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７年度町田市中学校２年生職場体験事業に
ご協力をいただいた事業所様は次のとおりです。
受け入れのご協力ありがとうございました。
（敬称略・５０音順）
（株）
ＡＯＫＩホールディングス 紳士服のアオキ町田成瀬店／ＡＳＡ町田東部朝日新聞販
売店／ＡＳＶペスカドーラ町田／
（株）ＢＢＣ＆Ｓもりの本院 森野接骨院天児屋／
（有）
hair salon matsuo ／ＪＥ玉川学園店／ＪＥ古渕店／ＬＯＯＰ／Ｎｅｔ ' ｓ鶴川（トヨタ）
／ OdakyuOX 相 模 大 野 店 ／ OdakyuOX 玉 川 学 園 店 ／ OdakyuOX 玉 川 学 園 店 ／
OdakyuOX 木曽店／ tre aiberi ヘアサロンキ／ tre alberi
（株）ヘアーサロンキャビン／Ｙ
ＯＵＴＨ町田／ＹＯＵＴＨ町田／（有）アイ・クリエイツ／（株）アイ・トピア／相武ヤクル
ト販売
（株）
／相原たけの子学童保育クラブ／相原やまゆり会／相原やまゆり会デイホーム
／相原幼稚園／青山学院大学／赤い屋根／赤ちゃんの家保育園／アグリハウス忠生／アグ
リハウス鶴川／
（株）
曙 忠生工場／あけぼの病院／朝日新聞南部／（株）朝日奈／（有）明日
葉／アトリエ・セ・ジャンティ／アトリエセジャンテ美容業／あとりえるぽ／アバロンヒ
ルサイド／アピタ長津田店／阿部石油／アポロ理容室 古淵店／アポロ理容室 相模大野
店／アポロ理容室 鶴川店／アポロ理容室（相模原）／荒江紙器（株）／市民部安全対策課
／アンファンネージュ／いいだや／
（有）いくた食品／
（株）池商／（株）イコープリント／
（有）
石阪石油／
（有）
いちのや／いっぷくや／いづみの里／伊藤病院／イトーヨーカ堂古淵
店／イトーヨーカ堂相模原店／（株）いなげや 町田相原駅前店／（有）井上金物店／（有）井
上糀店／岩本歯科医院／う・まの／（株）ウィズ 成瀬店／ウェルパーク成瀬店／（有）ウッ
ディーガーデン／総務部営繕課／（株）エコハウス２１／エスケイ工業（株）／
（株）エフアール
／エフアール／
（株）
エルメック／遠藤電気／桜美林幼稚園／（株）大宇根建築設計事務所／
大蔵学童保育クラブ／大蔵小学校／（株）大坂屋／大阪屋／大谷工業（株）／生涯学習部大地
沢青少年センター／大塚商店／オートウェーブたま・さかい店／オートバックス多摩境店
／大森兄弟商店（原町田）／オールドヒッコリー 境川店／（株）岡直三郎商店／小川幼稚
園／小川小学校／小田急ＯＸ栗平店／小田急ＯＸ新百合ヶ丘店／（株）小田急百貨店 町田
店／小田急レストラン箱根そば／小野（農業）／小野路保育園第一分園／おひさま保育園
／
（有）オフィスタナカ／おもちゃの図書館／小山ヶ丘学童保育クラブ／小山学童保育クラ
ブ／小山ヶ丘小学校／小山田高齢者在宅サービス／小山田在宅介護支援センター／小山田
南小学校／小山小学校／おりづる苑せりがや／オンザウェイ／ガーデンショップ森の風／
開進幼稚園／カインズホーム町田多摩境店／学童２１保育クラブ／（株）家具の大正堂／（有）
カコトリミングスクール／㈱カジノヤ／（有）柏木園／柏木木材（有）／かたくりの里町田／
合掌苑鶴間／合掌苑（桂寮）／合掌苑（東雲寮）／（株）カツナガ／加藤金物（株）横浜営業
所／金井小学校／神奈川中央交通（株） 町田営業所／金森学童保育クラブ／金森第二学童
保育クラブ／生涯学習部金森図書館／カナリヤ幼稚園／カリーノ美容室／カレーハウスＣ
ｏＣｏ壱番屋／
（有）
川田屋／かわひろ／（有）河原本店／環境・産業部環境保全課／ききょ
う保育園／木曽学童保育クラブ／木曽境川小学校／生涯学習部木曽山崎図書館／きそ幼稚
園／北島バラ園／喫茶けやき／キッズファミリー金井／（有）キノクニヤ／きのこ栽培／キ
ャトル／ギャラリーａ／
（医）久和会 老人保健施設マイライフ尾根道／（株）協英印刷工業
（株）
／
（株）
協栄スイミングクラブ 町田／杏林荘／（有）共和技建／きららケアマネセンタ
ー／銀座あけぼの忠生店／
（有）グッデーズ（ドラッグストア グッデーズ）／国光エクセ
ル
（株）／
（有）
蔵家／グラニー玉川学園・町田／クラフトハート青葉台店／クラフト工房
ラ・まの／グランダ町田／
（有）グランドライフ／（株）クリエイト エス・ディー／クリエ
イトＳＤ町田山崎店／
（有）クリエイトＳＤ南成瀬店／グループホームあおぞら／グループ
ホーム花水木／黒川地区農業／ケアセンター つくしんぼ／ケアセンター成瀬 デイサー
ビス／ケアセンター木曽山崎／敬愛桃の実保育園／有京阪商会／下水道部下水道総務課／
健康福祉部健康課／小泉機器工業／小泉多摩町田営業所／（株）幸栄舎／高ヶ坂学童保育ク
ラブ／高ヶ坂ふたば保育園／高ヶ坂保育園／高ケ坂幼稚園／高ヶ坂小学校／（株）高原書店
／建設部交通安全課／光洋建設／コープとうきょう 若葉台店／コープとうきょう１７
７鶴
川店／国際卓球／生涯学習部国際版画美術館／国士舘大学 鶴川校舎／ココス 町田木曽
店／こころみ農園／輿石工業／小島 真／コストコホールセールジャパン（株） 多摩境倉
庫店／子ども生活部子どもセンター「ばあん」／子どもセンターつるっこ（つるっこ学童
保育クラブ）／子ども生活部子ども総務課／こどもの国／子どもの森保育園／子どもの森
幼稚園／こばと保育園／
（株）コバヤシ精密工業／こひつじ保育園／（有）コムネットシステ
ム／コメット 小麦の家／コモンズ地域包括支援センター（おりづる苑）／ゴルフアリー
ナ／ころころ児童館／コンサートキャフェパペルブルク／（株）さいか屋ジョルナ町田店
受入・ユニバーシティクラブ／境川幼稚園／堺中用務／生涯学習部堺図書館／サガミ 町
田金井店／相模原市消防本部／相模原市立二本松こどもセンター／坂本通信（株）／桜実会
／さふらん幼稚園／サミットストア（株） 町田旭町店／サミットストア喜多見店／（株）サ
ムタク／サラダ館 野津田店／生涯学習部さるびあ図書館／（株）
澤井 （オール東京ガス
エネスタ町田）／健康福祉部障がい福祉課／サンサン幼児園／サンシティー町田／サンシ
ティ町田／サンシルバー町田／サンデーマート町田鶴川店／サンピアインオアシス／サン
リツオートメーション／三輪子どもの学園学童保育クラブ／三輪保育園／三和／（株）三和
住建／シー・エイチ・シー・システム
（株）／（株）シー・エス・シー／シェロームの家／
（株）
シコム／税務部資産税課 ／学校教育部施設課／自然学童保育クラブ／しぜんの国保
育園／しぜんの国保育園分園風の丘／七国山学童保育クラブ／学校教育部指導課／子ども
生活部児童青少年課／老舗ひじかた園／（株）芝田総合住設エネスタ原町田／市民部市民活
動振興課 ／町田市民病院事務局事務局管理課／（有）志村商店 萬蔵そば尾張屋／生涯学
習部社会教育課／社会福祉法人 一穂会 ねむの木保育園／社会福祉法人 香楓会 小野
路保育園／社会福祉法人 景行会 草笛保育園／社会福祉法人 敬愛学園 多摩境敬愛保
育園／社会福祉法人 景行会 クローバー保育園／社会福祉法人 光琳会 こうりん保育
園／社会福祉法人 創和会 ケアセンター成瀬ショートステイ／社会福祉法人 蓮倫会
小山保育園／社会福祉法人 やすらぎ会 桜台保育園／社会福祉法人 ユニケ保育園／社
会福祉法人 蘭会 木曽保育園／社会福祉法人 花の木保育園／社会福祉法人共働学舎／
社会福祉法人まちだ育成会 町田市大賀藕絲館／シャトレーゼ町田根岸店／ジャパン・コ
ンパニオン・ドッグ・クラブ／ジャンクロード・ビギン町田店／建設部住宅課／首都大学
東京南大沢キャンパス／生韻園／上新電機（株） つるかわ店／乗馬クラブ クレイン東京
／総務部職員課／シルクロード／しんこうじ在宅介護支援センター鶴川サナトリウム病院
／新星舎印刷所／新星電子（有）／（有）新宿屋ビル／新横浜ラーメン博物館／スーパーアル
プス／
（株）
スーパーヤマザキ 鶴川店／（株）末吉商会／スガナミ楽器／すぎのこ保育園／
（有）
杉山商店・セブンイレブン町田堺店／（株）鈴木工務店／鈴木青果／（有）スズキ町田販
売 細野自動車／（有）
鈴果園／（有）鈴屋クリーニング／スポーツオーソリティ・相模原店
／スポーツオーソリティ・多摩センター店／スポーツゼビオ多摩境店／スポーツゾーンジ
ップテニスアリーナ／すまいる学童保育クラブ／すみれ保育園／スリーエフ八王子みなみ
野店／スリーエフ町田高ヶ坂店／スリーエフ町田鶴川団地店／生活協同組合コープとうき
ょう／生活協同組合コープとうきょう 町田木曽店／生活文化スポーツ局／生涯学習部青
少年施設ひなた村／清掃事業部清掃総務課／（有）清林
串の坊／清風園／（株）西友 町
田店／セブンイレブン鶴間店／セブンイレブン本町田店／セブンイレブン町田鶴川駅前店
／セブンイレブン町田小山ヶ丘４丁目店／セブンイレブン大和つきみ野北店／（有）セラピ
スト／千寿閣／センチュリー動物病院／（有）セントラル スイムクラブ成瀬／総合環境分
析／総合福祉 ツクイ町田（金井デイサービス）／総合福祉 ツクイ町田（鶴川東デイサ
ービス）／相鉄ローゼン（株） そうてつローゼン成瀬店／総務部総務課／そば処満屋／そ
ば処萩／ソピック／
（株）ソフト開発／そよかぜ学童保育クラブ／第二町田福祉作業所／第
三町田福祉作業所／第一富士幼稚園／（株）ダイエーグルメシティ町田店／第二清風園／大
浩研熱
（株）
／タイヤガーデンズ町田ヒルズ／タイヤ館 成瀬／（有）たいらやファミリーズ

（２）
／ダイワ靴店／たかね第二保育園／たかね保育園／
（株）
タカハシ／高山自動車／たけのう
ち幼稚園／竹ん子学童保育クラブ／市民部忠生市民センター／忠生第一小学校／
（有）
タツ
ミ設備工業／田中仁司（農業）／（有）
田中製作所／種まく人／
（株）
田原屋 鶴川店／
（株）
タビックスジャパン 町田支店／玉川学園在宅介護支援センター／玉川珈琲倶楽部／玉川
さくら保育園／玉川中央幼稚園／玉川虎屋（本店）／多摩丘陵病院／多摩なかよし幼稚園
／多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター／多摩美大八王子キャンパス／多摩南生
活クラブ生活協同組合多摩総合センター／中央学童保育クラブ／中央消防機器
（株）
／生涯
学習部中央図書館／中華料理 竜正／つくし野小学校／つくし野天使幼稚園／蔦屋書店八
王子みなみ野店／土屋自動車（株）
／つるかわ学園／鶴川学童保育クラブ／鶴川厚生病院／
鶴川シオン幼稚園／市民部鶴川市民センター／鶴川第一小学校／鶴川第三小学校／鶴川第
四小学校／鶴川第二小学校／鶴川第四学童保育クラブ／鶴川若竹幼稚園／生涯学習部鶴川
図書館／つるかわ保育園／鶴間ひまわり学童保育クラブ／鶴間幼稚園／鶴間小学校／ディ
ケアだんけ／デイサービス成瀬会館／（株）
デイサービスふれあいルーム／デイサービス南
大谷／デイサービス木曽／（有）ディディコート／テーブルガーデン篠原／デニーズ町田大
蔵店／デニーズ町田１
０９店／デリシャス／田園保育園／
（株）
でんかのヤマグチ／
（有）
天神
屋／天忠／てんてん／天龍造園設土（株）
／（株）
ドゥーリーブル／
（株）
東急コミュニティー
町田事務所／東急スターホール／東急フローラあざみ野店／東急フローラつくし野１号店
／東京家政学院大学／東京工業大学／東京電力
（株） 八王子支社町田営業センター／東京
都主税局都税事務所八王子町田支所／東京都西赤十字血液センター／東京トヨタ自動車
（株） ＣＡＲステージ町田／東京トヨタ自動車
（株）
町田金井店／東京日産自動車販売
（株）
本町田店／（学）東京町田学園 町田・デザイン専門学校／東京三菱自動車忠生／東京三菱
自動車忠生店／東都生協協同組合町田センター／東邦薬品株式会社 ＴＢＣ町田ＢＭＬⅡ
営業所／建設部道路管理課／建設部道路整備課／建設部道路補修課／建設部道路用地課／
（株）トキナー／特定非営利活動法人 サニーサイド 未来保育ＣＬＵＢ／特別養護老人ホ
ーム美郷／ドコモショップ町田店／（株）
ドコモショップ小田急町田駅前店／都市型保育園
ポポラー東京成瀬園／ドトールコーヒー 青葉台店／トヨタ西東京カローラ／どろん子学
童保育クラブ／とんかつ 竹むら／とんでんつきみ野店／
（有）
中島酒店／なかじま商事株
式会社／中島牧場／中溝章雄／長峰製茶（株） 町田根岸店／中村園芸／なないろ／ななく
さ家庭保育室／七国山小学校／菜の花まちだ／成瀬学童保育クラブ／成瀬くりの家保育園
／成瀬台幼稚園／成瀬台小学校／成瀬中央小学校／成瀬中央小学校／成瀬南野保育園／な
んなる学童保育クラブ／肉のハナマサ 鶴川店／にじいろ保育園サクセス町田／
（株）
ニッ
ク／ニッククリーニング／日産プリンス西東京町田鶴川店／日通 北神奈川支店／日本閣
観光（株）／日本基督教団日野台幼稚園／日本ゼトック／
（株）
日本防錆化工／
（有）
日本料理
うな俊／庭足立造園／ぬくもりの園／ネオパーク／能ヶ谷在宅介護支援センター悠々園／
環境・産業部農業振興課 受入 ･ 田中仁司／野津田学童保育クラブ／野村證券（株） 町田
支店／慶松幼稚園／バースあおば／ハードオフ町田図師店／バーミヤン／ハウスショップ
／ハタフラワー（株）／八昭印刷
（株）
／八王子南郵便局／
（株）
ハックドラッグつくし野駅前
薬局／（有）
ハッピー商会／（有）ハッピーストア／ぱど／花ケイ・町田高校前店／
（株）
華月
／はなの郷／花の郷 であい／華屋与兵衛 若葉台店／㈱花良／
（株）
ハニー美容室／ハピ
ネスせりがや／はやかわ美容室／（有）
ハラダ造園／ばらの庄／原町田幼稚園／
（有）
パンの
木／美育幼稚園／東平ひまわり保育園／東日本タクシー／東橋本ひまわり保育園／東橋本
ひまわりホーム／東淵野辺デイサービスセンター／光の園町田／光の原保育園／ひかりの
子保育園／ひかりの子保育園分園ぶどうの木保育園／光幼稚園／健康福祉部ひかり療育園
／久美堂／（有）土方精肉店／（株）
ビジネスデザイン研究所 フレンド補聴器／美洗館成瀬
台店／日高屋／陽だまりの家町田／ビッグバンスポーツクラブ／ビッグヨーサン町田小山
店／日野市教育委員会文化財係／日野市立郷土資料館／日野市立図書館／ピュア動物病院
／（株）ビューティータナカ 小田急百貨店町田店／ビューテイレイモンド／
（有）
美容室サ
ロン・ド・コウ／美容室セレナ／美容室ヒットスタジオ／
（名）
平野屋金物店／平本商事
（株）／ファミリア／ファミリーマート 中里森野店／ファミリーマート（原町田４丁目
店）／ファミリーマートつきみ野入口店／
（有）
ファミリーマート町田高ケ坂店／フードワ
ン田奈店／（有）
フォーナイト 九州ラーメン火の国／福音の家／藤の台学童保育クラブ／
藤の台ポケット組学童保育クラブ／藤の台小学校／節花／不二家／ブックオフ町田金森店
／フットサルステージ町田／芙蓉園／芙蓉病院／
（株）芙蓉ミオ・ファミリア町田 介護付
有料老人ホーム／プライムホームセンター金井店／
（有）
フラットターフ／フラワー安優美
／フラワーショップ 花ケイ（中町店）／ブルーアップル／
（株）
ブルーマン・イー／プレ
ッセ南町田／文教堂 成瀬ローゼン店／ヘアーサロンイワサキ／ヘアルーツ／平和動物診
療所／（株）ベガシステム／（有）
ベッカライ麦畑／ペットショップ バンビ／ペットフォレ
スト多摩境店／（株）べにふじ／ベネッセコーポレーション／ヘルパーステーション相原／
ベロニカ苑／ボア・コンサール／総務部防災課／ボールパーク／
（株）
北欧トーキョー Ｈ
ＯＫＵＯ 町田カリヨン店／星ヶ丘二葉園／星崎設備工業
（株）
／
（有）
細野自動車／ポップ
電子（株）／ぽっぽの森保育園／（株）
ホテルザ・エルシィ町田／ホテル町田ヴィラ／ポポラ
マーマ フレスポ若葉台店／ほろほろ／ボワ・アルモニー／本家鮨忠 ／
（株）
ホンダカー
ズ東京中央町田東店／（株）本田食品 山形名産 四季の杜／本町田学童保育クラブ／本町
田東小学校／マキシムナカイ座間店／マクドナルドグランベリーモール／正和幼稚園／
（株）マスダ技建 東京支社／町田あいす工房ラッテ／町田相原郵便局／町田小山田ドッグ
ラン／町田かたつむりの家／（協）町田給食センター／町田慶泉病院／
（株）
町田工業／町田
公共職業安定所／町田こばと幼稚園／町田こひつじ幼稚園／町田さくらんぼ／町田サポー
トセンター あさひ／環境・産業部町田市営下小山田苗圃／
（財）
町田市勤労者福祉サービ
スセンター／子ども生活部町田市子ども発達センターすみれ教室／町田市子ども発達セン
ターすみれ教室／町田市選挙管理委員会／町田自然幼稚園／町田市農業
（協）
／町田市美術
工芸館／市民部町田市文化・国際交流財団（町田市民ホール）／
（財）
町田市文化・国際交
流財団（町田市民ホール・国際交流センター）／町田市民文学館／町田商工会議所／町田
消防署／町田市立大蔵保育園／町田市立金森保育園／町田市立こうさぎ保育園／町田市立
室内プール／町田市立本町田保育園／町田市立町田保育園／町田市立森野三丁目保育園／
町田市立森野保育園／町田市立山崎保育園／町田市立わかば保育園／町田すみれ幼稚園／
（株）町田清掃社／（株）町田センタービル／町田荘／町田第一小学校／町田第三小学校／町
田第四小学校／町田第二小学校／町田第六小学校／町田調理師専門学校／町田電気工事協
同組合／町田天満宮／町田ときわ保育園／町田ドライビングスクール／マチダトランスポ
ート（株）／町田西郵便局／町田ひまわり幼稚園／
（学）町田美容専門学校／
（株）
町田双葉／
町田プチ・クレイシュ／町田文化幼稚園／町田保健所／町田南保育園／町田模型舎／町田
リス園・愛の鈴／町田ローンテニスクラブ／町田ローンテニスクラブ／町田わかくさ保育
園／（株）マツモトキヨシ 町田東口店／愛恵会乳児院／
（有）
マリー写真館／
（株）
マルケー
／丸十製パン／丸山商店／みぎわホーム／みずきの会 かいこ家／三田あすみの丘／
（株）
三越産業／三菱電機／（株）三徳 町田店／緑山グランド／南大谷学童保育クラブ／南大谷
小学校／南珠算塾／南第一小学校／南第三小学校／南第二小学校／南第四小学校／南多摩
東部建設事務所／南つくし野保育園／南つくし野小学校／南成瀬小学校／南町田病院／ミ
ニストップ町田矢部店／美舟寿し／三輪 小学校／三輪あいこう保育園／
（株）
宗本製作所
／村田動物クリニック／メーアコルンのパン／メガネストアー成瀬店／メガネストアー町
田店／（有）メグム（ＡＳＡ町田西部店）／
（有）
モーヴァン 乗馬クラブ／モスバーガー町
田駅東口店／森野学童保育クラブ／（有）
森の小人／
（有）
モリヤ動物病院／森谷動物病院／
野菜のナイトウ／山崎小学校／山西農園／山本牧場／やまや山口
（株）
ジョンフラット／山
ゆり幼稚園／友愛荘／ゆうき山保育園／（株）有隣堂 ルミネ 町田店／湧和／ユニディ
若葉台店／夢庵 町田真光寺店／ゆめ工房／洋服の青山山大和つきみ野店／ヨドバシカメ
ラ町田店／読売新聞鶴川ＹＣ／読売町田東部店／
（有）喜心／ライフサポートめぐみ／
（有）
ライフヘルプサービスデイサービス ゆらり／リカーランドトップ３／
（株）
リサシステム
／理想科学工業（株） 理想町田支店／理容ＩＷＡＳＡＫＩ／ルアー＆フライ プロショッ
プ サンスイ／レストラン フレンズ／ロイヤルライフ多摩／ローソン 町田金井店／ロ
ーソン南成瀬一丁目／ロプチュー紅茶店／
（企）
ワーカーズ・コレクティブ凡／ワールドウ
イング町田／わかたけ青葉老人／わかば／
（株）
若葉堂／わくわく保育室／
（株）
和工務店／
和食レストランとんでん／（株）
渡辺工業所／わんぱく学童保育クラブ
（ご協力いただいた事業所名のご紹介に誤記や洩れがありましたら深くお詫びいたします）

以上各事業所様の多大なるご支援ご協力のもと、町田市中学生職場体験は、大きな事故もなく無事に終了することができました。
事業所様のご理解とご協力に深く感謝を申し上げます。
２０
０８年度におきましても、引き続きご支援をくださいますようお願いいたします。

