
様式第４号

平成31年3月31日

住所（就労体験場所） 職種（事業内容） 就労体験内容 体験可能時間等

1 倉吉市清谷町 青果卸売
青果卸売に係る業務・

作業の補助
9:00～14:00の4時間

2 倉吉市小鴨 製造業 コネクタの組立作業 9:00～15:00の間

3 倉吉市海田西町 弁当製造・配食事業
弁当盛り付け・
食器洗浄、配達

8:30～12:00の間

4 倉吉市鴨河内 婦人・子供服製造
洋服製造に係る
補助作業

8:15～14:30の間

5 倉吉市和田 木質床板の製造
床板製造作業の

補助作業
9:00～17:00の間

6 東伯郡琴浦町八橋 福祉事業
介護補助、清掃補助、

洗濯補助、農作業補助ほか
9:00～18:00の間

7 倉吉市秋喜 割箸加工業 荷造り作業補助 10:00～16:00の間

8 東伯郡琴浦町赤崎 福祉事業
介護補助、環境美化
（除草、施設内清掃）

9:00～16:00の間

9 倉吉市瀬崎町 旅館業
施設内清掃作業・洗い場

・調理補助
9:00～15:30の間

10 東伯郡琴浦町逢束 建設業 現場作業補助 8:00～17:00の間

11 倉吉市海田西町 総合リサイクル業 リサイクル資源の分別作業 9:00～17:00の間

12 倉吉市清谷町 飲食業 接客・調理補助 10:00～17:00の間

13 倉吉市昭和町 製造業
電子部品組み立て、
シール貼り作業

9:00～17:00の間

14 倉吉市上古川 縫製業 ミシンでの縫製作業 8:00～15:00の間

15 東伯郡湯梨浜町引地 旅館業 客室清掃、調理補助
10:00～15:00の間
清掃10:00～12:00

16 倉吉市蔵内 飲料水精製販売
接客・出荷補助業務

伝票貼り
9:00～16:00の間

17 倉吉市広栄町 製造業
アルミサッシの組立作業

工場内整理整頓・清掃作業
9:00～16:00の間

18 倉吉市宮川町 福祉事業 介護補助・生活支援補助 9:00～16:00の間

19 倉吉市秋喜 金属加工業
計量・袋詰め・梱包・
出荷作業補助

9:00～16:00の間

20 倉吉市福守町 福祉事業
介護補助・施設内清掃業

務
10:00～16:00の間

21 倉吉市上井町 医療施設
患者（車ｲｽまたは要介助者）
の送迎、施設内での介助

9:00～16:00の間

22 倉吉市河北町 バッグ製造販売
DMラベル貼り、施設内外
の整理整頓、草取り

10:00～16:00の間

23 東伯郡琴浦町八橋 福祉事業
施設内清掃補助、
農園作業補助

9:00～16:00の間

24 東伯郡琴浦町逢束 観光土産菓子製造販売
施設内清掃作業
箱詰め等軽作業

10:00～15:00の間

25 倉吉市東昭和町 医療業 清掃、介護補助ほか 9:30～15:00の間

26 倉吉市東昭和町 介護事業 清掃、介護補助ほか 10:00～15:00の間

27 倉吉市東昭和町 ホテル業 食器洗浄ほか 10:00～15:00の間

中間的就労協力事業所登録簿（中部地区）
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28 東伯郡湯梨浜町大字谷 陸上養殖事業その他
餌やり、魚介類の選別、

水槽清掃ほか
9:00～15:00の間

29 東伯郡湯梨浜町松崎 清酒製造販売業
作業場の整理整頓

備品洗浄、商品製造補助
10:00～15:00の間

30
東伯郡湯梨浜町
はわい長瀬

飲食業
店舗内外清掃
厨房内食器洗浄

11:00～15:00の間

31 東伯郡北栄町瀬戸 菓子製造 菓子製造、せんべい袋入れ 9:00～16:00の間

32 倉吉市市谷 製造業
敷地外清掃、事務所清掃

書類整理
9:30～15:30の間

33 倉吉市巌城 製造業 施設整備、構内清掃 9:00～16:00の間

34 倉吉市福守町 介護サービス業 施設内清掃、介護補助 9:00～15:00の間

35 倉吉市瀬崎町 Web作成等 パソコン入力業務 10:00～15:00の間

36 倉吉市東厳城町 A型作業所 農作業補助 9:00～16:00

37 倉吉市厳城
運送、イベント、

暮らしｻﾎﾟｰﾄ事業等
イベント会場設営、

引越、書籍仕分け作業等 10:00～16:00

38 倉吉市伊木 有料老人ホーム
清掃作業、配膳、

入浴介助
9:00～16:00

39 倉吉市上井町 ホテル業 客室清掃 9:00～13:00

40 倉吉市東巌城町 新聞配達業務 新聞配達 2:30～5:00

41 倉吉市大原 介護事業 介護補助、清掃 9:00～16:00

42 倉吉市西倉吉町 食品製造業 包装および出荷準備 8:30～17:00の間

43 倉吉市上井町 ホテル業
客室清掃､ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ
掃除機がけなど

9:00～12:00

44 倉吉市東巌城町 警備業 交通誘導警備業務 8:00～17:00

45 倉吉市幸町 清掃業
ﾎﾃﾙ、旅館の清掃の一部
(布団上げ、コップ洗い等) 9:00～11:00

46 倉吉市東厳城町 情報通信業
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ

及びその補助 10:00～16:00

47 東伯郡北栄町北条島 農業
草刈り、苗作り、
資材運搬など

応相談

48 倉吉市上井町 美容室、福祉事業
軽作業、洗濯、清掃
タオルたたみなど

10:00～16:00

49 倉吉市長坂町 段ﾎﾞｰﾙ、紙器加工業ほか 段ﾎﾞｰﾙ、紙器加工の補助 9:00～16:00

50
東伯郡湯梨浜町
はわい長瀬 梨栽培、食品加工

二十世紀梨栽培補助、
農産物加工補助 9:00～12:00

51 倉吉市みどり町 B型作業所 紙加工、ﾄﾞｯｸﾞﾌｰﾄﾞ裁断ほか 9:00～16:00

52 倉吉市八屋 B型作業所
電器部品製造、製箱、

選別作業
9:00～16:00

53 東伯郡琴浦町徳万 障害者就労支援 内職、仕出し等補助 9:00～16:00

54 東伯郡湯梨浜町旭 B型作業所
パン、菓子の袋入れ、

ﾊｰﾌﾞの計量等軽作業ほか 10:00～15:00

55 倉吉市清谷町 福祉事業
利用者介助、その他雑務

清掃 8:00～16:00

56 倉吉市大宮 障害者支援施設
洗濯たたみ、ｼｰﾂ交換、

清掃
10:00～16:00の間

57 東伯郡琴浦町逢束 小売業
食品、生活用品など補充、
鮮魚部門のすし盛り付けなど 9:00～16:00
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58 倉吉市小田 介護事業 高齢者見守り 9:00～17:00

59 東伯郡北栄町松神 牛乳、乳製品小売 配達、事務、雑務 8:30～12:30

60 東伯郡北栄町江北 A型作業所 農作業、軽作業ほか 9:00～16:00

61 東伯郡北栄町東園 介護事業 清掃、草取り、食器洗浄ほか 9:00～18:00

62 東伯郡北栄町東園
園芸ﾊｳｽ資材
製造・販売業

ﾊｳｽ用資材い準備、
ﾊﾟｲﾌﾟ曲げ加工ほか

8:00～17:00の間

63 東伯郡北栄町由良宿
事業所経営支援
米花商店街運営等

米花商店街施設敷地内
の清掃ほか

9:00～15:00

64
倉吉市、湯梨浜町、
北栄町、琴浦町など

農業協同組合 選果場作業ほか 8:00～17:00の間

65 東伯郡三朝町三朝 旅館業
庭の手入れ、

風呂の清掃補助ほか
10:00～14:00の間

66 東伯郡北栄町西高尾 太陽光発電所
ﾊﾟﾈﾙ清掃、敷地内外の除草作業、

椎茸栽培、常緑ｷﾘﾝｿｳの剪定、植付作業
ほか

9:00～17:00

67
東伯郡琴浦町野井倉

ほか
畜産 牧場での補助作業 6:30～21:00の間

68 倉吉市秋喜 学生服製造 製造補助、検品 9:00～16:00の間


