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　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。
事業所様のご協力とご理解に厚く感謝を申し上げます。
　２０１１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。

AOKI 町田成瀬店／BALL PARK ボールパーク／BBC＆Sもりの 森野整骨院／hair salon 
MATSUO／Hair&Esthe Garden／HR freak／KICK BACK CAFE／Loop for hair／OdakyuOX
玉川学園店／（有）PD＆ホットポット ロプチュー紅茶玉川学園店／（有）PURA／RAYMOND（レイ
モンド美容室）／SEPIA CAFE セピアカフェ／（株）Ｖision Design／YOUTH町田／ＮＰＯ法人 
あ・うん ぱん工房ほろほろ／（株）アイ・トピア メガネストアー町田店／社会福祉法人 愛育会 赤ち
ゃんの家保育園／社会福祉法人 愛恵会乳児院／社会福祉法人 愛の鈴 町田おかしの家／学校法人 
相原保善学園　相原幼稚園／特定非営利活動法人 相原やまゆり会／学校教育部相原小学校／（有）
アイランド企画　トラットリア・ラ・イタリアーナ／青山学院大学　相模原事務局／（株）曙　忠生
工場／学校法人 麻布獣医学園 麻布大学／味の民芸 本町田店／アバロンヒルサイドファーム（株）／
（有）阿部満留賀／NPO法人 アミティ町田けやき／アミプロモーション（株）／荒江紙器（株）／（株）
アンファンネージュ／いいだや／（有）いくた食品／生韻園／（株）池商／（株）イコープリント／
（有）石井工務店／（有）いちのや／社会福祉法人 一穂会 成瀬南野保育園／社会福祉法人 一穂会 ね
むの木保育園／いちゃりばえん／（株）イヅミ建築設計事務所／（株）伊藤園 町田支店／イトーヨー
カ堂古淵店／（有）井上糀店／井の花幼稚園／（株）ウィズ 成瀬店／社会福祉法人 ウィズ町田 なない
ろ／社会福祉法人 ウィズ町田 赤い屋根／ウェルパーク成瀬店／（株）魚儀／（有）ウッディーガーデ
ン／財務部営繕課／企業組合　エム・アール・シーサービス／遠藤電気／桜美林幼稚園／NPO法人 
桜実会　ディサービス玉川学園／特定非営利活動法人 桜実会　デイサービス南大谷／（株）大宇根
建築設計事務所／子ども生活部大蔵学童保育クラブ／学校教育部大蔵小学校／大谷工業（株）／子
ども生活部大地沢青少年センター／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／学校教育部小川小学校／小田急商事（株）オダキューOX新百合ヶ丘店
／（株）小田急トラベル 町田旅行センター／（株）小田急百貨店 町田店／小野寺建設（株）／（有）オフ
ィスタナカ　スピニングガレージ／子ども生活部小山ヶ丘学童保育クラブ　どんぐり／学校教育部
小山ヶ丘小学校／小山田高齢者在宅サービスセンター／いきいき健康部小山田ふれあい桜館／学校
教育部小山田南小学校／学校教育部小山田小学校／学校教育部小山中央小学校／学校教育部小山小
学校／おりづる苑　もりの／オンザウェイ／介護老人保健施設　町田さくらんぼ／開進幼稚園／カ
インズホーム町田多摩境店／特定非営利活動法人 かがやき福祉会　第三まちだ福祉作業所／柿の
実学園　夢の森幼稚園／子ども生活部学童21保育クラブ／（有）カコトリミングスクール・カコ動
物看護学院／（有）河西工業／柏木木材（有）／ガスト町田真光寺店／社会福祉法人合掌苑　合掌苑
翠の杜／（有）カトウファーム／子ども生活部金井学童保育クラブ／学校教育部金井小学校／神奈
川東ヤクルト販売（株）／子ども生活部金森学童保育クラブ／生涯学習部 金森図書館／カナリヤ幼
稚園／神蔵学園　町田こばと幼稚園／カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　町田鶴川店／（有）河原本店
／カンパーニュ／議会事務局／ききょう保育園／子ども生活部木曽学童保育クラブ／子ども生活部
木曽境川学童保育クラブ／学校教育部木曽境川小学校／生涯学習部木曽山崎図書館／北島バラ園／
ギャラリーa／学校教育部教育総務課／（株）協栄　町田市立室内プール／協英印刷工業（株）／（株）
協栄スイミングクラブ 町田／（有）京南／協立電工（株）／杏林荘／銀座あけぼの忠生店／クラフト
ハートトーカイ／（有）蔵家／（株）グランダ町田／クリエイトＳ・Ｄ町田山崎店／グループホームあ
おぞら／ケアセンター木曽山崎／社会福祉法人 敬愛学園　多摩境敬愛保育園／敬愛桃の実保育園
／（有）経営技術研究所／社会福祉法人 景行会　草笛保育園／社会福祉法人 景行会　クローバー保
育園／慶松幼稚園／医療法人 慶泉会 町田慶泉病院／学校法人 小磯学園 たけのうち幼稚園／子ど
も生活部高ヶ坂学童保育クラブ／高ヶ坂ふたば保育園／学校教育部高ヶ坂小学校／建設部交通安全
課／社会福祉法人 香楓会 小野路保育園／社会福祉法人 香楓会 小野路保育園第一分園／（株）弘文
堂／医療法人社団 公明会 デイケアだんけ／医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院／社会福祉法人 光
琳会 こうりん保育園／高齢者グループホーム 光の園町田／高齢者複合施設　秋田高城／国際興業
（株） 町田ドライヴィングスクール／文化スポーツ振興部国際版画美術館／国士舘大学 町田キャン
パス／輿石工業所／コストコホールセールジャパン（株） 多摩境店／子ども生活部子どもセンター 
つるっこ／子ども生活部子どもセンター ばあん／子ども生活部子どもセンター ぱお／社会福祉法
人 こどもの国協会／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／サークルK本町田南店／境川幼稚園／生涯学習部堺図書館／サガミ　町田金
井店／社会福祉法人 さがみ愛育会 夜間保育所ドリーム／相模原ドルフィンクラブ／坂本通信（株）
／（株）さかや栗原／（有）酒舗まさるや／さふらん幼稚園／サミット（株）／生涯学習部さるびあ図
書館／サレジオ工業高等専門学校／社会福祉法人 賛育会 清風園／（株）サンオータス オリックスレ
ンタカー　町田駅前店／サンシティー町田／（株）サンデリカ町田事業所／医療法人社団 三友会　
あけぼの病院／サンリツオートメイション（株）／（株）三和 小川店／（株）三和 金井店／（株）三和 
木曽店／（株）三和 子供の国店／（株）三和 境川店／（株）三和 栄通り中町店／（株）三和 相模大野店
／（株）三和 忠生店／（株）三和 玉川学園店／（株）三和 つくし野店／（株）三和 鶴川団地店／（株）三
和 鶴川店／（株）三和 中町店／（株）三和 奈良北店／（株）三和 東林間店／（株）三和 フードワン田奈
店／（株）三和 フードワン多摩境店／（株）三和 フードワン淵野辺店／（株）三和 フードワン森野店／
（株）三和 フードワン矢部店／（株）三和 山崎店／（株）三和 若葉台店／（株）シー・エス・シー／（有）
ジェーイー　カットインJ・E／社会福祉法人 紫苑の会 シャロームの家／財務部資産税課 ／総務部
市政情報課／（株）志成データム／子ども生活部自然学童保育クラブ／自然食品 明日葉／しぜんの
国保育園／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／（有）シマテック／
市民部市民協働推進課／（有）志村商店 萬蔵そば尾張屋／シャトレーゼ 町田根岸店／公立大学法人 
首都大学東京 南大沢キャンパス／生涯学習部生涯学習課／上下水道部上下水道総務課／上新電機
（株） つるかわ店／乗馬クラブ・クレイン東京／助産院 バースあおば／ジョンフラット町田店やま
や山口㈱／（株）シロヤマ　町田小山サービスステーション／（有）新星舎印刷所／（株）新横浜ラー
メン博物館／（株）スイコウ／スーパーアルプス多摩境店／（株）スーパーヤマザキ 鶴川店／（株）末
吉商会／スガナミ楽器（株）／杉本屋酒店／（株）スクール用品　ナカムラ　淵野辺店／学校教育部
図師小学校／（有）鈴果園／（株）鈴木工務店／スポーツゾーン ZIP ゴルフアリーナ／スポーツゾー
ン ZIP テニスアリーナ／子ども生活部すまいる学童保育クラブ／社会福祉法人 すみれ福祉会 花の
郷／すみれ保育園／スリーエフ忠生高校前店／スワンカフェ＆ベーカリー町田店／生活協同組合コ
ープとうきょう　ミニコープ町田木曽店／（有）青果の山田／医療法人社団 正志会　南町田病院／
（株）清林／社会福祉法人 聖隷福祉事業団　明日見らいふ南大沢／正和幼稚園／（株）設備工事石上
／セブンイレブン町田鶴川駅前店／選挙管理委員会事務局／セントラル スイムクラブ成瀬／総合
福祉ツクイ鶴川東／総合福祉老人ホーム芙蓉園／医療法人社団創生会 町田病院／そうてつローゼ
ン 成瀬店／そうてつローゼン 薬師台店／総務部総務課／社会福祉法人 創和会 ケアセンター成瀬
／社会福祉法人 創和会 ケアセンター成瀬ショートステイ／そば処満屋／ソピックカルチャーセン
ター／第一富士幼稚園／（株）ダイエー グルメシティ町田店／第三まちだ福祉作業所／第二清風園
／第二まちだ福祉作業所／タイヤ館 成瀬／（有）たいらやファミリーズ／社会福祉法人 高枝会 高ヶ
坂保育園／たかね第二保育園／たかね保育園／（株）タカハシ／高原書店／子ども生活部竹ん子学
童保育クラブ／子ども生活部忠生学童保育所 なかよしクラブ／都市づくり部忠生公園自然観察セ
ンター（公園緑地課）／市民部忠生市民センター ／学校教育部忠生第一小学校／学校教育部忠生第
三小学校／（有）タツキ測量設計事務所／玉川学園 増田屋／玉川さくら保育園／玉川中央幼稚園／
（有）玉川虎屋／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／多摩美術
大学／社会福祉法人 竹清会 特別養護老人ホーム美郷／社会福祉法人 地の星／生涯学習部中央図書

館／㈱銚子丸／医療法人 直源会　相模原南病院／ツクイ鶴川金井／学校教育部つくし野小学校／
つくし野天使幼稚園／土屋自動車（株）／社会福祉法人 つぼみの家　町田ゆめ工房／子ども生活部
鶴川学童保育クラブ／鶴川サナトリウム病院／鶴川シオン幼稚園／鶴川女子短期大学附属幼稚園／
学校教育部鶴川第一小学校／学校教育部鶴川第三小学校／学校教育部鶴川第四小学校／学校教育部
鶴川第二小学校／子ども生活部鶴川第四学童保育クラブ／ＮＰＯ法人　鶴川にケアセンターを作ろ
う会　ケアセンター　つくしんぼ／鶴川若竹幼稚園／生涯学習部鶴川図書館／つるかわ保育園／子
ども生活部鶴間ひまわり学童保育クラブ／学校教育部鶴間小学校／（株）ティエムスポーツ／デイ
サービス鶴のさと／デイサービスふれあいルーム／デイサービス鶴川／（株）デイワイ　三井のリ
フォーム町田中央店／（有）テニスピア　ジュエ／デリシャス／（株）でんかのヤマグチ／（有）天神
屋／天ぷら　てんてん／天龍造園設土（株）／（株）ドゥーリーブル／（株）東急ストア　南町田店／
（株）東京ガスライフバル／東京家政学院大学／東京工業大学／東京コカ・コーラボトリング（株） 町
田営業所／東京電力（株） 八王子支社　地域コミュニケーショングループ／東京都西赤十字血液セ
ンター町田出張所／東京都埋蔵文化財センター／東京都南多摩東部建設事務所／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／東京都立成瀬高等学校／東京都立
町田高等学校／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
／社会福祉法人東香会　成瀬くりの家保育園／東光フローラつくし野1号店／建設部道路管理課／
建設部道路整備課／建設部道路補修課／（株）トキナー／特別養護老人ホーム　わかたけ青葉／特
別養護老人ホーム　福音の家／特別養護老人ホーム合掌苑　桂寮／都市型保育園ポポラー東京成瀬
園／ドッグ&キャット ジョーカー／ドトールコーヒー　青葉台店／トマトハウス／トヨタ西東京
カローラ（株） 鶴川店／子ども生活部どろん子学童保育クラブ／学校法人 中島学園　きそ幼稚園／
なかじま商事株式会社 成瀬店／長峰製茶（株） 町田根岸店／社会福祉法人 七五三会　デイサービス
木曽／なごみ保育園／子ども生活部七国山学童保育クラブ／学校教育部七国山小学校／特定非営利
活動法人 菜の花まちだ／子ども生活部成瀬学童保育クラブ／学校教育部成瀬台小学校／成瀬台幼
稚園／学校教育部成瀬中央小学校／子ども生活部なんなる学童保育クラブ／にじいろ保育園サクセ
ス町田／（株）ニック／日産プリンス西東京販売（株）町田鶴川店／日本閣観光（株）　NoceAnge日
本閣／日本ケンタッキー･フライド･チキン（株）　ミスターマックス町田多摩境ショッピングセン
ター店／日本ゼトック（株）／日本マクドナルド㈱町田グランベリーモール店／（有）日本料理　う
な俊／特定非営利活動法人にろくの会　「まちの駅」／（有）庭足立造園／ネッツトヨタ東京（株） 町
田店／のぞみ助産院／子ども生活部野津田学童保育クラブ／野村證券（株） 町田支店／野村フーズ
（株）　牛黒亭／ハウスショップ／八王子都税事務所 町田都税支所／（株）ハックドラッグつくし野
駅前薬局／ハックドラッグ本町田店／八昭印刷（株）／（有）ハッピー商会／花ケイ／社会福祉法人
花の木保育園／はやかわ美容室／（有）ハラダ造園／原町田幼稚園／パワービルダー　Bee Racing
／（有）パンの木／東平ひまわり保育園／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／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　／光の
原保育園／光幼稚園／（株）久美堂 本店／（株）久美堂 旭町店／（株）久美堂 小田急店／（株）久美堂 
多摩境店／（株）久美堂 本町田店／（株）久美堂 四丁目店／美洗館成瀬台店／美建企画（株）／ビュー
ティータナカ 小田急百貨店町田店／美容室 from JE 玉川学園店／美容室 HOP.J／美容室 SUIT／
美容室 ヒットスタジオ／（株）平野屋金物店／平本商事（株）／ファミリーマート つきみ野入口店／
ファミリーマート 中里森野店／ファミリーマート 町田高ケ坂店／（有）フォーナイト 九州ラーメン
火の国／社会福祉法人 福音会 通所介護施設まちだケアセンター／福祉レストラン フレンズ／子ど
も生活部藤の台学童保育クラブ／子ども生活部藤の台ポケット組学童保育クラブ／学校教育部藤の
台小学校／医療社団法人芙蓉会ふよう病院／医療社団法人芙蓉会ふよう病院 本部事務所／（有）フ
ラットターフ／（株）プリンシパルホーム／ふれあい町田ホスピタル／いきいき健康部高齢者福祉
課ふれあいもみじ館／（有）ヘア・ルーツ／ヘアーランド　アポロ／平和動物診療所／ベガ・ミュー
ジックエンタテインメント（株）／（有）ベッカライ麦畑／ペットフォレスト多摩境店／（株）ベネッ
セコーポレーション　中学生商品開発部／（有）ベルテック／社会福祉法人ボア・アルモニー町田　
児童ディサービス ボワ・コンサール／NPO法人　保育園　種まく人／総務部防災安全課／ほさか
動物病院／（有）細野自動車　（株）スズキ町田販売／ぽっぽの森保育園／ホテル ザ・エルシィ町田／
ホテル&レストラン 青葉台フォーラム／ホテルリソル町田／社会福祉法人 ボワ・アルモニー町田／
（株）ホンダカーズ東京中央町田東店／学校教育部本町田東小学校／学校教育部本町田小学校／町
田あいす工房ラッテ／町田相原郵便局／町田イタリアン　ルーチェ／町田おもちゃの図書館／町田
かたつむりの家／（協）町田給食センター／町田警察署／（株）町田工業／町田こひつじ幼稚園／都
市づくり部町田市営下小山田苗圃管理組合／町田市大賀藕絲館／町田市こころみ農園／子ども生活
部町田市子どもクラブ　ころころ児童館／子ども生活部町田市子ども発達センターすみれ教室／地
域福祉部町田市障がい者福祉センター　ひかり療育園／町田市資源（協）／町田市商店会連合会／
子ども生活部町田市青少年施設ひなた村／町田自然幼稚園／町田市農業（協）／町田市美術工芸館
／町田市文化・国際交流財団（町田市民ホール・町田国際交流センター）／生涯学習部町田市民文学
館ことばらんど／町田商工会議所／町田消防署／子ども生活部町田市立大蔵保育園／子ども生活部
町田市立金森保育園／子ども生活部町田市立こうさぎ保育園／子ども生活部町田市立本町田保育園
／子ども生活部町田市立町田保育園／子ども生活部町田市立森野三丁目保育園／子ども生活部町田
市立森野保育園／子ども生活部町田市立山崎保育園／子ども生活部町田市立わかば保育園／町田す
みれ幼稚園／学校教育部町田第一小学校／学校教育部町田第五小学校／学校教育部町田第三小学校
／学校教育部町田第四小学校／町田第二中学校／学校教育部町田第二小学校／学校教育部町田第六
小学校／町田多摩境雲母保育園／町田調理師専門学校／町田天満宮／町田ときわ保育園／マチダト
ランスポート（株）／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／町田南保育園／町田模型舎／環境資源部町田リサイクル文化センター環
境総務課／町田リス園／町田ローンテニスクラブ／（株）松田設備／ママン・ラトーナ／（株）マルエ
ツ　サンデーマート町田鶴川店／（株）マルエツ 鶴川店／NPO法人マンションオーナーズコミュニ
ティー　町田連絡支部／ミートショップ寿寿木／NPO法人みずきの会　在宅介護総合サービス　
かいこ家／（株）ミスターマックス町田多摩境店／三菱電機（株）　半導体・デバイス業務統括部相模
事務所／社会福祉法人三泉会　井の花保育園／社会福祉法人三泉会　ゆうき山保育園／みどりの森
保育園／緑山グランドハイツ／（有）ミナト　ASA京王多摩境／南大沢警察署／子ども生活部南大
谷学童保育クラブ／学校教育部南大谷小学校／学校教育部南第一小学校／学校教育部南第三小学校
／学校教育部南第四小学校／学校教育部南つくし野小学校／学校教育部南成瀬小学校／ミニコープ
　鶴川店／（株）みらい／みらい保育園／三輪あいこう保育園／子ども生活部三輪子どもの学園学
童保育クラブ／三輪保育園／学校教育部三輪小学校／（株）宗本製作所／村山接骨院／メガネスト
アー成瀬店／（株）メディカルラボ／モーヴァン　乗馬クラブ／モスバーガー町田駅東口店／森工
房／子ども生活部森野学童保育クラブ／やさいのナイトウ　ポプラヶ丘店／社会福祉法人やすらぎ
会　桜台保育園／薬局忠生／学校教育部山崎小学校／山武ケアネット㈱デイサービス　かたくりの
里町田／ヤマト運輸／（株）大和テクノシステムズ／山西農園／山ゆり幼稚園／社会福祉法人友愛
十字会　友愛荘／有機家（有）／郵便事業（株） 鶴川支店／社会福祉法人悠々会／特定非営利活動法
人 湧和／ユニケ保育園／（株）ユニコーン　成瀬クリーンセンター テニスコート／ユニディ　若葉
台店／社会福祉法人揺籃会　町田わかくさ保育園／幼体連スポーツクラブ／（株）横浜黒川スポー
ツ ギャラリー２ 町田店／読売センター町田東部／ラ・まの／（株）ライフサポートめぐみ／（株）ラ
ストリゾート／社会福祉法人蘭会　木曽保育園／（株）リサシステム／理容IWASAKI／理容室ラ・プ
ー／社会福祉法人龍美　南つくし野保育園／（株）レッドサン　富士通オープンカレッジ町田校／
レリッシュ（株）／社会福祉法人蓮倫会　小山保育園／老人グループホーム 陽だまりの家町田／老
人保健施設　サンシルバー町田／ローソン　町田金井店／ローソン町田南成瀬一丁目店／（企）ワ
ーカーズ・コレクティブ凡／ワールドウイング町田／若竹幼稚園／（株）若葉堂／わくわく保育室／
（株）和広／（株）渡辺工業所／子ども生活部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）

´

２０１０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）
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