
令和４年３月15日現在

認定番号 認定年月日 法人名 事業所名 所在地 利用定員 訓練内容

4700000018 平成27年10月29日 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 沖縄北部地域福祉事業所ゆらりの里 名護市大東２－２－１ １名 施設内外の環境整備、保育士の補助

4700000025 平成27年11月17日 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 就労支援事業所YU.RA.RI 名護市城二丁目１２番３号　渡具知ペイントビル２０３号 １名 利用者の生活、生産活動の補助

4700000032 平成28年2月18日 特定非営利活動法人うまんちゅ生活支援センターふくしの家 デイサービスセンターたんぽぽ 中頭郡読谷村字古堅５８７番地 1名 高齢者福祉施設での清掃・洗濯の手伝い等

4700000049 平成28年2月18日 特定非営利活動法人うまんちゅ生活支援センターふくしの家 デイサービスセンターたんぽぽ松本 沖縄市松本５－１３－２０ 1名 高齢者福祉施設での清掃・洗濯の手伝い等

4700000056 平成28年3月4日 有限会社ケイ・エム産業 ホテルみゆきビーチ 国頭郡恩納村字安富祖１５８８番地 5名
ホテル内客室清掃の補助（ハウスキーパー）
パブリックスペースの清掃補助

4700000063 平成28年3月30日 株式会社丸忠 株式会社丸忠 浦添市牧港５－１９－８ ３名
マットの洗浄等（工場内）
書類の整理等（事務所内）

4700000070 平成28年5月16日 社会福祉法人　琉球溢愛会 就労継続支援B型事業所　すまいる 中頭郡西原町字翁長６５９－２ ５名

室内作業：もやしの根切り作業、手作り石鹸の
磨き作業やラッピング作業、チラシの折り込み
作業、ウコンの根切り作業、焼き芋を入れる袋
作り作業
室外作業：畑作業、リサイクル作業、ポスティン
グ作業、老人ホームの居室の清掃やベッドメイ
キング

4700000087 平成28年5月16日 特定非営利活動法人Suns'コミュニティ Doたかはら 沖縄市高原３丁目１１番５３号 ２名 農作業全般（整地、収穫、草取り、水やり等）

4700000094 平成28年7月4日 株式会社　森岡産業 株式会社　森岡産業 中頭郡読谷村字座喜味３１５６番地 4名 産業廃棄物の人力による分別作業

4700000100 平成28年7月7日 本部造園株式会社 本部造園株式会社 国頭郡本部町字山川１４３２ ３名

公園植物維持等管理：芝生、低木、高木等の手
入れ作業
公園植栽地等清掃業務：落葉等集積作業及び
園路清掃

4700000117 平成28年7月14日 社会医療法人　仁愛会 介護老人保健施設アルカディア 浦添市伊祖四丁目１６番１号 4名

介護助手業務
（シーツ交換、食器洗い、居室の片付け、車イス
の清掃、コミュニケーション、食事の配膳、下
膳、食事介助、口腔ケア、車イスや歩行等の移
動介助）

4700000124 平成28年7月14日 社会医療法人　仁愛会
介護老人保健施設アルカディア　通所リ
ハビリテーション

浦添市伊祖四丁目１６番１号 ５名
介護助手業務
（歩行介助、排泄介助、食事介助、レク活動、
シーツ交換、配膳・下膳）

4700000131 平成28年8月4日 株式会社　アイナビ デイサービス　ちゅらさん 浦添市伊祖４丁目１番３号　１Ｆ １名
介護補助、見守り、環境整備、要介護者との会
話（おしゃべり）等

4700000148 平成28年8月4日 社会福祉法人　前田福祉会
社会福祉法人　前田福祉会　柿の実保
育園

浦添市前田１丁目１１番１７号 １名 食後の片付け、清掃

4700000155 平成28年8月17日 株式会社ふれあい介護センター ふれあいデイサービス宜野湾 宜野湾市宜野湾１丁目１番２号 ２名
食事介助、入浴介助、排泄介助、レクレーショ
ン、リハビリ支援等の介護全般

4700000162 平成28年8月17日 株式会社ふれあい介護センター グループホームふれあい 宜野湾市長田１丁目４番９号 ２名
食事介助、入浴介助、排泄介助、レクレーショ
ン、リハビリ支援等の介護全般

4700000179 平成28年8月17日 株式会社ふれあい介護センター ふれあいデイサービス長田の家 宜野湾市愛知３丁目８番２１号 ２名
食事介助、入浴介助、排泄介助、レクレーショ
ン、リハビリ支援等の介護全般

4700000186 平成28年8月17日 株式会社ふれあい介護センター ふれあいデイサービス長田 宜野湾市１丁目４番９号 ２名
食事介助、入浴介助、排泄介助、レクレーショ
ン、リハビリ支援等の介護全般

沖縄県　認定就労訓練事業所　一覧



令和４年３月15日現在

認定番号 認定年月日 法人名 事業所名 所在地 利用定員 訓練内容

沖縄県　認定就労訓練事業所　一覧

4700000193 平成28年9月1日 社会医療法人　友愛会 南部病院 糸満市字真栄里８７０番地 ２名 図書館業務、介護、看護補助事業

4700000209 平成28年9月5日 株式会社　ダイケン 株式会社　ダイケン　八重山支店 石垣市字石垣４２０－１ ３名 客室・共用部清掃業務

4700000216 平成28年10月17日 社会福祉法人　恩陽会 沖縄県障害者福祉工場 国頭郡恩納村字山田１５４８－１ ２名
タオル等の洗い（洗い場）または選別
タオル等をたたみ機に投入、またはたたみ作業

4700000223 平成28年11月7日 沖縄県製本株式会社 沖縄県製本株式会社 島尻郡南風原町字兼城５７７番地 ３名 製本軽作業の補助

4700000230 平成29年9月19日 沖縄道路メンテナンス株式会社 沖縄道路メンテナンス株式会社 豊見城市字伊良波５１９番地１ ２名 道路清掃、除草など

4700000247 平成29年9月19日 社会福祉法人　沖縄県身体障害者福祉協会
社会福祉法人　沖縄県身体障害者福祉
協会

島尻郡八重瀬町字仲座１０３８番地１ ２名
身体障害者の福祉を目的とする社会福祉事業
に係る補助等

4700000254 平成29年9月19日 有限会社　ニューラッキーランドリー 有限会社　ニューラッキーランドリー 読谷村字比謝３７７番地 １名 クリーニング業務

4700000261 平成29年12月15日 株式会社おもちゃ箱 児童デイサービス　おもちゃ箱とみぐすく 豊見城市髙嶺３６８ー７１ 3名 放課後デイサービス、児童発達支援補助など

4700000278 平成29年12月15日 ゼネラルメンテナンス株式会社 ゼネラルメンテナンス株式会社 うるま市石川伊波５０１　ココガーデンリゾートオキナワ内 ５名 ホテル客室清掃

4700000285 平成30年1月29日 株式会社　南栄開発 株式会社　南栄開発 うるま市昆布１３９１－１ ３名 コンクリート打設、内部解体、雑工事、現場清掃など

4700000285 平成30年6月11日 社会福祉法人　宇堅福祉会 就労サポートセンターありんこ うるま市字宇堅９１９番地 １名

草花の生産販売、県総合運動公園花壇管理業
務、宇堅公園管理業務、民間庭園管理業務、
食品加工、下請業務、縫製（手工芸品）、リサイ
クル分別

4700000285 平成30年6月11日 社会福祉法人　宇堅福祉会 就労支援センターこくば 島尻郡南風原町字照屋２４０番１ １名
草花の生産販売、公共工事（公園・庁舎等花壇
管理等）、下請作業、不動産管理（清掃）

4700000285 平成30年6月11日 社会福祉法人　宇堅福祉会
障害福祉サービス事業所　レストランぶ
どうの木

うるま市字宇堅５７２番地 １名
レストラン営業、食品加工（お茶、ヒジキ）、EM
洗剤販売、貝細工制作販売、農作物生産（野
菜）

4700000285 平成30年6月12日 社会福祉法人　沖縄にじの会 特別養護老人ホーム　知花の里 沖縄市知花５丁目２３番１６号 ２名
特別養護老人ホーム入居者の見守り、居室の
かたづけ、ベッドメイキング、入浴介助の手伝い

4700000339 平成30年11月2日 社会福祉法人　偕生会 老人ホーム　沖縄偕生園 糸満市字小波蔵３２１号 ３名
介護補助（リネン交換、居室清掃、配膳、下膳
等）
※力量に応じ、直接介護業務

4700000346 平成30年11月2日 特定非営利活動法人　エンジェル工房 特定非営利活動法人　エンジェル工房 沖縄市松本二丁目１４番３７号 １０名
ペットボトル・缶分別作業、リサイクル品・古紙
収集運搬、草刈清掃作業、木工作業

4700000353 平成31年1月9日 社会福祉法人　とよみ福祉会 ひまわりファクトリー 豊見城市字渡橋名９２番地１ １名

①就労継続支援B型（パン製造、販売、納品・花
苗作り、市内公園トイレ清掃・貝お守り作り、携
帯解体、封入れ作業、ウエス作り作業）利用者
への支援
②生活介護（石けんくずし等軽作業、ウォーキ
ング、個別活動、食事、排泄）へのサポート

4700000360 平成31年2月15日 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 よみたん救護園 中頭郡読谷村字都屋１６７番地 ３名 介護業務補助


