 木・金・土曜日可能

7

京都ＢＢＳ連盟

京都市上京区 各地区ＢＢＳ会が実施する行事体験など

8

乾窓院（けんそういん）

京都市上京区 清掃作業、精進料理教室、座禅、

9

法輪寺（だるま寺）

京都市上京区 法話、座禅、清掃、食事体験を通じて相手を思いやる、自己を見つめる

※期間、時間帯に制限あり

10 谷内塗装店

京都市上京区 職場見、職場体験

11 有限会社 大野工務店

京都市左京区 建築現場の安全、整理、整頓、清掃など

12 無學寺（むがくじ）

京都市中京区 座禅、庭掃除、講話等

13 京都府理容生活衛生協同組合

京都市中京区 職場見学 職場体験など 依頼があれば相談の上決めたい

14 京都府中華料理生活衛生協同組合

京都市中京区 加盟事業所への説明と各事業所登録養成 ケース発生時の協力事業所紹介

15 京都市中京青少年活動センター

京都市中京区 サークル活動やボランティア活動など

16 株式会社 迦婁羅（麺場 一力）

京都市中京区 キッチンでの調理 挨拶 かけ声など社会での必要最小限の常識をきめ細かく指導

17 株式会社 インフィニティ

京都市中京区 モバイルネットワークソリューション事業

18 京都青窯会協同組合

京都市東山区

19 京都市東山青少年活動センター

京都市東山区 サークル活動やボランティア活動など

20 宮川塗装

京都市山科区 塗装関係

21 特別養護老人ホーム ヴィラ山科

京都市山科区 高齢者とのふれあい 介護体験

22 鳥響（とりひびき）

京都市山科区 焼肉店 仕入れ 接客など

23 京都市山科青少年活動センター

京都市山科区 サークル活動やボランティア活動など

24 有限会社 トクショウ工業

京都市山科区 建築外内装、アルバイト等の就労支援

25 西七条老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 社福法人 京都福祉ｻｰﾋﾞｽ協会

京都市下京区 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの一日を体験（高齢者、障害者との関わり）

26 京都市下京青少年活動センター

京都市下京区 サークル活動やボランティア活動など

27 粉屋アカピーノ 本店・支店

京都市下京区 手ごねのパン （支店は中京区）

28 都舞手合同会社

京都市下京区 職場体験活動 就労に向けての支援

土ひねり体験（陶磁器制作） 土から器作りを通して食器や身の回りの物に愛着を。才能発揮する子もいる。

29 京都テルサフィットネスクラブ

京都市南区 フィットネストレーニング等の体験活動

30 大橋設備工業

京都市南区 配管工事他 清掃作業の職場体験

31 東九条特別養護老人ホーム のぞみの園

京都市南区 老人介護の手伝い、その他軽作業など

32 高齢者総合福祉施設 ももやま

京都市南区 高齢者福祉施設での手伝いなど

33 株式会社 タナカテック

京都市南区 体験活動 職場体験

34 株式会社 Ｊ・Ｐ・Ｆ

京都市南区 職場体験 就労体験 金属加工業（機械を使った金属加工）補助

35 日本ボーイスカウト京都連盟

京都市南区 キャンプ体験 グループ活動

36 一般社団法人ガールスカウト京都府連盟

京都市南区 キャンプ体験 ボランティア活動など

37 京都府レクリエーション協会

京都市南区 レクリエーション体験など

38 京都市南青少年活動センター

京都市南区 サークル活動やボランティア活動など

39 長谷川農園

京都市南区 各種農作業体験（主に野菜作り） 大菊作り体験（挿し芽から展示会場出品まで）

40 木下紙業 株式会社

京都市南区 古紙分別・選別作業

体験活動受入事業所・団体一覧
平成29年7月末現在
事業所・団体名

地域

体
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41 有限会社 矢野設備

京都市南区 体験活動、職場見学、職場体験

42 有限会社 金澤建匠

京都市南区 建築一般

43 株式会社 宮原工業

京都市南区 水道工事、配管工事、洗面台・便器等の設備取付 など水回りに関する仕事

44 甍技塾 徳舛瓦店有限会社

京都市右京区 瓦葺き工事 現場にて職場体験

45 株式会社 サガテクノ

京都市右京区 建築塗装作業補助業務

46 新福菜館 天神川店

京都市右京区 調理手伝い ホール接客

47 社会福祉法人 健光園

京都市右京区 高齢者福祉総合施設での職場体験

48 辻工務店

京都市右京区 建築関係全般

49 嵐山地域密着型総合ケア施設 ひろさわ

京都市右京区 高齢者とのふれあい 調理補助 介護補助 掃除

50 株式会社 タザワ電気

京都市右京区

51 喫茶 篝

京都市右京区 接客 清掃作業 相談相手

52 三光住宅

京都市右京区 建築現場での手伝い、整理、整頓、清掃など

53 社会福祉法人 健康園 あらしやま

京都市右京区 福祉施設での体験活動

54 NPO法人 フラワーサイコロジー協会

京都市右京区

55 光専寺（こうせんじ）

京都市西京区 学習支援等体験活動場所の提供、庭掃除、講話等

56 高齢者総合福祉施設 京都厚生園

京都市西京区 高齢者とのふれあい 施設内作業

57 クリーンサービス ヤマダ

京都市西京区 ハウスクリーニング（新居家屋入居前清掃）

58 ウォズ・ボクシングジム

京都市西京区 ボクシングの指導及び礼儀 多少の人生相談

59 向西寺

京都市西京区 少年の相談相手 清掃作業

60 株式会社 うお嘉

京都市西京区 調理場の見学 体験 洗い場、清掃など

61 有限会社 WEST HILL

京都市西京区 地質調査・土壌調査に係るボーリング調査手伝い

62 的場タイル

京都市西京区 玄関のタイル張り キッチン前タイル張り 風呂のタイル張り

63 株式会社 福田内装

京都市西京区 建物内のクロス（壁紙）貼り、床シート貼り

64 乙訓少年支援の会「ひまわり」

京都市西京区 学習支援

65 栄春寺（えいしゅんじ）

京都市伏見区 畳ふき、草引き、講話、「和」の指導（剣道、お茶、生け花等）

66 株式会社 アドックス 伏見店

京都市伏見区 美容室手伝い

67 株式会社 西海

京都市伏見区 ホール手伝い 洗い場手伝い

68 伏見港公園

京都市伏見区

69 京都市伏見青少年活動センター

京都市伏見区 サークル活動やボランティア活動など

70 宗教法人 藤森神社

京都市伏見区 清掃作業、体験活動

71 株式会社 中央エンジニアリング

京都市伏見区 建築管理、職場見学、職場体験、就労支援

72 株式会社 典座

京都市伏見区 弁当給食の盛り付け作業 食器洗浄作業 調理補助

73 かじスト株式会社

京都市伏見区 職場見学、清掃の体験活動２日まで

職場体験（美術作品 デザイナー 認知症高齢者支援） 体験（生け花、パソコン、料
理）

74 株式会社 蒲原工務店

向日市

大工工事（住宅の新築、リフォーム） 体験受入可能

75 悠志真建設

向日市

76 NPO法人 ENDEAVOR JAPAN ジョブサポートセンターRINEN

向日市

リネン業務 清掃業務 競輪場ポスター張り替え作業など

77 ビューティサロン ナティ

向日市

四日間 職場体験

78 有限会社 ステラ

向日市

掃除 洗濯 接客 ワゴンの用意・補助 クロスたたみ シャンプー・パーマの練習など

79 勝山建設

向日市

建設基礎工事の作業見学と簡単な作業手伝い

体験活動受入事業所・団体一覧
平成29年7月末現在
事業所・団体名
80 セブンイレブン 向日北前田店

地域
向日市

体

験

内

容

コンビニ業務全般（レジ、 品出し、接客、清掃）

81 ミカド産業

長岡京市

土木作業見習い

82 医療法人 千春会

長岡京市

介護（介護老保険施設 デイサービスセンターなど）での就労体験

83 花珠（かじゅ）

長岡京市

生花小売店での清掃及び販売、冠婚葬祭の生花装飾 テレビ映画の生花装飾補助

84 Bambi Stile（ばんび すたいる）

長岡京市

職場体験

85 NPO法人 Ａ・Ｋクラブ

長岡京市

ヒップホップダンスの習得、地域行事への出演、参加

86 洋食屋 AKIRA

長岡京市

調理場での業務 ホールでの業務 開閉店準備業務 これらを通じて勤労の意義と
責任を自覚する指導

87 龍龍軒

長岡京市

ホール作業

調理手伝い

接客

開閉店作業

88 子育て・教育支援センター「虹」

宇治市

相談 体験活動 学習支援

89 ＢＭＢスポーツジム

宇治市

ボクシング講座 マシンによるウエイトトレーニングなど

90 株式会社 森井電機

宇治市

電気工事関係作業

91 槇島福祉の園 宇治川福祉の園

宇治市

畑作業 下請作業の手伝い 外出時の付き添いなど 利用者との交流

92 志津川福祉の園

宇治市

障がいのある人との協働 陶芸 木工 織物 制縫などの手助けなど

93 株式会社 アドックス小倉店

宇治市

美容室手伝い

94 株式会社 アドックス大久保店

宇治市

美容室手伝い

95 山城総合運動公園 太陽が丘

宇治市

96 宇治市青少年指導センター

宇治市

スポーツ活動

97 宇治市教委 大久保青少年センター

宇治市

施設利用者（児童生徒）との交流 施設内の環境整備補助

98 京都南部少年少女自立支援の会「青空」

宇治市

学習支援を中心として、YAの支援少年の支援に関するサポート

99 支援寺子屋「ステージ」

城陽市

学習支援

100 久保建築

城陽市

建築工事全般作業

101 介護老人保健施設 煌（きらめき） 社会福祉法人 南山城学園

城陽市

職場体験

102 株式会社 ベストプランニングシステム

城陽市

リサイクル工場での清掃作業や出荷までの作業過程の体験など

103 ヘアーメイク アブティール

城陽市

ヘアーメイク

104 TAOS PUEBLO （たおす ぷえぶろ）

城陽市

美容室手伝い

105 公益財団法人 青少年野外活動総合センター

城陽市

場内管理の軽作業

106 株式会社 ケイティエフ

城陽市

職場見学 職場体験（軽作業） 精密板金 製缶加工

107 有智の郷

八幡市

高齢者福祉施設での手伝い その他軽作業

108 国際格闘技協会 截空道総本部

八幡市

武道体験 相談 ウエイトトレーニング 内弟子体験 英語指導

109 くすのき

八幡市

学習支援、就労援助

110 京都八幡 流橋焼（りゅうきょうやき）

八幡市

陶芸体験

111 美容室 ピエレ

八幡市

美容師としての仕事の流れ、技術、接客他の勉強

112 株式会社 小泉組

八幡市

鉄筋加工に関する教育及び工場整理整頓、規則正しい生活の指導

113 CLASSICO hair （くらしこ へあー）

京田辺市

114 大沢塗装店

久御山町

塗装関係

115 木津芳梅園（社会福祉法人 芳梅会）

木津川市

施設内外の清掃活動 送迎車両の社会清掃 その他軽作業

116 国際空手道 志真會館

木津川市

キックボクシング、空手を通じて身体運動の楽しさを伝える 受け入れ随時可

117 神の園

精華町

高齢者福祉施設での手伝い その他軽作業

118 苗秀寺（みょうしゅうじ）

亀岡市

カウンセリング 座禅 写経 清掃 そば打ち 陶芸 竹細工など
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119 神応寺（じんのうじ）

亀岡市

座禅、写経、清掃、精進料理づくり 生け花 お茶など

120 的眞塾 京都国際禅堂（常徳寺 東光寺）

亀岡市

禅寺での修行体験

121 大恩寺

亀岡市

空手道の訓練（火、金18:00～20:00） 庭掃除 法話 相談など

122 太田保育園

亀岡市

乳幼児の保育手伝い その他軽作業など

123 亀岡友愛園

亀岡市

高齢者福祉施設での手伝い その他軽作業

124 カットハウス ササキ

亀岡市

始業前の店の清掃 閉店後の清掃 シャンプーの指導 お客様へのコーヒー出し レジなど

125 株式会社 広東（かんとん）

亀岡市

三日間程度 10:00～22:00の間の時間帯で

126 公益財団法人 関西盲導犬協会

亀岡市

盲導犬訓練センターでの手伝い 街頭募金活動 主催行事見学会など

127 有限会社 丸福自動車

亀岡市

３日から１週間程度ＯＫ 自動車洗車・清掃 整備場清掃 接客・納車・引き取り

128 南丹少年支援の会「はばたけ」

亀岡市

学習支援 各種体験活動 ボランティア活動

129 藤村種苗園

亀岡市

野菜類育苗 各種農作業

130 株式会社 山本屋

亀岡市

職場体験 農産物卸業（仕分け、搬送 作業場整頓）

131 株式会社 木曽造園

亀岡市

造園作業補助 清掃作業

132 なでしこ美容室 株式会社

亀岡市

接客補助 店内清掃 技術ｊ補助 亀岡市内５店舗、園部１店舗、下京区１店舗協力可能

133 亀岡少年支援の会「タートル」

亀岡市

学習支援

134 岩崎照明 株式会社

亀岡市

ＬＥＤランプ製造補助 現場工事手伝い

135 有限会社 ツインズ

亀岡市

総合建設業 職場体験及び就労

136 美山やすらぎホーム

南丹市

高齢者施設での手伝い その他軽作業

137 ＮＰＯ法人スマイル

京丹波町

障害者・障害児の日中活動（創作、生産、レクリエーション等）の支援

138 福知山踊振興会

福知山市

伝統文化体験 福知山踊・福知山音頭・太鼓てほどき教室

139 岩戸ホーム

福知山市

職場見学 体験活動 受入期間（９／１２～２／２８ 土日休日除く ５日簡）

140 サンヒルズ紫豊館 社会福祉法人成光苑

福知山市

環境整備 福祉体験 施設見学 カンファレンス

141 三愛荘

福知山市

体験活動 職場体験

142 株式会社 流通システム ナカジマ

福知山市

運送補助 軽作業

143 福知山市動物園

福知山市

動物園内の支援

144 蘆田農園

福知山市

農作物の管理補助 その他軽作業

145 株式会社 足立金属

福知山市

物資運搬 物資品分け 場内整理・清掃

146 有限会社 奥村製作所

福知山市

資材運搬 溶接準備・実施 作業場整頓・清掃

147 キデラ美容室

福知山市

美容室手伝い 清掃

148 ホテル ロイヤルヒル福知山

福知山市

清掃作業 調理補助 宴会サービス 接客サービス

149 株式会社 あじくら

福知山市

食の大切さ素晴らしさを就業体験で

150 株式会社 スリーエス

福知山市

中間処理施設内での廃棄物手選別作業

151 学 塾

福知山市

学習指導

152 金田工務店

福知山市

少年の相談相手 職場・現場の見学 物作り 大工の基礎基本（礼儀等） 事情に応じ相談

153 有限会社 オートブルージュ

福知山市

洗車 簡単な車のバラシ 掃除 応相談

154 こにしげ農園（自然体験教室）

福知山市

農作業 スポーツ たこ焼き等の体験活動

155 未来チーム

福知山市

話し相手 学習支援等

156 有限会社 大阪ビジネスクラブ

福知山市

警備業（高速道路規制作業等） 除草作業 列車見張り員等相談

157 社会福祉法人 まいづる福利会ワークショップほのぼの屋

舞鶴市

障害者福祉施設での指導補助

158 障害者支援施設こひつじの苑舞鶴

舞鶴市

受入時間帯10:00～17:00 施設内見学 職場体験 その都度相談

体験活動受入事業所・団体一覧
平成29年7月末現在
事業所・団体名

地域

体

験

内

容

159 YOUの会

舞鶴市

学習支援等 応相談

160 有限会社 京新工業

舞鶴市

土木工事 足場工事（現場での作業体験、清掃、整理整頓 安全研修）

161 特定非営利活動法人 よのなか塾

舞鶴市

学習支援、体験活動（スポーツ等）、就労体験

162 有限会社 泰成

舞鶴市

リサイクル全般、中古車・バイク買い取り販売、住宅不要品処分、片付け等

163 メンズカット ハリス

舞鶴市

清掃活動、シャンプー補助、パーマ補助

164 趣向料理 内方

舞鶴市

洗い物、調理補助 平日９時くらいから相談

165 南石油 株式会社

舞鶴市

給油中の車窓ふき 洗車拭き上げ作業 状況見て給油作業も（監督下）

166 第２松寿苑

綾部市

高齢者施設での手伝い その他軽作業

167 株式会社 上田石材

綾部市

土木工事 石材加工

168 いこいの村聴覚言語障害センター

綾部市

障害のある利用者と共に農作業従事 高齢者との交流

169 たきたて弁当 物部店

綾部市

弁当盛り合わせ 店頭客の接客レジ

170 ファッションスポット まからんや

綾部市

店内清掃 商品陳列手伝い 商品出し

171 株式会社 鎌田電器

綾部市

接客以外の現場作業 パソコン作業 家電の納品・配達

172 八田クラブ

綾部市

スポーツ振興（バレーボール）

173 ＮＰＯ法人 ふきのとう

綾部市

介護助手（送迎手伝い お茶入れ 頭髪乾燥 レクリエーション補助）

174 大萬商事 株式会社

綾部市

古紙プレス作業（ひも切り 選別） 接客（荷下ろし） 期間相談

175 綾部地区BBS会

綾部市

職場体験 体験活動（講演会やイベントのスタッフ）

176 あやべ印刷 株式会社

綾部市

文字入力、印刷補助、製本補助、梱包作業

177 あやべ少年・少女自立支援の会「くわのみ」

綾部市

就学支援、就労支援、体験活動、家庭支援

178 株式会社 エフエム あやべ

綾部市

30分のラジオ番組放送枠 無料提供

179 株式会社 ＴＡＭＡ

綾部市

事務作業、清掃作業、除草作業等の職場体験

180 綾部クラブ

綾部市

スポーツ（女子バレーボール）

181 ＮＰＯ法人 まごころ

綾部市

相談相手、清掃作業体験活動、職場見学、職場体験

182 株式会社 あず木

綾部市

職場体験 イベントスタッフとして参加 地域行事への参加

183 焼肉の栄亭（綾部店、東舞鶴店）（有限会社 栄）

綾部市

洗い物、片付け、仕込み 10:30～14:00

184 一二三亭

綾部市

洗い物、片付け、仕込み 10:30～14:00

185 青嵐荘

宮津市

高齢者施設での手伝い その他軽作業

186 はごろも苑

京丹後市

高齢者施設での手伝い その他軽作業

187 株式会社 日進製作所

京丹後市

製品の梱包詰め作業体験 安全教育 受入期間：一週間

188 アスナロ会

京丹後市

学習支援等を通じて適宜相談

189 株式会社 にしがき

京丹後市

販売商品補充、ｲﾝｽﾄｱｰ作成、商品パック詰、値付け作業、青果加工業務

190 岩滝あじさい苑

与謝野町

高齢者施設での手伝い その他軽作業

191 株式会社 中本建築工房

与謝野町

一般建築業、大工工事業、応体験内容相談

192 株式会社 シオノ鋳工

与謝野町

鋳込作業、造型作業、解枠作業、仕上作業、塗装作業、梱包作業

