
法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

社会福祉法人富谷市社会福祉協議会　富谷市地域活動支援センターTOMOTOMO・YOUYOU 地域活動支援センター(精神) 宮城県 富谷市

地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立精神医療センター 病院(精神科) 宮城県 名取市

特定非営利活動法人アイ・キャン　指定相談支援事業所コンサル 特定相談支援事業
(精神) 福島県 郡山市

公益財団法人金森和心会　針生ヶ丘病院 精神科病院 福島県 郡山市

社会福祉法人創志会　つくばＬＳＣ障害者就業・生活支援センター
障害者就業・
生活支援センター（精神）

茨城県 つくば市

医療法人仁愛会　水海道厚生病院 精神科病院 茨城県 常総市

医療法人社団俊睿会　南埼玉病院 精神科病院 埼玉県 越谷市

医療法人社団順風会　上尾の森診療所桶川分院 診療所（精神科） 埼玉県 桶川市

特定非営利活動法人インターメディカル　就労継続支援B型事業所スキップ 就労継続支援（精神） 埼玉県 所沢市

医療法人社団幸悠会　所沢慈光病院 精神科病院 埼玉県 所沢市

医療法人社団順風会　上尾の森診療所 診療所（精神科） 埼玉県 上尾市

社会福祉法人あげお福祉会　グリーンドア 就労継続支援（精神） 埼玉県 上尾市

医療法人緑光会　比企生活支援センター 特定相談支援事業
（精神） 埼玉県 東松山市

医療法人緑光会　東松山病院 精神科病院 埼玉県 東松山市

社会福祉法人サンワーク　市川市南八幡メンタルサポートセンター 地域活動支援センター(精神) 千葉県 市川市

医療法人社団和康会　三橋病院 精神科病院 千葉県 習志野市

公益財団法人復光会　総武病院 精神科病院 千葉県 船橋市

社会福祉法人アムネかつしか　地域活動支援センターもっく 特定相談支援事業（精神） 東京都 葛飾区

社会福祉法人アムネかつしか　あすなろの家 地域活動支援センター(精神) 東京都 葛飾区

社会福祉法人トラムあらかわ　荒川ひまわり第２ 就労継続支援（精神） 東京都 荒川区

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会　就労移行支援事業所ピアス 就労移行支援（精神） 東京都 国立市

公益財団法人井之頭病院 精神科病院 東京都 三鷹市

特定非営利活動法人あおば福祉会　パルテ 就労継続支援（精神） 東京都 杉並区

医療法人財団良心会　青梅成木台病院 精神科病院 東京都 青梅市

医療法人社団ヒプノシス　雷門メンタルクリニック 診療所（精神科） 東京都 台東区

特定非営利活動法人リトルポケット　中野区精神障害者地域生活支援センターせせらぎ 地域活動支援センター(精神) 東京都 中野区

社会福祉法人東大和市社会福祉協議会　東大和市精神障害者地域生活支援センター　ウエルカム 地域活動支援センター(精神) 東京都 東大和市

東　京

宮　城

福　島

茨　城

埼　玉

千　葉



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

特定非営利活動法人わかくさ福祉会　八王子市地域生活支援センターあくせす 地域活動支援センター(精神) 東京都 八王子市

医療法人社団翠会　こころのクリニック高島平 診療所（精神科） 東京都 板橋区

医療法人社団草思会　クボタクリニック 診療所（精神科） 東京都 墨田区

株式会社Sundhed　エリアサポートすみだ 特定相談支援事業（精神） 東京都 墨田区

地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立精神医療センター 精神科病院 神奈川県 横浜市港南区

医療法人社団明芳会　江田記念病院 精神科病院 神奈川県 横浜市青葉区

医療法人社団山手正恵会　ワシン坂病院 精神科病院 神奈川県 横浜市中区

社会福祉法人横浜市社会事業協会　横浜市鶴見区生活支援センター 特定相談支援事業
（精神） 神奈川県 横浜市鶴見区

公益財団法人横浜勤労者福祉協会　うしおだ診療所 診療所（精神科） 神奈川県 横浜市鶴見区

特定非営利活動法人都筑ハーベストの会　就労継続支援Ｂ型事業所都筑ハーベスト 就労継続支援（精神） 神奈川県 横浜市都筑区

医療法人社団ハートクリニック　ハートクリニック 診療所（精神科） 神奈川県 鎌倉市

医療法人社団青木末次郎記念会　相州病院 精神科病院 神奈川県 厚木市

医療法人社団朋友会　けやきの森病院 精神科病院 神奈川県 高座郡寒川町

医療法人社団らいおんハート　座間ガーデンクリニック 診療所（精神科） 神奈川県 座間市

医療法人財団青山会　福井記念病院 精神科病院 神奈川県 三浦市

社会福祉法人かむ　地域活動支援センターカミング 地域活動支援センター(精神) 神奈川県 相模原市中央区

医療法人社団清心会　藤沢病院 精神科病院 神奈川県 藤沢市

社会福祉法人藤沢ひまわり　藤沢市地域生活支援センターおあしす 一般相談支援事業
（精神） 神奈川県 藤沢市

医療法人社団弘仁会　魚津緑ヶ丘病院 精神科病院 富山県 魚津市

医療法人社団信和会　障害者社会復帰センターあゆみの郷　相談支援事業所サポート新川 特定相談支援事業（精神） 富山県 魚津市

社会医療法人財団松原愛育会　自立就労支援センターいしびき 就労移行支援（精神） 石川県 金沢市

社会医療法人財団松原愛育会　松原病院 病院(精神科) 石川県 金沢市

社会福祉法人こころ　ワークプラザますいずみ 就労継続支援（精神） 石川県 金沢市

医療法人積仁会　岡部病院 精神科病院 石川県 金沢市

社会福祉法人六条厚生会　えばた工房 就労継続支援（精神） 福井県 福井市

福井県立病院　こころの医療センター 精神科病院 福井県 福井市

社会福祉法人ひつじ　生活支援センターいつでも 一般相談支援事業
（精神） 静岡県 掛川市

神奈川

富　山

石　川

福　井

静　岡



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

医療法人好生会　小笠病院 精神科病院 静岡県 掛川市

医療法人好生会　さわや家 自立訓練（精神） 静岡県 掛川市

社会福祉法人Ｍネット東遠　相談支援事業所Ｍネット 特定相談支援事業
(精神) 静岡県 菊川市

医療法人清仁会　日本平病院 精神科病院 静岡県 静岡市

医療法人社団進正会　服部病院 精神科病院 静岡県 磐田市

医療法人社団至空会　障害者福祉サービス事業所だんだん　生活介護 生活介護（精神） 静岡県 浜松市

社会福祉法人ぶなの木福祉会　グループホームＳＯＲＡ 共同生活援助（精神） 愛知県 安城市

社会福祉法人ぶなの木福祉会　ぶなの木工房 就労継続支援（精神） 愛知県 安城市

愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院 病院(精神科) 愛知県 稲沢市

社会福祉法人愛恵協会　生活訓練事業所あい 自立訓練（精神） 愛知県 岡崎市

京ヶ峰岡田病院 精神科病院 愛知県 額田郡幸田町

医療法人成精会　刈谷病院 精神科病院 愛知県 刈谷市

社会福祉法人尾北しらゆり福祉会　さくら・ワーク 就労継続支援（精神） 愛知県 岩倉市

社会福祉法人アザレア福祉会　アザレア作業所 就労継続支援（精神） 愛知県 小牧市

特定医療法人共和会　共和病院 精神科病院 愛知県 大府市

社会福祉法人憩の郷　ワーキングスペースおおぶ 就労継続支援（精神） 愛知県 大府市

医療法人寿康会　大府病院 精神科病院 愛知県 知多郡東浦町

心療クリニック・パティオちた 診療所（精神科） 愛知県 知多市

特定非営利活動法人百千鳥　相談支援おかげさん 特定相談支援事業
（精神） 愛知県 長久手市

社会福祉法人あじさいの会　ゆったり工房 就労継続支援（精神） 愛知県 日進市

特定非営利活動法人メンタルネットとよかわ　就労継続支援B型事業所　ジョブハウスむつみ 就労継続支援（精神） 愛知県 豊川市

医療法人美衣会　衣ヶ原病院 精神科病院 愛知県 豊田市

医療法人豊和会　南豊田病院 精神科病院 愛知県 豊田市

医療法人静心会　桶狭間病院藤田こころケアセンター 精神科病院 愛知県 豊明市

社会福祉法人もえの会　萠作業所 就労継続支援（精神） 愛知県 名古屋市守山区

医療法人同心会　杉田病院 精神科病院 愛知県 名古屋市千種区

特定非営利活動法人アダージョちくさ　ワ－クル－ム・ぐるっぺ 就労継続支援（精神） 愛知県 名古屋市千種区

愛知県精神医療センター 精神科病院 愛知県 名古屋市千種区

社会福祉法人薫徳会　サンワーク 就労移行支援（精神） 愛知県 名古屋市東区

社会福祉法人親愛の里　熱田区障害者基幹相談支援センター 特定相談支援事業
（精神） 愛知県 名古屋市熱田区

愛　知



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

北医療生活協同組合　北メンタルクリニック 診療所（精神科） 愛知県 名古屋市北区

西山クリニック 診療所（精神科） 愛知県 名古屋市名東区

医療法人社団橘会　多度あやめ病院 病院(精神科) 三重県 桑名市

三重県立こころの医療センター 精神科病院 三重県 津市

社会福祉法人名張育成会　名張市障害者地域活動支援センターひびき 地域活動支援センター
(精神) 三重県 名張市

医療法人明和会　琵琶湖病院 精神科病院 滋賀県 大津市

医療法人周行会　精神障害者地域生活支援センター風 一般相談支援事業
（精神） 滋賀県 野洲市

医療法人博友会　まるいクリニック 診療所（精神科） 京都府 京都市中京区

社会福祉法人京都光彩の会　京都市朱雀工房 就労継続支援（精神） 京都府 京都市中京区

一般財団法人長岡記念財団　長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 精神科病院 京都府 長岡京市

社会福祉法人かけはし　地域活動支援センターかけはし 地域活動支援センター
(精神) 大阪府 岸和田市

医療法人利田会　あかやま 自立訓練（精神） 大阪府 岸和田市

社会福祉法人のぞみ福祉会　シード 特定相談支援事業
（精神） 大阪府 吹田市

医療法人丹比荘　あべのメンタルクリニック 診療所（精神科） 大阪府 大阪市阿倍野区

特定非営利活動法人精神障害者支援の会ヒット　精神障害者地域生活支援センターすいすい 地域活動支援センター
(精神) 大阪府 大阪市東成区

医療法人豊済会　小曽根病院 病院(精神科) 大阪府 豊中市

医療法人実風会　新生病院 精神科病院 兵庫県 神戸市西区

医療法人敬性会　神戸白鷺病院 精神科病院 兵庫県 神戸市西区

特定非営利活動法人中央むつみ会　中央地域活動支援センター 地域活動支援センター
(精神) 兵庫県 神戸市中央区

医療法人尚生会　就労移行支援事業(創)シー・エー・シー 就労移行支援（精神） 兵庫県 神戸市中央区

医療法人社団新川医院 診療所（精神科） 兵庫県 西宮市

医療法人恵風会　高岡病院 精神科病院 兵庫県 姫路市

特定非営利活動法人居場所　サポートセンター西明石 地域活動支援センター
(精神) 兵庫県 明石市

一般財団法人信貴山病院　ハートランドしぎさん 精神科病院 奈良県 生駒郡三郷町

社会福祉法人萌 指定障害福祉サービス事業所コミュニティスペースはなな 就労継続支援（精神） 奈良県 生駒市

医療法人宮本病院 精神科病院 和歌山 和歌山市

奈　良

和歌山

兵　庫

三　重

滋　賀

京　都

大　阪



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

医療法人勤誠会　米子病院 精神科病院 鳥取県 米子市

社会福祉法人桑友　相談支援事業所　そうゆう相談センター 特定相談支援事業（精神） 島根県 出雲市

社会福祉法人あすなろ福祉会　地域活動支援センターぱる・おかやま 地域活動支援センター
(精神) 岡山県 岡山市

一般財団法人 河田病院 精神科病院 岡山県 岡山市

公益財団法人仁和会　ももの里病院 精神科病院 岡山県 笠岡市

社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団　玉島障がい者支援センター 地域活動支援センター
(精神) 岡山県 倉敷市

社会福祉法人ハートランド　障害者福祉サービス事業所あっぷる 就労継続支援（精神） 徳島県 徳島市

社会医療法人あいざと会　藍里病院 精神科病院 徳島県 板野郡上板町

医療法人小倉蒲生病院 精神科病院 福岡県 北九州市小倉南区

社会福祉法人北九州精神保健福祉事業協会　北九州市立浅野社会復帰センター 就労移行支援（精神） 福岡県 北九州市小倉北区

株式会社アソシア　アソシアソーシャルサポート 特定相談支援事業
(精神) 沖縄県 中頭郡北谷町

医療法人天仁会　天久台病院 精神科病院 沖縄県 那覇市

福　岡

沖　縄

鳥　取

島　根

岡　山

徳　島
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