
○厚生労働大臣が登録している在宅就業支援団体一覧（令和元年6月1日現在） 登録団体数　22団体

都道府県 登録番号 法人番号 登録団体名称 住所、問い合わせ先 ホームページ 在宅就業障害者実施業務 登録年月日

０１００００１ 法人番号9430005003434
特定非営利活動法人
札幌チャレンジド

北海道札幌市北区北７条西６丁目
１　北苑ビル２階
011-769-0843

http://www.s-challenged.jp

・字幕制作
・インターネット質問整理
・ホームページ制作・更新
・ホームページ検証
・テープ起こし
・データ入力業務
・パソコン講習（講師）業務

平成18年5月26日

０１００００３ 法人番号8430005003906 
特定非営利活動法人
PCNET

北海道札幌市中央区南一条東２
丁目３番地２

http://www.pcnetjapan.jp/n
popcnet/index.html

・テープ起こし
・データ入力
・ホームページ業務
・印刷物業務
・OA機器解体事業
・パソコン修理
・中古パソコン販売作業

平成25年10月4日

埼玉県 １１００００１ 法人番号3030005001260 
社会福祉法人
埼玉福祉事業協会

埼玉県さいたま市西区塚本町１丁
目94番地１
０４８－６２５－５１００

http://www.suginoko-
g.or.jp/

・花木レンタル
・パン製造販売
・レンタルおしぼり

平成24年4月1日

千葉県 １２００００１ 法人番号7040005001834 
特定非営利活動法人
トライアングル西千葉

千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁
目６番１号
０４３－２０６－７１０１

http://www9.plala.or.jp/trian
gle_nishi/

・あん摩マッサージ指圧・鍼・灸
・会議、講演等を録音したテープのテープリライ
ト

平成18年5月26日

１３００００１ 法人番号6011205000217 
社会福祉法人
東京コロニー

東京都中野区江原町２丁目６番７
号
０３－５９８８－７１９２

http://www.tocolo.or.jp/syo
kunou/

・Ｗｅｂコンテンツの企画、制作（デザイン、ＨＴ
ＭＬ、ＣＧＩ等）及び運営
・データベース設計、プログラム開発、サーバ
保守、ＤＴＰ、イラストレーション、文章執筆、編
集、リサーチ、データ入力等

平成18年5月26日

１３００００２ 法人番号6012405001756 
社会福祉法人
武蔵野千川福祉会

東京都武蔵野市境南町４丁目20
番５号
０４２２－３０－００２２

http://www.musashino-
senkawa.com/

・印刷作業
・梱包、包装作業
・メール便発送業務、宅急便発送業務
・清掃業務

平成24年5月21日

１３００００３ 法人番号2010001049249 株式会社ディーソル
東京都中央区日本橋人形町一丁
目８番４号

http://www.daiwa-
comp.co.jp/ ・データ入力 平成26年6月19日

１４００００１ 法人番号1020001019994 株式会社研進
神奈川県平塚市上吉沢１５２０番
地１
０４６３－５８－５２６７

http://www.kenshin-
c.co.jp/

・二輪車・四輪車・汎用機・その他機械関係部
品の組立加工
・食料品（パン・クッキー等）の生産
・園芸品（植栽用苗を含む）の生産
・衣料品・日用雑貨（陶芸品を含む）の生産

平成20年4月1日

１４００００３ 法人番号7021005006783 
社会福祉法人
進和学園

神奈川県平塚市万田４７５番地
0463-32-5325

http://www.shinwa-
gakuen.or.jp/

・封入・梱包・部品組み立て
・パン・クッキー等の食料品生産
・園芸品及び農産物の生産
・衣料品・日用雑貨
・クリーニング
・清掃業務

平成23年4月1日

１４００００４ 法人番号8021005006089 
社会福祉法人
小田原支援センター

神奈川県小田原市東町４丁目11
番地２号
0465-30-1560

－

・食料品（パン、クッキー等）の生産
・ボールペン組み立て
・バリ取り
・自動車部品組み立て

平成23年12月26日

１４００００５ 法人番号2021005002630 
社会福祉法人
すずらんの会

神奈川県相模原市南区麻溝台７
丁目６番４号
042-745-8080

http://www.suzuran.or.jp/

・工業用製品の検査・梱包・組立作業
・日用雑貨（デコパージュ）の生産作業
・病院の清掃作業
・原料入れ作業、庫内における商品補充作業

平成25年4月1日

１４００００６ 法人番号5021005006249 
社会福祉法人　足柄緑の
会

神奈川県南足柄市中沼８３２番地
0465-72-0880

http://www.n-csm.jp/

・プラスチック成形品の検査・梱包・組立作業
・食料品（生麺・農産物加工品）の生産
・農産物の生産
・飲食店事業
・メール便の仕分け・配達
・清掃業務

平成27年1月30日

山梨県 １９００００２ 法人番号7090005002794 
特定非営利活動法人
バーチャル工房やまなし

山梨県南アルプス市加賀美2630-
6
055-242-2677

http://www.y-virtual.jp/

・各種印刷物の作成
・各種デジタル化（テープ起こし等）
・Ｗｅｂ作成

平成27年9月30日

岐阜県 ２１００００１ 法人番号5200005005754 
特定非営利活動法人
バーチャルメディア工房ぎ
ふ

岐阜県大垣市加賀野４丁目１番地
の７
０５８４－７７－０５３３

http://www.vm-studio.jp

・電算入力・記録作成
・各種印刷物の製作
・ソフトウェア開発
・ネットワーク構築等
・ホームページ製作・Ｗｅｂサイトの構築
・人材育成研修

平成18年5月26日

愛知県 ２３００００１ 法人番号3180305002035 
特定非営利活動法人
電気仕掛けの仕事人

愛知県岡崎市美合町字三田１９番
地８
０５６４－５４－５３３１

http://www.sigotonin.jp/

・ＤＴＰ　執筆、画像処理、イラスト制作、文書校
正
・Web制作　デザイン、コーティング、画像処理
・情報処理　プログラミング、データベース構築

平成18年11月30日

・在宅就業支援団体とは・・・
　在宅就業支援団体は、障害者の在宅就業を支援するため、発注元の事業主と在宅就業障害者との間に立って、障害者に対しては仕事の発注や各種相談支援等を行い、
事業主に対しては納期・品質に対する保証を担う役割を果たしています。

北海道

東京都

神奈川県



都道府県 登録番号 法人番号 登録団体名称 住所、問い合わせ先 ホームページ 在宅就業障害者実施業務 登録年月日

愛知県 ２３００００２ 法人番号1180003013988 株式会社　仙拓
愛知県東海市加木屋町愛敬１２３
－２

http://sen-taku.co.jp/

・パソコンを使用したデータ入力、テープ起こし
などの事務業務
・ウェブサイト制作、名刺・印刷物のデザインな
どの制作・デザイン業務
・物品の製造、加工、検査などの軽作業

平成31年1月11日

三重県 ２４００００１ 法人番号5190005005640 社会福祉法人維雅幸育会
三重県伊賀市緑ヶ丘南町３９４８
－１６
0595-22-8600

http://www.uenohimawari.c
om/

・ヘア化粧品の加工
・医薬部外品のリサイクル
・パレット洗浄
・清掃作業

平成24年10月24日

２７００００１ 法人番号1120005002524 
社会福祉法人
大阪市障害者福祉・ス
ポーツ協会

大阪府大阪市天王寺区東高津町
１２番１０号
０６－６７９７－９９８１

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

・システム開発業務
・Ｗｅｂサイト制作業務
・ＤＴＰ業務
・データ入力、集計、管理業務
・ＣＤ－ＲＯＭコンテンツ制作業務

平成18年7月14日

２７００００２ 法人番号3120005002480 
社会福祉法人
ヒューマンライツ福祉協会

大阪府大阪市西成区出城１－６－
１４
０６－４３９２－８７００

http://www.humannet.or.jp/

・クリーニング業務
・データ入力、名刺作成業務
・軽作業業務

平成18年10月31日

熊本県 ４３００００１ 法人番号6330005002028 
特定非営利活動法人
在宅就労支援事業団

熊本県熊本市東区下南部１－１－
７２
０９６－２１３－０７０１

http://www.jigyodan.or.jp/

・宛名書き（毛筆・ペン字）（挨拶状、年賀状、暑中見舞
い）
・携帯灰皿作成、手提げ袋作成、封筒作成
・切手・シール貼り作業、郵便番号仕分け作業
・ノベルティー作成、サンプル作成、箱作成
・梱包作業、チラシ・パンフレット折り作業、封入作業
・データ入力作業、テープ起こし作業、デザイン作成、オ
ペレーション作業
・検品作業、紐通し作業、和裁・洋裁作業

平成18年7月14日

４５００００１ 法人番号4350005001533 社会福祉法人恵佼会
宮崎県宮崎市祇園一丁目５０番地
０９８５－３１－６４４１

http://www.fukushi-
net.com/

・ホームページの作成・更新
・エクセルを利用したデータベースにかかる
データ入力、パワーポイントの作成、ワードに
よる文章入力
・印刷物の版下作成、各種のデータ入力、テー
プおこし

平成18年9月29日

４５００００２ 法人番号4350005004899 
特定非営利活動法人
いしずえ会

宮崎県宮崎市下北方町上田々942
番地6

http://npo-ishizue.com/

・ITサーバー構築および運用保守業務
・WEBサイト制作業務
・WEBリニューアルデータ移行業務
・データ入力業務
・アナログ情報デジタル化業務

平成31年1月11日

宮崎県

大阪府


