
担当部署 事業所名 販売日 使用部分 販売物品

Handicapped community　Cafe

MILLO

毎週木曜日

14:00～15:00
1階　待合ロビー パン販売

スマイル西ひかり
毎月第4金曜日

14:00～15:00
1階　待合ロビー

手芸用品

（マフラー、ブレスレット等）

港第二育成園 毎月第3金曜日 庁舎　1階　区民ギャラリー クッキー、焼き菓子

北川　邦夫 毎週水曜日 1階　区民ギャラリー
小物類(ティッシュ入、トートバッグ、ポーチ、財

布、ストール、帽子、マフラー）

支援センター　ねぎぼうず
隔週金曜日

11:00～13:00
2階　さわやか広場 焼き菓子（クッキー、マドレーヌ、ケーキ）

ワークステーション大正
隔週金曜日

11:00～13:00
2階　さわやか広場

菓子パン、惣菜パン、パウンドケーキ、

ドーナツ、クッキー等

ウィールチェアー
毎週木曜日

14:00～17:00
１階 正面玄関前 パン、お菓子

むつみ工房
毎週月～金曜日

11:30～13:30
１階 正面玄関前 手作り弁当

就労継続支援B作業所

フォーチュンエイド

毎週水曜日

10:00～11:15
１階 正面玄関前 小物（羊毛ストラップ）

天王寺区民センター むつみ工房
毎週月～金曜日

11:30～13:30
1階 正面玄関前 手作り弁当

浪速区役所
知的障害者通所授産施設

ピース

毎週火曜日

13:00～17:00
1階東側ロビー パン、お菓子

西淀川区役所 ponole'a 他８事業所
毎週金曜日

10:00～12:00
区民ロビーの一画

ハワイアンハンドメイド、アクセサリー、革小

物、和紙製品、クッキー、お菓子

ウィリッシュ（生活介護）
第1・3月曜日

11:00～14:00
1階エレベーターホール前

ノート・手帳・

フラワーアレンジメント

あすわ～く（生活介護）
第２・４月曜日

11:00～14:00
1階エレベーターホール前

陶芸作品、ビーズ等アクセサリー、キャンド

ル、クッキー等焼き菓子

社会福祉法人

ノーマライゼーション協会

第1・3金曜日

11:00～14:00
1階エレベーターホール前 手織り製品、マット、アクセサリー

就労継続支援B作業所

フリーダム創生

第2・4月曜日

11:00～14:00
1階エレベーターホール前

菓子パン、クッキー、

除菌スプレー

就労継続支援B作業所

ジョブスター

毎月第4（第5金曜日のある月を除

く）・5週金曜日

11:00～14:00

1階エレベーターホール前 靴の脱臭炭、アクセサリー

就労継続支援B作業所

道の空

第２月曜日・第４金曜日

11:00～14:00
1階エレベーターホール前

手作り用品(エプロン、アロハシャツ、マスク、

エコバック、小物類）

就労継続支援B型作業所

のんびり

毎月第１週金曜日

毎月第３週月曜日

　11:00～14:00

1階エレベーターホール前 ポスター、麺、手作り小物（ビーズ等）

こさり（ウィールチェアー）
毎週火・木曜日

14:00～17:00
１階ロビー

パン、クッキー、菓子類、

ハチミツ、ジャム等

就労継続支援B作業所

とんとん
毎週水曜日 １階ロビー

バッグ、ポーチ等の布製品、

コースター、キーホルダー等の革製品、さをり織り等

就労継続支援B作業所・生活介護

ひより家
毎週月・金曜日 １階ロビー 弁当、餅

支援センター　さをり工房　なかな

か

毎週木曜日

　10:00～13:00
１階ロビー ポーチ、キッチン小物、アクセサリー、バッグ

西区役所

東淀川区役所

東成区役所

大正区役所

天王寺区役所

障がい者団体等に対する行政財産の目的外使用状況リスト（令和4年度）

港区役所



特定非営利活動法人　コスモス
毎週月・水・金曜日

10:00～13:00
１階正面玄関横

梅干し、みかん等の

紀州商品（仕入れ商品）

こさり

ウィールチェアー

毎週月～金曜日

10:00～13:00（こさり）

14:00～17:00（ウィールチェアー）

１階正面玄関前
パン、クッキー、菓子類、

ハチミツ、ジャム等

就労継続支援B作業所・生活介護

ひより家

毎週火・木曜日

10:00～13:00
１階正面玄関前 お弁当、お餅

ふぁむ
毎週火・金曜日

14:00～17:00
１階正面玄関前 お弁当、唐揚げ、おむすび、お茶、雑貨等

シード
毎週水曜日

14:00～17:00
１階正面玄関前 野菜、小物

C-ゆめ工房
第3木曜日

10:00～16:00
庁舎１階玄関ホール前 パン、焼き菓子

就労継続支援B作業所

あゆみ工房

第3木曜日

10:00～16:00
庁舎１階玄関ホール前

白玉、手作り雑貨、焼き菓子（クッキー、プチケー

キ、マフィン等）、

あさひ希望の里
第3木曜日

10:00～16:00
庁舎１階玄関ホール前 さをり糸、紙すき、ビーズ製品

あさひいきいき就労支援センター
第4木曜日

10:00～16:00
庁舎１階玄関ホール前 菓子パン、惣菜パン、クッキー、洋菓子、弁当

特定非営利活動法人　あそーと
毎週火曜日

12:30～15:00
１階西側出入口 コーヒードリップバッグ、古本、

就労継続支援B作業所

シード

毎週月・火曜日

10:00～15:00
１階東側出入口

野菜、衣服（上着、ズボン等）、小物（ブレス

レット）

杜のShokudo、

Lianの杜

毎週水・金曜日

11:00～14:00
1階東側出入口 お弁当、お菓子

社会福祉法人　日本ヘレンケラー財

団
第２木曜日 １階正面玄関ロビー パン、焼き菓子、さをり製品

特定非営利活動法人

ドマーニ
第4金曜日 １階正面玄関ロビー パン、焼き菓子、さをり織り製品

社会福祉法人

大阪重症心身障害児者を支える会
第3金曜日 １階正面玄関ロビー 手芸用品

あべのひまわり作業所 第3金曜日 １階正面玄関ロビー クッキー、コーヒー豆、茶葉、手芸品

あべの作業所 第２木曜日 １階正面玄関ロビー
花ふきん、木工商品、野菜、マスク、エコバッ

クなど

特定非営利活動法人

互楽会
第1・３・５火曜日 １階正面玄関ロビー お菓子・文房具

特定非営利活動法人　ちゅうぶ 第１木曜日 １階正面玄関ロビー
日用品、服飾品（カレンダー、ビーズ製品、マフ

ラー等）

城東区役所

生野区役所

旭区役所

阿倍野区役所



ひよこ作業所 第１・３月曜日 1階南側エレベーター前 手作りマット

よさみ野障害者作業所 第１・３月曜日 1階南側エレベーター前
クッキー、パウンドケーキ、ジャム、

紙すき製品

ライフネットワーク
第４月曜日

第2火曜日
1階南側エレベーター前 手作り自主製品

オガリ作業所
第１・３火曜日ＡＭ

第２・４月曜日
1階南側エレベーター前

パン・焼き菓子

手作り自主製品

コロたま倶楽部 毎週木曜日 1階南側エレベーター前 手作り自主製品、炊き込みご飯

はぁとらんど浅香 毎週水・木曜日 1階南側エレベーター前 炊き込みご飯

ワークセンター粉浜 第１・４木曜日 1階南側エレベーター前 コーヒー販売（豆・粉）

NPO法人　WING 第1・３水曜日 1階南側エレベーター前 手作り自主製品

はぁとらんど浅香 毎週水・木曜日 1階南側エレベーター前 パン製品

Ado
第２金曜日・

第４月曜日
1階南側エレベーター前 手作り自主製品

就労継続支援B作業所

CNCjob's
第1金曜日 １階南側エレベーター前 革製品、布製品

Hamon 第1金曜日 １階南側エレベーター前 フルーツ大福、柚子サイダー

障害者支援ｾﾝﾀｰ　ノアノア 毎週火曜日 区役所庁舎前広場 コーヒー、菓子、雑貨

オレンジハウス 毎週金曜日 区役所庁舎前広場 陶芸、手芸品、観葉植物アクセサリー等

Good Luck事務所 毎週水曜日 区役所庁舎前広場
メロンパン、

りんご・いちごアメ

オレンジピース 毎週木曜日 区役所庁舎前広場 草木染めハンカチ、木製球体、ミサンガ

ワークハウス平野 毎週月曜日 区役所庁舎前広場 クッキー、ドッグフード

就労支援施設B型施設　Bloom
第２・４木曜日

10:00～15:00
1階区民ロビー ドーナツ、アクリルたわし等の手作り品

ジョイフルさつき作業所えん
第２・４木曜日

10:00～14:30
1階区民ロビー 紙製品、革製品等

社会福祉法人　ピースクラブ
毎週月曜日

11:00～17:00
1階区民ロビー

パン、ラスク等

お菓子、椎茸

デーセンター夢飛行
第４金曜日

11:00～14:30
1階区民ロビー お菓子、ポストカード、アクセサリー等

住吉区役所

西成区役所

平野区役所


