
法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 北海道 釧路市

社会福祉法人札幌報恩会　札幌報恩学園 障害者支援施設 北海道 札幌市厚別区

社会福祉法人渓仁会　西円山敬樹園 特別養護老人ホーム 北海道 札幌市中央区

社会福祉法人北ひろしま福祉会　共栄 障害者支援施設 北海道 北広島市

社会福祉法人さっぽろ慈啓会　慈啓会特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 北海道 札幌市中央区

社会福祉法人さっぽろ慈啓会　札幌市中央区第２地域包括支援センター 地域包括支援センター 北海道 札幌市中央区

社会福祉法人義弘会　光友園 障害者支援施設 北海道 札幌市白石区

有限会社花人　通所介護事業所　北彩都 通所介護 北海道 旭川市

社会福祉法人普仁会　地域包括支援センター愛仁園 地域包括支援センター 北海道 帯広市

社会福祉法人あむ　生活介護事業びーと 生活介護 北海道 札幌市中央区

社会福祉法人札幌明啓院　救護施設　札幌明啓院 救護施設 北海道 札幌市東区

社会福祉法人小樽四ツ葉学園　障害者支援施設小樽四ツ葉学園 障害者支援施設 北海道 小樽市

社会福祉法人はるにれの里　ライフサポートさりゅう 生活介護 北海道 札幌市北区

社会福祉法人緑星の里　相談支援事業所サポート 特定相談支援事業 北海道 苫小牧市

社会福祉法人函館一条　多機能型事業所ワークス一条 就労移行支援 北海道 函館市

社会福祉法人北ひろしま福祉会　グリーンパーク北ひろ 共同生活援助 北海道 北広島市

社会福祉法人北ひろしま福祉会　北広島デイセンター 生活介護 北海道 北広島市

社会福祉法人緑星の里　東胆振ケアセンター 介護老人保健施設 北海道 苫小牧市

社会福祉法人釧路愛育協会　養護老人ホーム長生園 養護老人ホーム 北海道 釧路市

社会福祉法人後志報恩会　小樽後志地域障がい者就業・生活支援センターひろば 障害者就業・生活支援センター 北海道 小樽市

社会福祉法人七戸町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 青森県 上北郡七戸町

社会福祉法人仙台市社会事業協会　仙台つばさ荘 母子生活支援施設 宮城県 仙台市青葉区

社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会　とちのき 生活介護 宮城県 仙台市青葉区

社会福祉法人いわき福音協会　はまなす荘 障害者支援施設 福島県 いわき市

社会福祉法人みどりのかぜ　生活介護事業所のはら 生活介護 福島県 いわき市

社会福祉法人征峯会　ピアしらとり 障害者支援施設 茨城県 筑西市

社会福祉法人常山会　特別養護老人ホーム 玉寿荘 特別養護老人ホーム 茨城県 行方市

社会福祉法人土浦市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 茨城県 土浦市

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 茨城県 神栖市

社会福祉法人窓愛園　児童養護施設窓愛園 児童養護施設 茨城県 土浦市

社会福祉法人豊潤会　ゆたか園 特別養護老人ホーム 茨城県 那珂市

社会福祉法人慈徳会　鹿嶋市だいどう地域包括支援センター 地域包括支援センター 茨城県 鹿嶋市

社会福祉法人尚恵学園　コスモス 生活介護 茨城県 土浦市

社会福祉法人パステル　多機能型事業所いちばん星 生活介護 茨城県 古河市

社会福祉法人 日立市社会福祉事業団　日立市大みかけやき荘 障害者支援施設 茨城県 日立市

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 栃木県 宇都宮市

地方独立行政法人　新小山市民病院 病院 栃木県 小山市

社会福祉法人飛山の里福祉会　宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 地域活動支援センター 栃木県 宇都宮市

社会福祉法人東京愛隣会　鹿沼愛隣福祉センター 就労継続支援 栃木県 鹿沼市

医療法人社団日高会　日高病院 病院 群馬県 高崎市

社会福祉法人群馬県社会福祉事業団　群馬県立障害者リハビリテーションセンター 自立訓練 群馬県 伊勢崎市

社会福祉法人愛の泉　養護老人ホームあいせんハイム 養護老人ホーム 埼玉県 加須市

社会福祉法人埼玉県共済会　養護老人ホーム尚和園 養護老人ホーム 埼玉県 さいたま市緑区

社会福祉法人皆の郷　第２川越いもの子作業所 生活介護 埼玉県 川越市

社会福祉法人上尾あゆみ会　上平事業所 就労継続支援 埼玉県 上尾市

社会福祉法人上尾あゆみ会　ふじ学園 生活介護 埼玉県 上尾市

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団　さいたま市大崎むつみの里第1事業所 就労継続支援 埼玉県 さいたま市緑区

社会福祉法人親愛会　親愛南の里 障害者支援施設 埼玉県 川越市

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局　秩父学園 障害児入所施設 埼玉県 所沢市

社会福祉法人鳩ヶ谷啓和会　川口市鳩ヶ谷西部地域包括支援センター 地域包括支援センター 埼玉県 川口市

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団　さいたま市大崎むつみの里第1事業所 生活介護 埼玉県 さいたま市緑区

草加西部地域包括支援センター 地域包括支援センター 埼玉県 草加市

社会福祉法人むつみ会　大宮区西部圏域地域包括支援センター春陽苑 地域包括支援センター 埼玉県 さいたま市大宮区



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

医療生協さいたま生活協同組合　川越市地域包括支援センターたかしな 地域包括支援センター 埼玉県 川越市

社会福祉法人埼玉のぞみの園　深谷たんぽぽ 就労継続支援 埼玉県 深谷市

医療法人財団明理会　春日部中央総合病院 病院 埼玉県 春日部市

社会福祉法人欣彰会　見沼区南部圏域地域包括支援センター　敬寿園 地域包括支援センター 埼玉県 さいたま市見沼区

ウエルシア介護サービス株式会社　白岡市地域包括支援センター　ウエルシアハウス 地域包括支援センター 埼玉県 白岡市

社会福祉法人ふじみ野福祉会　高齢者あんしん相談センターむさしの 地域包括支援センター 埼玉県 富士見市

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 千葉県 佐倉市

社会福祉法人芙蓉会　特別養護老人ホーム上総園 特別養護老人ホーム 千葉県 君津市

社会福祉法人松里福祉会　わかば園 生活介護 千葉県 松戸市

社会福祉法人柏市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 千葉県 柏市

社会福祉法人クローバー会　第２クローバー学園 障害者支援施設 千葉県 市原市

社会福祉法人悠久会　八千代市八千代台地域包括支援センター 地域包括支援センター 千葉県 八千代市

一般社団法人巨樹の会　千葉みなとリハビリテーション病院 病院 千葉県 千葉市中央区

医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 病院 千葉県 習志野市

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　美浜いきいきプラザ内デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 千葉県 千葉市美浜区

社会福祉法人山武市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 千葉県 山武市

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　千葉市中央いきいきプラザ 老人福祉センター 千葉県 千葉市中央区

社会福祉法人オリーブの樹　オリーブ轟 就労継続支援 千葉県 千葉市稲毛区

社会福祉法人光明会　就職するなら明朗塾 障害者就業・生活支援センター 千葉県 八街市

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　千葉市美浜いきいきプラザ内老人福祉センター 老人福祉センター 千葉県 千葉市美浜区

社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会　地域生活支援センターふらる 地域活動支援センター 千葉県 千葉市稲毛区

社会福祉法人千葉ベタニヤホーム　国府台母子ホーム 母子生活支援施設 千葉県 市川市

社会福祉法人至誠学舎立川　至誠和光ホーム 軽費老人ホーム 東京都 立川市

社会福祉法人港区社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 東京都 港区

社会福祉法人大泉旭出学園　旭出生産福祉園 障害者支援施設 東京都 練馬区

社会福祉法人まりも会　特別養護老人ホームまりも園 特別養護老人ホーム 東京都 小平市

社会福祉法人小金井市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 東京都 小金井市

社会福祉法人浴風会　第二南陽園 特別養護老人ホーム 東京都 杉並区

社会福祉法人福田会　広尾フレンズ 児童養護施設 東京都 渋谷区

社会福祉法人荒川区社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 東京都 荒川区

社会福祉法人光照園　江戸川光照苑 特別養護老人ホーム 東京都 江戸川区

社会福祉法人大洋社　大田区立ひまわり苑 母子生活支援施設 東京都 大田区

社会福祉法人台東つばさ福祉会　つばさ福祉工房 生活介護 東京都 台東区

社会福祉法人フロンティア　文京くすのき高齢者在宅サービスセンター 老人デイサービスセンター 東京都 文京区

社会福祉法人雲柱社　賀川学園 障害児通所支援事業 東京都 小金井市

社会福祉法人世田谷ボランティア協会　ケアセンターふらっと 生活介護 東京都 世田谷区

社会福祉法人サンフレンズ　和田ふれあいの家 通所介護 東京都 杉並区

社会福祉法人こうれいきょう　池尻あんしんすこやかセンター 地域包括支援センター 東京都 世田谷区

社会福祉法人友愛十字会　東京聴覚障害者支援センター 障害者支援施設 東京都 板橋区

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会　世田谷区立桜上水福祉園 生活介護 東京都 世田谷区

社会福祉法人東京援護協会　板橋区立特別養護老人ホームいずみの苑 特別養護老人ホーム 東京都 板橋区

社会福祉法人あいのわ福祉会　足立あかしあ園 生活介護 東京都 足立区

社会福祉法人北区社会福祉事業団　東京都北区立赤羽西福祉作業所 就労継続支援 東京都 北区

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会　世田谷区立奥沢福祉園 生活介護 東京都 世田谷区

社会福祉法人浴風会　第三南陽園 特別養護老人ホーム 東京都 杉並区

社会福祉法人北区社会福祉事業団　東京都北区立赤羽西福祉工房 生活介護 東京都 北区

社会福祉法人武蔵野会　世田谷区立烏山福祉作業所 就労継続支援 東京都 世田谷区

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会　ゆたか苑 特別養護老人ホーム 東京都 豊島区

社会福祉法人同愛会東京事業本部　板橋区立加賀福祉園 就労継続支援 東京都 板橋区

社会福祉法人大田幸陽会　大田区立大森東福祉園 生活介護 東京都 大田区

社会福祉法人目黒区社会福祉事業団　目黒区西部包括支援センター 地域包括支援センター 東京都 目黒区

社会福祉法人長岡福祉協会　新橋はつらつ太陽 生活介護 東京都 港区

社会福祉法人北野会　板橋区徳丸地域包括支援センター 地域包括支援センター 東京都 板橋区



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人鵜足津福祉会　マイルドハート高円寺 障害者支援施設 東京都 杉並区

社会福祉法人光照園　東京都北区豊島地域包括支援センター 地域包括支援センター 東京都 北区

社会福祉法人六踏園　品川景徳学園 児童養護施設 東京都 品川区

社会福祉法人睦月会　Life Design　あくと 生活介護 東京都 西東京市

社会福祉法人原町成年寮　東京都葛飾通勤寮 自立訓練 東京都 葛飾区

社会福祉法人武蔵野会　リアン文京 障害者支援施設 東京都 文京区

社会福祉法人同愛記念病院財団　同愛高齢者支援総合センター 地域包括支援センター 東京都 墨田区

医療法人社団直和会　平成立石病院 病院 東京都 葛飾区

社会福祉法人フロンティア　特別養護老人ホーム池袋ほんちょうの郷 特別養護老人ホーム 東京都 豊島区

医療法人社団永寿会　三鷹中央病院 病院 東京都 三鷹市

社会福祉法人ウエルガーデン　北区西が丘園地域包括支援センター 地域包括支援センター 東京都 北区

社会福祉法人あいのわ福祉会　神明福祉作業所 就労継続支援 東京都 足立区

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会　障害者支援施設清瀬育成園ひだまりの里きよせ 障害者支援施設 東京都 清瀬市

社会福祉法人東京かたばみ会　調布市地域包括支援センターちょうふの里 地域包括支援センター 東京都 調布市

社会福祉法人東京コロニー　コロニー東村山 就労継続支援 東京都 東村山市

社会福祉法人睦月会　Life Design　きゃりあ 就労継続支援 東京都 西東京市

社会福祉法人長寿村　特別養護老人ホーム　足立翔裕園 特別養護老人ホーム 東京都 足立区

社会福祉法人賛育会　特別養護老人ホーム第二清風園 特別養護老人ホーム 東京都 町田市

社会福祉法人賛育会　八広はなみずき高齢者支援総合センター 地域包括支援センター 東京都 墨田区

社会福祉法人悠々会　居宅介護支援事業所悠々園 居宅介護支援事業 東京都 町田市

社会福祉法人三井記念病院　新砂長寿サポートセンター 地域包括支援センター 東京都 江東区

社会福祉法人武蔵野療園　中野区かみさぎ特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 東京都 中野区

社会福祉法人六踏園　第二調布学園 児童養護施設 東京都 調布市

社会福祉法人睦月会　相談支援ルーム　ボンデイ 特定相談支援事業 東京都 江東区

社会福祉法人まちだ育成会　かがやき 生活介護 東京都 町田市

社会福祉法人済美会　ひまわり作業所 就労継続支援 東京都 杉並区

社会福祉法人あいのわ福祉会　竹の塚あかしあの杜 生活介護 東京都 足立区

社会福祉法人けやきの杜　希望園 生活介護 東京都 国分寺市

社会福祉法人東京都福祉事業協会　板橋区立カーサはるにれ 母子生活支援施設 東京都 板橋区

株式会社やさしい手　目黒区北部包括支援センター 地域包括支援センター 東京都 目黒区

社会福祉法人あいのわ福祉会　神明福祉作業所 生活介護 東京都 足立区

社会福祉法人特別区社会福祉事業団　自立支援センター千代田寮 ホームレス自立支援センター 東京都 千代田区

社会福祉法人常盤会　調布市地域包括支援センターときわぎ国領 地域包括支援センター 東京都 調布市

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会　江戸川区立えがおの家 生活介護 東京都 江戸川区

社会福祉法人大田幸陽会　大田区立しいのき園 就労継続支援 東京都 大田区

医療法人社団　松井病院 病院 東京都 大田区

社会福祉法人道志会　道志会老人ホーム 特別養護老人ホーム 神奈川県 綾瀬市

社会福祉法人敬愛会　敬愛の園 養護老人ホーム 神奈川県 大和市

社会福祉法人かながわ共同会　秦野精華園 障害者支援施設 神奈川県 秦野市

社会福祉法人かしの木会　くず葉学園 障害者支援施設 神奈川県 秦野市

社会福祉法人県央福祉会　ふきのとう向生舎 生活介護 神奈川県 大和市

社会福祉法人敬和会　高齢者生活支援施設けいわ荘 特別養護老人ホーム 神奈川県 厚木市

社会福祉法人秀峰会　特別養護老人ホーム南永田桜樹の森 特別養護老人ホーム 神奈川県 横浜市南区

社会福祉法人横浜ＹＭＣＡ福祉会　深見大和地域包括支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 大和市

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 神奈川県 茅ヶ崎市

社会福祉法人みのり会　セルプ宮前こばと 生活介護 神奈川県 川崎市宮前区

社会福祉法人なでしこ会　横浜市岩崎地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市保土ケ谷区

社会福祉法人緑成会　特別養護老人ホーム　緑の郷 特別養護老人ホーム 神奈川県 横浜市青葉区

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　泥亀地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市金沢区

社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会　大野台地域包括支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 相模原市南区

社会福祉法人県央福祉会　横浜市中山みどり園 生活介護 神奈川県 横浜市緑区

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　横浜市中山地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市緑区

社会福祉法人白根学園　社会就労センターしらね 生活介護 神奈川県 横浜市旭区



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人しののめ会　聖星学園 生活介護 神奈川県 横浜市金沢区

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　横浜市新橋ホーム 養護老人ホーム 神奈川県 横浜市泉区

社会福祉法人健仁会　千の風・川崎 介護老人保健施設 神奈川県 川崎市幸区

社会福祉法人進和学園　進和やましろホーム 生活介護 神奈川県 平塚市

社会福祉法人開成町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 神奈川県 足柄上郡開成町

社会福祉法人光友会　太陽の家藤の実学園 生活介護 神奈川県 藤沢市

医療法人三星会　レストア横浜 介護老人保健施設 神奈川県 横浜市南区

特定非営利活動法人ハイテンション　Ｊｕｍｐ 生活介護 神奈川県 厚木市

社会福祉法人海風会　海風会相談支援センター 一般相談支援事業 神奈川県 横須賀市

社会福祉法人らっく　多機能型事業所あみ 就労移行支援 神奈川県 相模原市南区

社会福祉法人横浜ＹＭＣＡ福祉会　横浜市東本郷地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市緑区

社会福祉法人みのり会　厨房じんべい 生活介護 神奈川県 川崎市宮前区

社会福祉法人ぐりーんろーど　トロワランド 生活介護 神奈川県 横浜市神奈川区

社会福祉法人セイワ　すみよし地域包括支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 川崎市中原区

医療法人小林病院 病院 神奈川県 小田原市

社会福祉法人若竹大寿会　横浜市東寺尾地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市鶴見区

社会福祉法人親善福祉協会　横浜市芹が谷地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市港南区

社会福祉法人同愛会　ダイア磯子 就労継続支援 神奈川県 横浜市磯子区

医療法人社団守成会　広瀬病院 病院 神奈川県 相模原市緑区

特定非営利活動法人さざなみ会　就労継続支援Ｂ型　シャロームの家 就労継続支援 神奈川県 横浜市磯子区

社会福祉法人横浜共生会　花みずき 障害者相談支援事業 神奈川県 横浜市港北区

社会福祉法人横浜共生会　スペースつなしま 特定相談支援事業 神奈川県 横浜市港北区

社会福祉法人十愛療育会　横浜療育医療センター 特定相談支援事業 神奈川県 横浜市旭区

特定非営利活動法人ホッとスペース中原　居宅介護支援事業所ホッとスペース中原 居宅介護支援事業 神奈川県 川崎市中原区

特定非営利活動法人ホッとスペース中原　グループホームちいろば 共同生活援助 神奈川県 川崎市中原区

社会福祉法人春日会　とどろき地域包括支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 川崎市中原区

社会福祉法人県央福祉会　ピッコリーナ 生活介護 神奈川県 相模原市中央区

社会福祉法人麗寿会　茅ヶ崎地区地域包括支援センターゆず 地域包括支援センター 神奈川県 茅ヶ崎市

社会福祉法人県央福祉会　パステルパレット 生活介護 神奈川県 相模原市中央区

社会福祉法人厚木市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 神奈川県 厚木市

社会福祉法人みのり会　生活介護あーる工房 生活介護 神奈川県 川崎市宮前区

社会福祉法人横浜ＹＭＣＡ福祉会　横浜市生麦地域ケアプラザ　地域包括支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市鶴見区

社会福祉法人かながわ共同会　厚木精華園相談支援事業所 特定相談支援事業 神奈川県 厚木市

社会福祉法人進和学園　ビーライトしんわ 障害児相談支援事業 神奈川県 平塚市

社会福祉法人更生慈仁会　十字園 障害者支援施設 新潟県 新潟市西区

社会福祉法人更生慈仁会　青松ワークス 就労継続支援 新潟県 新潟市西区

社会福祉法人更生慈仁会　麦っ子ワークス 就労継続支援 新潟県 新潟市西蒲区

社会福祉法人上越福祉会　障害児（者）相談支援センターかなや 特定相談支援事業 新潟県 上越市

社会福祉法人新川むつみ園　新川むつみ園 障害者支援施設 富山県 下新川郡入善町

社会福祉法人戸出福祉会　特別養護老人ホームだいご苑 特別養護老人ホーム 富山県 高岡市

社会福祉法人たかおか新生会　新生苑 障害者支援施設 富山県 高岡市

社会福祉法人セーナー苑　障害福祉サービス事業所　萌黄 生活介護 富山県 富山市

社会福祉法人セーナー苑　グループホーム　ほのか 共同生活援助 富山県 富山市

社会福祉法人清楽会　清楽園在宅介護支援センター 居宅介護支援事業 富山県 小矢部市

一般社団法人ガチョック 就労継続支援 富山県 射水市

社会福祉法人新川会　障害福祉サービス事業所　つつじ苑 生活介護 富山県 滑川市

社会福祉法人むつみ会　若草福祉作業所 就労継続支援 石川県 金沢市

社会福祉法人梅光会　梅光児童園 児童養護施設 石川県 金沢市

社会福祉法人陽風園　救護施設三陽ホーム 救護施設 石川県 金沢市

社会福祉法人富樫福祉会　特別養護老人ホーム富樫苑 特別養護老人ホーム 石川県 野々市市

社会福祉法人四恩会　ライフクリエートかほく 特定相談支援事業 石川県 かほく市

社会福祉法人光道園　ライフトレーニングセンター 障害者支援施設 福井県 鯖江市

特定非営利活動法人ふくいの福祉家　松原のいろ幸 小規模多機能型居宅介護 福井県 敦賀市



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人足羽福祉会　あすわ相談支援事業所リアン 特定相談支援事業 福井県 福井市

社会福祉法人欣寿会　特別養護老人ホーム芙蓉荘 特別養護老人ホーム 山梨県 富士吉田市

社会福祉法人山梨県社会福祉事業団　きぼうの家 障害者支援施設 山梨県 甲府市

社会福祉法人中央市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 山梨県 中央市

社会福祉法人三富福祉会　特定相談支援事業所　サポートセンターハロハロ 特定相談支援事業 山梨県 山梨市

社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長野県 駒ヶ根市

松本市福祉事務所 福祉事務所 長野県 松本市

社会医療法人健和会　健和会病院 病院 長野県 飯田市

社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長野県 飯田市

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　長野県済生会シルバーランドみつい 特別養護老人ホーム 長野県 佐久市

社会福祉法人高水福祉会　かすたねっと 生活介護 長野県 中野市

社会福祉法人長野市社会事業協会　はなみずき 障害児通所支援事業 長野県 長野市

社会福祉法人中信社会福祉協会　障害者相談支援センター中信 特定相談支援事業 長野県 松本市

社会福祉法人かりがね福祉会　つつじ 特定相談支援事業 長野県 上田市

社会福祉法人幸充　特別養護老人ホームライフ穂高 特別養護老人ホーム 長野県 安曇野市

長野県厚生農業協同組合連合会　北アルプス医療センターあづみ病院　地域医療部 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 長野県 北安曇郡池田町

社会福祉法人岐阜老人ホーム　岐阜老人ホーム 養護老人ホーム 岐阜県 岐阜市

社会福祉法人可茂会　障害者支援施設可茂学園 障害者支援施設 岐阜県 可児市

社会福祉法人樹心会　樹心寮 児童養護施設 岐阜県 揖斐郡大野町

医療法人社団友愛会　岩砂病院・岩砂マタニティ 病院 岐阜県 岐阜市

社会福祉法人大垣市社会福祉事業団　特別養護老人ホーム大垣市くすのき苑 特別養護老人ホーム 岐阜県 大垣市

社会福祉法人美谷会　飛鳥美谷苑 特別養護老人ホーム 岐阜県 各務原市

社会福祉法人麋城会　特別養護老人ホーム友和苑 特別養護老人ホーム 岐阜県 大垣市

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会　本巣市地域包括支援センター 地域包括支援センター 岐阜県 本巣市

社会福祉法人明和会　袋井学園 障害者支援施設 静岡県 袋井市

社会福祉法人駿河会　特別養護老人ホーム晃の園 特別養護老人ホーム 静岡県 静岡市葵区

社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷厚生園讃栄寮 救護施設 静岡県 浜松市北区

社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家 障害児通所支援事業 静岡県 静岡市葵区

社会福祉法人小羊学園　支援センターわかぎ 障害者支援施設 静岡県 浜松市浜北区

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　静岡県済生会　静岡医療福祉センター成人部 障害者支援施設 静岡県 静岡市駿河区

社会福祉法人牧ノ原やまばと学園　垂穂寮 障害者支援施設 静岡県 島田市

社会福祉法人新和会　燦光 特別養護老人ホーム 静岡県 湖西市

社会福祉法人天竜厚生会　特別養護老人ホームさやの家 特別養護老人ホーム 静岡県 掛川市

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 静岡県 静岡市葵区

社会福祉法人天竜厚生会　翠松苑 特別養護老人ホーム 静岡県 浜松市浜北区

社会福祉法人天竜厚生会　浜名 障害者支援施設 静岡県 浜松市浜北区

社会福祉法人三幸会　山崎園 特別養護老人ホーム 静岡県 浜松市西区

社会福祉法人共済福祉会　伊豆リハビリテーションセンター 障害者支援施設 静岡県 田方郡函南町

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　静岡県済生会　静岡市桜の園 障害者支援施設 静岡県 静岡市葵区

社会福祉法人焼津福祉会　虹の家 生活介護 静岡県 焼津市

社会福祉法人春風寮　児童養護施設春風寮 児童養護施設 静岡県 焼津市

社会福祉法人天竜厚生会　みのり 就労継続支援 静岡県 浜松市天竜区

社会福祉法人天竜厚生会　大里高松地域包括支援センター 地域包括支援センター 静岡県 静岡市駿河区

社会福祉法人共済福祉会　リベルテ 特定相談支援事業 静岡県 田方郡函南町

社会福祉法人インクルふじ　生活介護事業所でらーと 生活介護 静岡県 富士市

社会福祉法人天心会　静岡市葵区長尾川地域包括支援センター 地域包括支援センター 静岡県 静岡市葵区

静岡市清水区興津川地域包括支援センター 地域包括支援センター 静岡県 静岡市清水区

社会福祉法人恵心会　cheer下川原 共同生活援助 静岡県 静岡市駿河区

合同会社ヴァリファッド　ケアプランセンター長田南 居宅介護支援事業 静岡県 静岡市駿河区

社会福祉法人名古屋ライトハウス　光和寮 障害者支援施設 愛知県 名古屋市昭和区

社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会　特別養護老人ホームとよた苑 特別養護老人ホーム 愛知県 豊田市

社会福祉法人名古屋厚生会　名古屋厚生会館愛のホーム 母子生活支援施設 愛知県 名古屋市西区

社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会　春日苑 障害者支援施設 愛知県 春日井市



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人むつみ福祉会　むつみグリーンハウス 生活介護 愛知県 名古屋市中区

社会福祉法人岡崎市福祉事業団　そだちの家 生活介護 愛知県 岡崎市

社会福祉法人ふたば福祉会　ふたば園 生活介護 愛知県 瀬戸市

社会福祉法人ぬくもり福祉会　ぬくもりの家 生活介護 愛知県 安城市

社会福祉法人平針福祉会　若杉作業所 生活介護 愛知県 名古屋市昭和区

社会福祉法人ふたば福祉会　高齢者総合福祉施設　ウィローふたば 特別養護老人ホーム 愛知県 瀬戸市

社会福祉法人名古屋厚生会　名古屋市五条荘 母子生活支援施設 愛知県 名古屋市南区

社会福祉法人知多学園　むらさき野苑 特別養護老人ホーム 愛知県 常滑市

社会福祉法人和進奉仕会　和進館児童ホーム 児童養護施設 愛知県 名古屋市守山区

社会福祉法人岡崎市福祉事業団　岡崎市養護老人ホーム 養護老人ホーム 愛知県 岡崎市

社会福祉法人名肢会　サンホープ名古屋 生活介護 愛知県 名古屋市西区

社会福祉法人樫の木福祉会　樫の木園 生活介護 愛知県 一宮市

社会福祉法人ダブルエッチジェー　碧南ふれあい作業所 生活介護 愛知県 碧南市

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 豊川市

社会福祉法人江南市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 江南市

社会福祉法人高浜市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 高浜市

社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 小牧市

社会福祉法人半田市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 半田市

医療法人医仁会　さくら総合病院 病院 愛知県 丹羽郡大口町

社会福祉法人あさみどりの会　べにしだの家 障害者支援施設 愛知県 名古屋市中村区

社会福祉法人愛知慈恵会　小川の里 特別養護老人ホーム 愛知県 安城市

社会福祉法人豊橋市福祉事業会　豊橋あゆみ学園 障害児通所支援事業 愛知県 豊橋市

医療法人鉄友会　介護老人保健施設さくらの里 介護老人保健施設 愛知県 岡崎市

社会福祉法人碧南市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 碧南市

社会福祉法人せんねん村　特別養護老人ホームせんねん村 特別養護老人ホーム 愛知県 西尾市

社会福祉法人蟹江福祉会　かにえワークス 就労継続支援 愛知県 海部郡蟹江町

社会福祉法人華陽会　サービスネットワーク南陽 特別養護老人ホーム 愛知県 名古屋市港区

社会福祉法人豊明福祉会　メイツ 生活介護 愛知県 豊明市

社会福祉法人幡豆福祉会　レジデンス宮崎 特別養護老人ホーム 愛知県 西尾市

社会福祉法人田原市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 田原市

公益財団法人名古屋市千種母子福祉協会　名古屋市にじが丘荘 母子生活支援施設 愛知県 名古屋市千種区

社会福祉法人昭徳会　小原安立 特別養護老人ホーム 愛知県 豊田市

医療法人仁医会　西尾市地域包括支援センター西尾 地域包括支援センター 愛知県 西尾市

社会福祉法人豊田市福祉事業団　豊田市障がい者総合支援センター暖 生活介護 愛知県 豊田市

医療法人十喜会　老人保健施設向陽 介護老人保健施設 愛知県 碧南市

社会福祉法人觀寿々会　刈谷富士松地域包括支援センター 地域包括支援センター 愛知県 刈谷市

社会福祉法人豊橋市福祉事業会　ワークス岩西 生活介護 愛知県 豊橋市

社会福祉法人ゆたか福祉会　ワークセンターフレンズ星崎 生活介護 愛知県 名古屋市南区

社会福祉法人西春日井福祉会　特別養護老人ホーム清洲の里 特別養護老人ホーム 愛知県 清須市

社会福祉法人嘉祥福祉会　地域活動支援センターゆうとぴあ恵愛 地域活動支援センター 愛知県 津島市

社会福祉法人平針福祉会　はあと平針 生活介護 愛知県 名古屋市天白区

有限会社レモン介護サービス　通所介護事業所レモンの樹 通所介護 愛知県 東海市

社会福祉法人くるみ会　ほっと 障害児通所支援事業 愛知県 西尾市

社会福祉法人ダブルエッチジェー　ＡＷひまわり 就労継続支援 愛知県 半田市

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会　ジョブサポートセンターbeing桜山 就労継続支援 愛知県 名古屋市昭和区

社会福祉法人養楽福祉会　なかぎりワークス 就労継続支援 愛知県 春日井市

社会福祉法人ぬくもり福祉会　ぬくもりワークス 生活介護 愛知県 安城市

社会福祉法人ぬくもり福祉会　ぬくもりの郷 生活介護 愛知県 安城市

社会福祉法人共生福祉会　すずらん生活支援センター 特定相談支援事業 愛知県 名古屋市北区

社会福祉法人ゆたか福祉会　第２ゆたか希望の家 障害者支援施設 愛知県 北設楽郡設楽町

社会福祉法人九十九会　ユートピア第2つくも　在宅介護相談センター 居宅介護支援事業 愛知県 名古屋市守山区

社会福祉法人大府福祉会　たくと大府 生活介護 愛知県 大府市

社会福祉法人中央有鄰学院　児童養護施設ゆうりん 児童養護施設 愛知県 名古屋市緑区



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人ふたば　授産所ふくふく 生活介護 愛知県 豊橋市

医療法人宏和会　とりはらデイサービスセンター 通所介護 愛知県 瀬戸市

社会福祉法人知多学園　常滑市南部地域包括支援センター 地域包括支援センター 愛知県 常滑市

社会福祉法人ニコニコハウス　介護支援センターなごみ 居宅介護支援事業 愛知県 名古屋市緑区

社会福祉法人昭徳会　児童養護施設名古屋若松寮 児童養護施設 愛知県 名古屋市名東区

社会福祉法人成祥福祉会　味岡地域包括支援センター岩崎あいの郷 地域包括支援センター 愛知県 小牧市

社会福祉法人東浦町社会福祉協議会　東浦町高齢者相談支援センター 地域包括支援センター 愛知県 知多郡東浦町

社会福祉法人無門福祉会　むもんカンパニー青い空 生活介護 愛知県 豊田市

社会福祉法人コスモス福祉会　障害福祉サービス事業所だいち 生活介護 愛知県 一宮市

社会福祉法人樫の木福祉会　樫の木作業所 生活介護 愛知県 一宮市

社会福祉法人岡崎市福祉事業団　ふじ地域包括支援センター 地域包括支援センター 愛知県 岡崎市

社会福祉法人昭徳会　障がい者支援センター高浜安立 特定相談支援事業 愛知県 高浜市

社会福祉法人ひまわり福祉会　地域生活支援拠点　凪の丘 特定相談支援事業 愛知県 名古屋市守山区

社会福祉法人ふそう福祉会　ハーモニー 共同生活援助 愛知県 丹羽郡扶桑町

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会　ふじのさと包括支援センタ－ 地域包括支援センター 愛知県 豊田市

社会福祉法人アパティア福祉会　エスペランス四日市 児童養護施設 三重県 四日市市

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 三重県 桑名市

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 三重県 尾鷲市

社会福祉法人川越町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 三重県 三重郡川越町

社会福祉法人富田浜福祉会　富田浜在宅介護サービスセンター 老人介護支援センター 三重県 四日市市

社会福祉法人いずみ　ＴＯＩＮあーち 生活介護 三重県 員弁郡東員町

社会福祉法人明和町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 三重県 多気郡明和町

社会福祉法人まつさか福祉会　相談支援センターまっつぁか 特定相談支援事業 三重県 松阪市

社会福祉法人太陽の里　ケアハウスさわやか苑 軽費老人ホーム 三重県 松阪市

社会福祉法人風薫会　みなと在宅介護サービスセンター 老人介護支援センター 三重県 四日市市

社会福祉法人おおすぎ　城山れんげの里 障害児通所支援事業 三重県 津市

社会福祉法人聖マッテヤ会　ふらっとグループ　津市基幹障がい者相談支援センター 基幹相談支援センター 三重県 津市

社会福祉法人三重県厚生事業団　三重県身体障害者総合福祉センター 高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関 三重県 津市

社会福祉法人さざなみ学園 児童心理治療施設 滋賀県 彦根市

社会福祉法人米原市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 滋賀県 米原市

社会福祉法人近江和順会　特別養護老人ホームヴィラ十二坊 特別養護老人ホーム 滋賀県 湖南市

社会福祉法人びわこ学園　重症心身障害者通所施設たいよう 生活介護 滋賀県 守山市

社会福祉法人まんてん　ケアプランセンターまんてん 居宅介護支援事業 滋賀県 長浜市

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 京都府 宇治市

社会福祉法人松寿苑　特別養護老人ホーム第２松寿苑 特別養護老人ホーム 京都府 綾部市

社会福祉法人京都社会事業財団　西陣病院 病院 京都府 京都市上京区

社会福祉法人京都福祉サービス協会　京都市紫野地域包括支援センター 地域包括支援センター 京都府 京都市北区

京丹後市福祉事務所 福祉事務所 京都府 京丹後市

医療法人社団千春会　千春会病院 病院 京都府 長岡京市

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 京都府 木津川市

社会福祉法人京都障害者福祉センター　京都市ふしみ学園 生活介護 京都府 京都市伏見区

社会福祉法人宇治明星園　北宇治地域包括支援センター 地域包括支援センター 京都府 宇治市

社会福祉法人宇治明星園　伊勢田明星園小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護 京都府 宇治市

社会福祉法人京都老人福祉協会 地域密着型特別養護老人ホーム鷹匠の家ほっこり 特別養護老人ホーム 京都府 京都市伏見区

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会　南丹地域包括支援センター 地域包括支援センター 京都府 南丹市

社会福祉法人宇治明星園　南部・三室戸地域包括支援センター 地域包括支援センター 京都府 宇治市

社会福祉法人同和園　京都市醍醐・北部地域包括支援センター 地域包括支援センター 京都府 京都市伏見区

社会福祉法人京都老人福祉協会　京都市東高瀬川地域包括支援センター 地域包括支援センター 京都府 京都市伏見区

社会福祉法人阪南福祉事業会　岸和田学園 児童養護施設 大阪府 岸和田市

社会福祉法人柏原市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 大阪府 柏原市

社会福祉法人日本ヘレンケラー財団　救護施設平和寮 救護施設 大阪府 大阪市阿倍野区

社会福祉法人大阪福祉事業財団　高槻温心寮 救護施設 大阪府 高槻市

社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ愛育館 障害児入所施設 大阪府 大阪市城東区



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人四天王寺福祉事業団　四天王寺たまつくり苑 特別養護老人ホーム 大阪府 大阪市天王寺区

社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 大阪府 大阪市淀川区

社会福祉法人育徳園　特別養護老人ホームいくとく 特別養護老人ホーム 大阪府 大阪市阿倍野区

社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会　あいらぶ工房 生活介護 大阪府 大阪市港区

社会福祉法人障友会　わららか草部 生活介護 大阪府 堺市西区

社会福祉法人愛和会　特別養護老人ホーム豊中あいわ苑 特別養護老人ホーム 大阪府 豊中市

社会福祉法人清光会　和泉の里 障害者支援施設 大阪府 泉佐野市

社会福祉法人いわき学園　いわき生野学園 生活介護 大阪府 大阪市生野区

社会福祉法人今川学園　今林の里 障害者支援施設 大阪府 大阪市東住吉区

社会福祉法人聖徳会　大阪老人ホーム 特別養護老人ホーム 大阪府 松原市

社会福祉法人豊中福祉会　特別養護老人ホームローズガーデン条南苑 特別養護老人ホーム 大阪府 泉大津市

社会福祉法人聖徳会　まつばら駅前デイサービスセンターおおぞら 老人デイサービスセンター 大阪府 松原市

社会福祉法人竜華福祉会　ホーム太子堂デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 大阪府 八尾市

社会福祉法人竜華福祉会　八尾市地域包括支援センターホーム太子堂 地域包括支援センター 大阪府 八尾市

社会福祉法人交野市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 大阪府 交野市

社会福祉法人萌健会　深江南地域総合相談窓口（ブランチ） 老人介護支援センター 大阪府 大阪市東成区

社会福祉法人わらしべ会　アトラクト 就労継続支援 大阪府 枚方市

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団　軽費老人ホーム豊寿荘 軽費老人ホーム 大阪府 豊中市

社会福祉法人日本ヘレンケラー財団　障害者支援施設アテナ平和 障害者支援施設 大阪府 大阪市阿倍野区

医療法人山紀会　介護老人保健施設やまき・あべの苑 介護老人保健施設 大阪府 大阪市阿倍野区

社会福祉法人成光苑　せっつ桜苑居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 大阪府 摂津市

社会福祉法人るうてるホーム　四條畷第1地域包括支援センター 地域包括支援センター 大阪府 四條畷市

社会福祉法人高津学園　障害者支援施設知恩寮 障害者支援施設 大阪府 大阪市天王寺区

社会福祉法人福生会　養護老人ホーム福生園 養護老人ホーム 大阪府 堺市中区

社会福祉法人治栄会　とどまつ園 就労継続支援 大阪府 大阪市都島区

社会福祉法人悠人会　ベルアルト 介護老人保健施設 大阪府 堺市堺区

社会福祉法人たちばな会　特別養護老人ホーム寝屋川石津園 特別養護老人ホーム 大阪府 寝屋川市

社会福祉法人和　障害者生活介護施設ＮＡＧＯＭＩ 生活介護 大阪府 豊中市

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会　泉南特別養護老人ホームなでしこ　りんくう 特別養護老人ホーム 大阪府 泉南市

医療法人山紀会　介護老人保健施設やまき苑 介護老人保健施設 大阪府 大阪市西成区

社会福祉法人日本ライトハウス　鶴見区障がい者基幹相談支援センター 特定相談支援事業 大阪府 大阪市鶴見区

社会福祉法人成光苑　特別養護老人ホームせっつ桜苑 特別養護老人ホーム 大阪府 摂津市

社会福祉法人山水学園　特別養護老人ホームサンローズオオサカ　東陽地域在宅介護支援センター 老人介護支援センター 大阪府 大阪市東成区

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会　障害福祉サービス事業　ふれあい泉南（生活介護） 生活介護 大阪府 泉南市

社会福祉法人森の宮福祉会　特別養護老人ホーム　ハミングベル中道 特別養護老人ホーム 大阪府 大阪市東成区

社会福祉法人聖徳会　デイサービスセンター田坐 通所介護 大阪府 松原市

更生保護法人和衷会　更生保護施設和衷会 更生保護施設 大阪府 大阪市北区

社会福祉法人田島童園　児童養護施設田島童園 児童養護施設 大阪府 大阪市生野区

有限会社ダンデライオン　ケアサービス　ダンデライオン 特定相談支援事業 大阪府 大阪市北区

社会福祉法人つくし会　八尾市地域包括支援センター萱振苑 地域包括支援センター 大阪府 八尾市

特定非営利活動法人あさひ 障がい者自立訓練事業 福祉事業型専攻科　ビアンカ 自立訓練 大阪府 大阪市旭区

社会福祉法人ウエル清光会　特別養護老人ホーム美豊苑 特別養護老人ホーム 大阪府 豊中市

社会福祉法人治栄会　かどまつ苑 短期入所 大阪府 門真市

社会福祉法人日本ライトハウス　日本ライトハウスきらきら 生活介護 大阪府 大阪市鶴見区

豊中市立障害福祉センターひまわり 身体障害者福祉センター 大阪府 豊中市

社会福祉法人神戸福生会 特別養護老人ホーム永栄園 特別養護老人ホーム 兵庫県 神戸市西区

社会福祉法人甲山福祉センター　特別養護老人ホーム甲寿園 特別養護老人ホーム 兵庫県 西宮市

社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 兵庫県 宝塚市

社会福祉法人愛光社会福祉事業協会　障害者支援施設　三愛園 障害者支援施設 兵庫県 姫路市

社会福祉法人聖徳園　特別養護老人ホームあしや聖徳園 特別養護老人ホーム 兵庫県 芦屋市

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団　障害者支援施設神戸愛生園 障害者支援施設 兵庫県 神戸市須磨区

社会福祉法人神戸あゆみの会　あゆみの里 障害者支援施設 兵庫県 神戸市西区

社会福祉法人明石恵泉福祉会　介護老人保健施設　恵泉 介護老人保健施設 兵庫県 明石市



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人神戸光有会　アメニティホ－ム夢野 救護施設 兵庫県 神戸市兵庫区

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団　清水が丘学園 児童心理治療施設 兵庫県 明石市

社会福祉法人共生会　愛信学園 児童養護施設 兵庫県 神戸市兵庫区

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団　神戸市立自立センターひょうご 生活介護 兵庫県 神戸市兵庫区

社会福祉法人甲山福祉センター　にしのみや苑 特別養護老人ホーム 兵庫県 西宮市

社会福祉法人北須磨保育センター　友が丘YUAI 特別養護老人ホーム 兵庫県 神戸市須磨区

社会福祉法人聖隷福祉事業団　花屋敷地域包括支援センター 地域包括支援センター 兵庫県 宝塚市

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団　養護老人ホーム松風園 養護老人ホーム 兵庫県 伊丹市

社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団　尼崎市尼崎学園 児童養護施設 兵庫県 神戸市北区

社会福祉法人ヨハネ会　神戸市立自立センターたるみ 生活介護 兵庫県 神戸市垂水区

社会福祉法人甲山福祉センター　西宮すなご医療福祉センター 療養介護 兵庫県 西宮市

社会福祉法人神戸福生会　高齢者ケアセンターひょうご 特別養護老人ホーム 兵庫県 神戸市兵庫区

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団　三木精愛園相談支援事業所 特定相談支援事業 兵庫県 三木市

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会　南地域包括支援センター 地域包括支援センター 兵庫県 伊丹市

社会福祉法人協同の苑　生活介護事業所 さつき 生活介護 兵庫県 伊丹市

社会福祉法人敬寿会　姫路市飾磨西地域包括支援センター 地域包括支援センター 兵庫県 姫路市

社会福祉法人立正学園　児童養護施設立正学園 児童養護施設 兵庫県 加古川市

社会福祉法人福成会　サポートセンターまつば 生活介護 兵庫県 尼崎市

社会福祉法人協同の苑　協同の苑　もとやま園 就労継続支援 兵庫県 神戸市東灘区

社会福祉法人やすらぎ会　特別養護老人ホームやすらぎ園 特別養護老人ホーム 奈良県 天理市

社会福祉法人ひまわり　ひまわりの家 生活介護 奈良県 磯城郡三宅町

社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会　相談支援事業所りあん 特定相談支援事業 奈良県 高市郡高取町

社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会　なら障害者就業・生活支援センターコンパス 障害者就業・生活支援センター 奈良県 奈良市

社会福祉法人ならやま会　障害者支援施設　朱音 障害者支援施設 奈良県 奈良市

社会福祉法人岩出市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 和歌山県 岩出市

社会福祉法人一峰会　あすなろ 就労継続支援 和歌山県 海南市

社会福祉法人もみの木福祉会　グループホームさくら 共同生活援助 鳥取県 米子市

社会福祉法人鳥取福祉会　鳥取東地域包括支援センター 地域包括支援センター 鳥取県 鳥取市

社会福祉法人松江市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 島根県 松江市

出雲市立総合医療センター 病院 島根県 出雲市

社会福祉法人クムレ　児童発達支援センター倉敷学園 障害児通所支援事業 岡山県 倉敷市

社会福祉法人岡山中央福祉会　特別養護老人ホーム 中野けんせいえん 特別養護老人ホーム 岡山県 岡山市東区

社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 岡山県 倉敷市

社会福祉法人新生寿会　西部いこいの里通所介護事業所 老人デイサービスセンター 岡山県 井原市

社会福祉法人岡山中央福祉会　養護老人ホーム岡山市会陽の里 養護老人ホーム 岡山県 岡山市東区

社会福祉法人クムレ　多機能型事業所コトノハ 生活介護 岡山県 倉敷市

社会福祉法人愛育福祉会　地域密着型特別養護老人ホームめばえ 特別養護老人ホーム 岡山県 倉敷市

社会福祉法人クムレ　クラシス 就労継続支援 岡山県 倉敷市

社会福祉法人光清学園　障害者支援施設　光清学園成人部 障害者支援施設 広島県 広島市南区

社会福祉法人原田ヒカリ会　地域密着型特別養護老人ホームひかり苑 特別養護老人ホーム 広島県 尾道市

社会福祉法人安芸の郷　森の工房みみずく 生活介護 広島県 広島市安芸区

医療法人みやうち　介護老人保健施設ひまわり 介護老人保健施設 広島県 廿日市市

社会福祉法人藤田長生会　広島市戸坂地域包括支援センター 地域包括支援センター 広島県 広島市東区

社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会　特別養護老人ホームたかね荘こやうら 特別養護老人ホーム 広島県 安芸郡坂町

社会福祉法人一れつ会　障害福祉サービス事業所せんだんの家 生活介護 広島県 福山市

社会福祉法人下関市民生事業助成会　なごみの里 障害者支援施設 山口県 下関市

社会福祉法人美祢市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 山口県 美祢市

社会福祉法人松星苑　第2しょうせい苑 障害者支援施設 山口県 下松市

社会福祉法人蓬莱会　指定障害者支援施設ゆうあい 障害者支援施設 山口県 防府市

社会福祉法人白寿会　阿波老人ホーム白寿園 養護老人ホーム 徳島県 徳島市

社会福祉法人西室苑　障害者支援施設　西室苑 障害者支援施設 徳島県 阿南市

社会福祉法人竜雲学園　竜雲あけぼの学園 障害者支援施設 香川県 高松市

社会福祉法人いいのやま福祉会　就労継続支援B型野の花 就労継続支援 香川県 丸亀市



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人翠睦福祉会　障害者地域生活支援センター　ほっと 特定相談支援事業 香川県 高松市

社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛媛県 新居浜市

社会福祉法人日高村社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 高知県 高岡郡日高村

社会福祉法人創生会　奈多創生園 特別養護老人ホーム 福岡県 福岡市東区

社会福祉法人北九州市福祉事業団　ひよりの丘 障害者支援施設 福岡県 北九州市八幡西区

社会福祉法人城南福祉会　昭代デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 福岡県 福岡市早良区

社会福祉法人葦の家福祉会　葦の家 生活介護 福岡県 福岡市城南区

社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会　鞍手ゆたかの里 生活介護 福岡県 鞍手郡鞍手町

社会福祉法人そよかぜの会　リンゴの唄 就労継続支援 福岡県 福岡市博多区

社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 福岡県 大牟田市

社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 福岡県 糸島市

社会福祉法人城南福祉会　特別養護老人ホーム油山緑寿園 特別養護老人ホーム 福岡県 福岡市城南区

社会福祉法人慈久福祉会　障がい者支援施設　慈久園 障害者支援施設 福岡県 みやま市

社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会　障がい福祉サービス事業所ひまわり園 生活介護 福岡県 福岡市西区

特定非営利活動法人ハートフルボイス　就労継続支援B型オリーブ 就労継続支援 福岡県 嘉穂郡桂川町

社会福祉法人シティ・ケアサービス　シティケアセンター長住 居宅介護支援事業 福岡県 福岡市南区

社会福祉法人宰府福祉会　障害者支援施設　宰府園 障害者支援施設 福岡県 太宰府市

社会福祉法人そよかぜの会　特別養護老人ホーム りんごの丘 特別養護老人ホーム 福岡県 福岡市博多区

社会福祉法人福岡あけぼの会　東区第３障がい者基幹相談支援センター 基幹相談支援センター 福岡県 福岡市東区

社会福祉法人慈愛会　糸島市前原西地域包括支援センター 地域包括支援センター 福岡県 糸島市

社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 佐賀県 唐津市

社会福祉法人長崎市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長崎県 長崎市

社会福祉法人ことの海会　きぼうの里 障害者支援施設 長崎県 諫早市

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長崎県 平戸市

社会福祉法人ことの海会　さつき園 生活介護 長崎県 大村市

社会福祉法人ことの海会　鈴田の里 障害者支援施設 長崎県 大村市

社会福祉法人幼老育成会　居宅介護支援事業所サクラ 居宅介護支援事業 長崎県 佐世保市

社会福祉法人宮共生会　チームまるしぇ 生活介護 長崎県 佐世保市

社会福祉法人平成会　地域密着型介護老人福祉施設日見あけぼの荘 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎県 長崎市

社会福祉法人南高愛隣会 HOMEながさき 共同生活援助 長崎県 長崎市

社会福祉法人ライン工房　社会就労センターライン工房 就労継続支援 熊本県 熊本市東区

社会福祉法人玉名市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 熊本県 玉名市

社会福祉法人寿量会　熊本市南５地域包括支援センター 地域包括支援センター 熊本県 熊本市南区

社会福祉法人大分県社会福祉事業団　大分県のぞみ園 障害者支援施設 大分県 由布市

社会福祉法人仁愛会　特別養護老人ホーム　柞原の里 特別養護老人ホーム 大分県 大分市

社会福祉法人大分県社会福祉事業団　大分県渓泉寮 救護施設 大分県 速見郡日出町

社会福祉法人やまなみ福祉会　障がい者サポートセンターやまなみ 就労継続支援 大分県 竹田市

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会　北方支所　北方地域包括支援センター 地域包括支援センター 宮崎県 延岡市

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団　知的障害者総合福祉施設　向陽の里 生活介護 宮崎県 東諸県郡国富町

社会福祉法人姶良市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 鹿児島県 姶良市

特定非営利活動法人もえ　こども療育センター結 障害児通所支援事業 鹿児島県 鹿児島市

社会福祉法人寿康会　特別養護老人ホーム寿康園 特別養護老人ホーム 鹿児島県 鹿児島市

社会福祉法人西原町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 沖縄県 中頭郡西原町

医療法人社団輔仁会　介護老人保健施設嬉野の園 介護老人保健施設 沖縄県 島尻郡南風原町

社会福祉法人豊見城市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 沖縄県 豊見城市

一般社団法人那覇市身体障害者福祉協会　障害者就労支援センターさわやか 就労移行支援 沖縄県 那覇市

社会福祉法人育成福祉会　よもぎ学園 障害者支援施設 沖縄県 島尻郡南風原町

一般社団法人一二三　相談支援事業所楽学喜 特定相談支援事業 沖縄県 宜野湾市

社会福祉法人海邦福祉会　GH海の邦 共同生活援助 沖縄県 中頭郡読谷村

社会福祉法人とよみ福祉会　児童デイサービス事業所キャンディーズ 障害児通所支援事業 沖縄県 豊見城市


