
法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人北海道社会事業協会　帯広病院 病院 北海道 帯広市

社会医療法人母恋　日鋼記念病院 病院 北海道 室蘭市

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

社会福祉法人はるにれの里　生活介護事業所ほしのみ 生活介護 北海道 札幌市西区

社会福祉法人美瑛慈光会　特別養護老人ホーム美瑛慈光園 特別養護老人ホーム 北海道 上川郡

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

社会福祉法人北海道ハピニス　グリンハイム 障害者支援施設 北海道 札幌市南区

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

社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 北海道 勇払郡

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　北広島デイセンター 生活介護 北海道 北広島市

社会福祉法人北ひろしま福祉会　特別養護老人ホーム東部緑の苑 特別養護老人ホーム 北海道 北広島市

社会福祉法人函館厚生院　児童家庭支援センターくるみ 児童家庭支援センター 北海道 函館市

社会福祉法人千歳福祉会　特別養護老人ホームやまとの里 特別養護老人ホーム 北海道 千歳市

社会福祉法人北ひろしま福祉会　北広島セルプ 就労継続支援 北海道 北広島市

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

社会福祉法人あむ　に・こ・ぱ 障害児通所支援事業 北海道 札幌市中央区

社会医療法人禎心会　稚内市南地区居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 北海道 稚内市

社会福祉法人網走桂福祉会　相談支援事業所きずな 特定相談支援事業 北海道 網走市

社会福祉法人釧路まりも学園 児童養護施設 北海道 釧路市

医療法人白生会　白生会指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 青森県 五所川原市

社会福祉法人八戸市社会福祉事業団 児童養護施設　浩々学園 児童養護施設 青森県 八戸市

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社会事業協会　仙台長生園 養護老人ホーム 宮城県 仙台市青葉区

大崎市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 宮城県 大崎市

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 秋田県 鹿角市

大館市福祉事務所 福祉事務所 秋田県 大館市

社会福祉法人秋田けやき会　ケアハウス　ウエルハウス御所野 軽費老人ホーム 秋田県 秋田市

社会福祉法人白河市社会福祉協議会　白河市地域包括支援センター 地域包括支援センター 福島県 白河市

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

社会福祉法人優樹福祉会　相談支援事業所オープンハウス白河 特定相談支援事業 福島県 白河市

社会福祉法人南東北福祉事業団　南東北ロイヤルライフ館 特別養護老人ホーム 福島県 郡山市

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

北海道

青森県

宮城県

秋田県

福島県

茨城県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人ひたち育成会　みなみひまわり学園 生活介護 茨城県 日立市

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 茨城県 笠間市

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

社会福祉法人同愛会　障害者支援施設　光輝舎 障害者支援施設 栃木県 芳賀郡

社会福祉法人足利むつみ会　ビタミンクラブ 障害児通所支援事業 栃木県 足利市

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

社会福祉法人新生会　養護老人ホーム恵泉園 養護老人ホーム 群馬県 前橋市

社会福祉法人平成会　特別養護老人ホームすみれ荘 特別養護老人ホーム 群馬県 前橋市

医療法人大誠会　内田病院 病院 群馬県 沼田市

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

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 埼玉県 上尾市

社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会　ふれあいの里・どんぐり 障害者支援施設 埼玉県 入間郡

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団　介護老人保健施設きんもくせい 介護老人保健施設 埼玉県 さいたま市緑区

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

社会福祉法人三恵会　三恵苑 特別養護老人ホーム 埼玉県 さいたま市西区

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

社会福祉法人邑元会　障害者支援施設しびらき 障害者支援施設 埼玉県 さいたま市桜区

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ　飯能市地域包括支援センターさかえ町 地域包括支援センター 埼玉県 飯能市

社会福祉法人真善会　特別養護老人ホームもみの木 特別養護老人ホーム 埼玉県 南埼玉郡

社会福祉法人五葉会　北区北部圏域シニアサポートセンター緑水苑 地域包括支援センター 埼玉県 さいたま市北区

医療法人全和会　介護老人保健施設ビッラ・ベッキア 介護老人保健施設 埼玉県 秩父市

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

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

医療法人新正会　ふじみ野介護老人保健施設ベテラン館 介護老人保健施設 埼玉県 ふじみ野市

特定非営利活動法人ビーポップ　放課後等デイサービス事業所ビーポップ 障害児通所支援事業 埼玉県 さいたま市浦和区

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

有限会社福祉ネットワークさくら　居宅介護支援事業所　福祉ネットワークさくら 居宅介護支援事業 埼玉県 さいたま市浦和区

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

社会福祉法人柏市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 千葉県 柏市

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 病院 千葉県 習志野市

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

社会福祉法人宝寿会　障害者支援施設　若葉泉の里 障害者支援施設 千葉県 千葉市若葉区

社会福祉法人大成会　かしの木園 生活介護 千葉県 成田市

我孫子市あらき園 生活介護 千葉県 我孫子市

社会福祉法人千葉県福祉援護会　障害者支援施設　誠光園 障害者支援施設 千葉県 船橋市

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

社会福祉法人愛光　障害者生活支援センター　アシスト 特定相談支援事業 千葉県 佐倉市

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

社会福祉法人東京蒼生会　足立区日の出デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 東京都 足立区

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

社会福祉法人浴風会　南陽園 特別養護老人ホーム 東京都 杉並区

社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会　障害者支援施設たましろの郷 障害者支援施設 東京都 青梅市

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

社会福祉法人新栄会　更生施設　ふじみ 更生施設 東京都 板橋区

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

社会福祉法人芳洋会　特別養護老人ホームひのでホーム 特別養護老人ホーム 東京都 西多摩郡

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

社会福祉法人芙蓉会　特別養護老人ホーム芙蓉園 特別養護老人ホーム 東京都 町田市

社会福祉法人老後を幸せにする会　九品仏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

社会福祉法人あいのわ福祉会　綾瀬あかしあ園 生活介護 東京都 足立区

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

社会福祉法人東京聖労院　北区立特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘 特別養護老人ホーム 東京都 北区

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

社会福祉法人東京聖労院　東京都北区桐ヶ丘やまぶき荘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

社会福祉法人練馬豊成会　特別養護老人ホームフローラ石神井公園 特別養護老人ホーム 東京都 練馬区

東京都



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

社会福祉法人武蔵野会　八王子生活実習所 生活介護 東京都 八王子市

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

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

社会福祉法人北区社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 東京都 北区

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

社会福祉法人睦月会　大田区立大田生活実習所 生活介護 東京都 大田区

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

社会福祉法人愛恵会乳児院 乳児院 東京都 町田市

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　神明福祉園 生活介護 東京都 足立区

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

社会福祉法人武蔵野会　西水元在宅サービスセンター 認知症対応型通所介護 東京都 葛飾区

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

社会福祉法人泉陽会　第二光陽苑 特別養護老人ホーム 東京都 練馬区

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　奥沢病院 病院 東京都 世田谷区

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

公益社団法人中央区医師会　京橋おとしより相談センター 地域包括支援センター 東京都 中央区

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

むこうじま地域包括支援センター 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

社会福祉法人大三島育徳会　用賀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

社会福祉法人正吉福祉会　町田市南第３高齢者支援センター 地域包括支援センター 東京都 町田市

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



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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　十愛療育会　横浜療育医療センター 生活介護 神奈川県 #NAME?

社会福祉法人寒川町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 神奈川県 高座郡

社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会　平塚ふじみ園 救護施設 神奈川県 平塚市

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

社会福祉法人横浜共生会　横浜らいず 障害者支援施設 神奈川県 横浜市港北区

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

社会福祉法人アドベンチスト福祉会　シャローム横浜 特別養護老人ホーム 神奈川県 横浜市旭区

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　大和ＹＭＣＡライフサポートセンター 地域包括支援センター 神奈川県 大和市

社会福祉法人訪問の家　横浜市根岸地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市磯子区

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

社会福祉法人横浜社会福祉協会　横浜市不老町地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市中区

社会福祉法人阿部睦会　共楽荘特養ホーム 特別養護老人ホーム 神奈川県 横須賀市

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　いずみ中央地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市泉区

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

社会福祉法人川崎市社会福祉事業団　川崎市ふじみ園 生活介護 神奈川県 川崎市川崎区

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

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市栄区

社会福祉法人上溝緑寿会　上溝高齢者支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 相模原市中央区

社会福祉法人若竹大寿会　横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市神奈川区

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

社会福祉法人訪問の家　朋第２ 生活介護 神奈川県 横浜市栄区

社会福祉法人光友会　湘南希望の郷ケアセンター 生活介護 神奈川県 藤沢市

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

社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　鷲ヶ峯 特別養護老人ホーム 神奈川県 川崎市宮前区

医療法人花咲会　レストア横浜 介護老人保健施設 神奈川県 横浜市南区

社会福祉法人小田原福祉会　高齢者総合福祉施設　潤生園 特別養護老人ホーム 神奈川県 小田原市

社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム 神奈川県 相模原市南区

社会福祉法人唐池学園　カビーナ貴志園 障害者支援施設 神奈川県 綾瀬市

社会福祉法人進和学園　しんわルネッサンス 就労継続支援 神奈川県 平塚市

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

社会福祉法人中心会　海老名南地域包括支援センター 地域包括支援センター 神奈川県 海老名市

社会福祉法人親善福祉協会　恒春ノ郷デイサービスセンター 通所介護 神奈川県 横浜市泉区

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

社会福祉法人そよかぜの丘　港南中央地域活動ホームそよかぜの家地域支援室 基幹相談支援センター 神奈川県 横浜市港南区

特定非営利活動法人アルカヌエバ　障害者就労支援事業所アルカヌエバ 就労継続支援 神奈川県 横浜市緑区

医療法人社団洋光会　介護老人保健施設ほのぼの 介護老人保健施設 神奈川県 横浜市磯子区

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

神奈川県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

医療法人社団　青葉会　牧野リハビリテーション病院 病院 神奈川県 横浜市緑区

医療法人小林病院 病院 神奈川県 小田原市

社会福祉法人横浜大陽会　横浜市六ツ川地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市南区

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

社会福祉法人清光会　横浜市仏向地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区

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

社会福祉法人川崎愛児園　児童養護施設白山愛児園 児童養護施設 神奈川県 川崎市麻生区

社会福祉法人同愛会　まちなとワークス 生活介護 神奈川県 横浜市泉区

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

社会福祉法人同愛会　第一空とぶくじら社 生活介護 神奈川県 横浜市旭区

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

社会福祉法人横浜共生会　地域活動ホーム　どんとこい・みなみ 基幹相談支援センター 神奈川県 横浜市南区

社会福祉法人唐池学園　放課後等デイサービスにじいろ 障害児通所支援事業 神奈川県 綾瀬市

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

社会福祉法人若竹大寿会　横浜市六角橋地域ケアプラザ 地域包括支援センター 神奈川県 横浜市神奈川区

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

社会福祉法人長岡福祉協会　障害者支援施設リハビリセンター王見台 障害者支援施設 新潟県 長岡市

社会福祉法人更生慈仁会　老人デイサービスセンターはまゆう 老人デイサービスセンター 新潟県 新潟市西区

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

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

社会福祉法人南砺市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 富山県 南砺市

社会福祉法人早川福祉会　藤園苑 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　障害者支援施設　のぞみの丘 障害者支援施設 富山県 富山市

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

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

社会福祉法人希清軒傳六会　特別養護老人ホーム彦三きらく園 特別養護老人ホーム 石川県 金沢市

社会福祉法人松の実福祉会　松の実園 就労継続支援 石川県 白山市

社会福祉法人白山市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 石川県 白山市

社会福祉法人つばさの会　夢ういんぐ 特定相談支援事業 石川県 鹿島郡

社会福祉法人陽風園　障害者支援施設ハビリポート若葉・若竹 障害者支援施設 石川県 金沢市

社会福祉法人陽風園　養護老人ホーム向陽苑木曳野 養護老人ホーム 石川県 金沢市

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

新潟県

富山県

石川県



法人・施設名称 施設種別
都道
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社会福祉法人希望園　希望園 障害者支援施設 福井県 大野市

社会福祉法人足羽福祉会　足羽利生苑 特別養護老人ホーム 福井県 福井市

社会福祉法人ふくい福祉事業団　若越ひかりの村 障害者支援施設 福井県 福井市

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

社会福祉法人ムーブ　相談支援事業所pal-pal 特定相談支援事業 山梨県 南都留郡

社会福祉法人伊那市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長野県 伊那市

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

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

松塩筑木曽老人福祉施設組合　岡田の里 特別養護老人ホーム 長野県 松本市

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

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長野県 上伊那郡

安曇野市福祉事務所 福祉事務所 長野県 安曇野市

社会福祉法人ジェイエー長野会　りんごの郷 特別養護老人ホーム 長野県 長野市

社会福祉法人恩賜財団済生会支部長野県済生会
佐久市特別養護老人ホームシルバーランドきしの

特別養護老人ホーム 長野県 佐久市

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

社会福祉法人長野市社会事業協会　養護老人ホーム尚和寮 養護老人ホーム 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

社会福祉法人清明会　諏訪圏域障がい者就業・生活支援センターすわーくらいふ 障害者就業・生活支援センター 長野県 諏訪市

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

社会福祉法人平成会　特別養護老人ホームハートフル 特別養護老人ホーム 岐阜県 関市

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

社会福祉法人岐協福祉会　大洞岐協苑 特別養護老人ホーム 岐阜県 岐阜市

社会福祉法人ひがし福祉会　飛翔の里第二生活の家 障害者支援施設 岐阜県 中津川市

社会福祉法人各務原市社会福祉事業団　各務原市福祉の里あすなろ 生活介護 岐阜県 各務原市

医療法人社団友愛会　岐阜市地域包括支援センター岩野田 地域包括支援センター 岐阜県 岐阜市

社会福祉法人ひがし福祉会　障害者地域支援センター結 特定相談支援事業 岐阜県 中津川市

医療法人社団友愛会　岐阜市地域包括支援センター長良 地域包括支援センター 岐阜県 岐阜市

社会福祉法人葵会　清明寮 児童養護施設 静岡県 浜松市南区

社会福祉法人十字の園　浜松十字の園 特別養護老人ホーム 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

社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホームぬまづホーム 特別養護老人ホーム 静岡県 沼津市

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

社会福祉法人静岡市厚生事業協会　わらしな学園 障害者支援施設 静岡県 静岡市葵区

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　百々山 特別養護老人ホーム 静岡県 浜松市天竜区

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人天心会  特別養護老人ホーム　竜爪園 特別養護老人ホーム 静岡県 静岡市葵区

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

社会福祉法人信義福祉会　あかなすの里 特別養護老人ホーム 静岡県 三島市

社会福祉法人焼津福祉会　虹の家 生活介護 静岡県 焼津市

社会福祉法人天竜厚生会　天竜厚生会浜松デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 静岡県 浜松市南区

社会福祉法人天竜厚生会　しんぱらの家 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　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

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

社会医療法人青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院 病院 静岡県 御殿場市

社会福祉法人天心会　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

社会福祉法人樫の木福祉会　樫の木作業所 就労継続支援 愛知県 一宮市

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

社会福祉法人小牧福祉会　いわざき授産所 生活介護 愛知県 小牧市

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

社会福祉法人光洋福祉会　一粒荘 障害者支援施設 愛知県 名古屋市守山区

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

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

社会福祉法人ゆたか福祉会　ゆたか作業所 生活介護 愛知県 名古屋市南区

社会福祉法人ゆたか福祉会　みのり共同作業所 生活介護 愛知県 名古屋市南区

社会福祉法人けやきの会　けやき作業所 生活介護 愛知県 知立市

社会福祉法人さわらび会　さわらび荘 特別養護老人ホーム 愛知県 豊橋市

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

社会福祉法人ゆたか福祉会　リサイクルみなみ作業所 就労継続支援 愛知県 名古屋市南区

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

社会福祉法人大府福祉会　東あけび苑 生活介護 愛知県 大府市

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

社会福祉法人弥富福祉会　輪中の郷 特別養護老人ホーム 愛知県 弥富市

社会福祉法人清須市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 清須市

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

社会福祉法人武豊町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 知多郡

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

社会福祉法人春日井市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 愛知県 春日井市

東海市福祉事務所 福祉事務所 愛知県 東海市

愛知県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

医療法人並木会　メディコ阿久比 介護老人保健施設 愛知県 知多郡阿久比町

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

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

社会福祉法人三宝厚生会　三宝厚生館 母子生活支援施設 愛知県 豊橋市

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

社会福祉法人豊田市福祉事業団　第二ひまわり 生活介護 愛知県 豊田市

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

社会福祉法人永信会　特別養護老人ホーム永生苑豊橋 特別養護老人ホーム 愛知県 豊橋市

社会福祉法人双樹会　自由の杜 生活介護 愛知県 豊橋市

医療法人聖俊会　豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ 介護老人保健施設 愛知県 豊川市

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

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会　社協障がい者デイセンター 生活介護 愛知県 豊田市

社会福祉法人蒲郡市社会福祉協議会　蒲郡市障がい者支援センター 特定相談支援事業 愛知県 蒲郡市浜町

社会福祉法人名古屋ライトハウス　戸田川グリーンヴィレッジ 障害者支援施設 愛知県 名古屋市中川区

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

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大府 通所介護 愛知県 大府市

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

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

社会福祉法人ゆたか福祉会　ゆたか生活支援事業所なかがわ 共同生活援助 愛知県 名古屋市中川区

社会福祉法人薫風会　大里地域包括支援センター 地域包括支援センター 愛知県 稲沢市

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

社会福祉法人みず美福祉会　そぶえ福祉園 生活介護 愛知県 稲沢市

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

特定非営利活動法人つばさ福祉会　生活介護事業つばさ 生活介護 愛知県 名古屋市中村区

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

株式会社みんなの福祉村　就労継続支援Ｂ型事業所　じゃがいも 就労継続支援 愛知県 名古屋市西区

社会福祉法人知多福祉会　知多市障がい者活動センターやまもも第１ 生活介護 愛知県 知多市

社会福祉法人溢愛館　児童養護施設溢愛館 児童養護施設 愛知県 犬山市

社会福祉法人名古屋キリスト教社会館　東部地域療育センターぽけっと 障害児通所支援事業 愛知県 名古屋市千種区

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

社会福祉法人来光会　介護老人福祉施設えもり 特別養護老人ホーム 愛知県 一宮市



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人西春日井福祉会　老人デイサービスセンターあいせの里 老人デイサービスセンター 愛知県 北名古屋市

社会福祉法人岡崎市福祉事業団　南部地域福祉センター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

社会福祉法人名古屋キリスト教社会館　障害児相談支援事業所ちよだ 障害児相談支援事業 愛知県 名古屋市守山区

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会　ぬくもりの里包括支援センター 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

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

社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 三重県 南牟婁郡紀宝町

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 障害者支援施設 三重県 津市

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

社会福祉法人永甲会　在宅介護サービスセンター　うねめの里 老人介護支援センター 三重県 四日市

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

社会福祉法人ベテスタ　障害者支援施設こいしろの里 障害者支援施設 三重県 松阪市

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

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

社会福祉法人京都老人福祉協会　京都市深草中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 京都市深草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

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 大阪府 寝屋川市

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

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

豊中市福祉事務所 福祉事務所 大阪府 豊中市

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

社会福祉法人愛光会　障がい者支援施設愛光園 障害者支援施設 大阪府 八尾市

京都府

三重県

滋賀県

大阪府



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人みおつくし福祉会　南さくら園 母子生活支援施設 大阪府 大阪市阿倍野区

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 自立訓練 大阪府 大阪市鶴見区

社会福祉法人聖徳会　まつばら在宅介護支援センター 地域包括支援センター 大阪府 松原市

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　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

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団　郡家地域包括支援センター 地域包括支援センター 大阪府 高槻市

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

特定非営利活動法人くろとり山荘　デイサービスくろとり山荘 通所介護 大阪府 和泉市

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　在宅介護支援センターサンローズオオサカ 老人介護支援センター 大阪府 大阪市東成区

医療法人公道会　居宅介護支援事業所　公道会 居宅介護支援事業 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

社会福祉法人いわき学園　いわき生野学園 就労継続支援 大阪府 大阪市生野区

社会福祉法人加島友愛会　Ｌｉｎｋ 就労移行支援 大阪府 大阪市淀川区

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

社会福祉法人いわき学園　いわき生野学園 特定相談支援事業 大阪府 大阪市生野区

社会福祉法人弘仁会　特別養護老人ホームレインボー今里 特別養護老人ホーム 大阪府 大阪市生野区

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

社会福祉法人神愛子供ホーム　神愛子供ホーム 児童養護施設 兵庫県 神戸市東灘区

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

社会福祉法人愛心福祉会　愛心園 障害者支援施設 兵庫県 赤穂郡上郡町

社会福祉法人洲本市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 兵庫県 洲本市

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

兵庫県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人よい子の広場福祉会　特別養護老人ホーム書写ひまわりホーム 特別養護老人ホーム 兵庫県 姫路市

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

社会福祉法人聖隷福祉事業団　逆瀬川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

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
総合リハビリテーションセンター多機能型事業所あけぼのの家

就労移行支援 兵庫県 神戸市西区

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

特定非営利活動法人ぷろじぇくとＰｌｕｓ　相談スペースon 特定相談支援事業 兵庫県 美方郡新温泉町

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

社会福祉法人正和会　特別養護老人ホームまきの苑 特別養護老人ホーム 奈良県 五條市

社会福祉法人秋篠茜会　特別養護老人ホームこがねの里 特別養護老人ホーム 奈良県 奈良市

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

社会福祉法人宝山寺福祉事業団　養護老人ホーム梅寿荘 養護老人ホーム 奈良県 生駒市

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

橋本市地域包括支援センター 地域包括支援センター 和歌山県 橋本市

株式会社WISTERIA　デイサービスセンターふじだな 老人デイサービスセンター 和歌山県 新宮市

社会福祉法人和歌山県社会施設事業会　こばと学園 児童養護施設 和歌山県 和歌山市

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

社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 和歌山県 日高郡みなべ町

社会福祉法人こうほうえん　なんぶ幸朋苑 特別養護老人ホーム 鳥取県 米子市

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

社会福祉法人閑谷福祉会 しずたに 障害者支援施設 岡山県 和気郡和気町

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

社会福祉法人浦安荘　浦安荘 救護施設 岡山県 岡山市南区

社会福祉法人健老会　特別養護老人ホーム健老園 特別養護老人ホーム 岡山県 岡山市南区

社会福祉法人津山社会福祉事業会　ラルーチェめぐみ 障害児通所支援事業 岡山県 津山市

社会福祉法人金曜会　わくわくハンド・ベル 就労継続支援 岡山県 総社市

社会福祉法人新生寿会　西部いこいの里居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業 岡山県 井原市

社会福祉法人鷲山会　介護老人保健施設　倉敷シルバーナーシングホーム 介護老人保健施設 岡山県 倉敷市

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

社会福祉法人福山市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 広島県 福山市

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人もみじ福祉会　第二もみじ作業所 生活介護 広島県 広島市中区

社会福祉法人慈光会　養護老人ホーム　上安慈光園 養護老人ホーム 広島県 広島市安佐南区

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

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

特別養護老人ホーム 広島県 安芸郡坂町

社会福祉法人白寿会　呉市昭和地域包括支援センター 地域包括支援センター 広島県 呉市

社会福祉法人三篠会　介護老人保健施設あすらや荘 介護老人保健施設 広島県 呉市

社会福祉法人広島県同胞援護財団　居宅介護支援事業所　緑ヶ丘静養園 居宅介護支援事業 広島県 広島市安佐北区

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

社会福祉法人大麻福祉の町　草の実学園 障害者支援施設 徳島県 鳴門市

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

社会福祉法人凌雲福祉会　障がい者生活支援センター凌雲 特定相談支援事業 徳島県 板野郡藍住町

社会福祉法人いいのやま福祉会　野の花　生活介護 生活介護 香川県 丸亀市

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

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

社会福祉法人西予総合福祉会　障害者支援施設　希望の森 障害者支援施設 愛媛県 西予市

社会福祉法人泰斗福祉会　障害者支援施設かなさんどう 障害者支援施設 愛媛県 松山市

社会福祉法人親和園　障害者支援施設アイル 障害者支援施設 愛媛県 松山市

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 高知県 高知市

社会福祉法人土佐厚生会　障害者支援施設こくふ 障害者支援施設 高知県 南国市

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

社会福祉法人古賀市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 福岡県 古賀市

社会福祉法人福岡市社会福祉事業団　ももち福祉プラザ 生活介護 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

社会福祉法人三活会　特別養護老人ホーム緑の里 特別養護老人ホーム 福岡県 糟屋郡粕屋町

社会福祉法人カトリック社会事業協会　聖小崎ホーム 児童養護施設 福岡県 北九州市八幡西区

社会福祉法人ひまわり会　特別養護老人ホームひまわり園 特別養護老人ホーム 福岡県 嘉麻市

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

社会福祉法人ちどり福祉会　特別養護老人ホームいきいき八田 特別養護老人ホーム 福岡県 福岡市東区

社会福祉法人ちどり福祉会　特別養護老人ホームいきいき箱崎 特別養護老人ホーム 福岡県 福岡市東区

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

社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会　じょぶトレーニング筑豊 就労継続支援 福岡県 鞍手郡鞍手町

香川県

山口県

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県



法人・施設名称 施設種別
都道

府県
住所

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

社会福祉法人まつら会　からつ学園 障害者支援施設 佐賀県 唐津市

社会福祉法人恩賜財団済生会　特別養護老人ホームなでしこ荘 特別養護老人ホーム 長崎県 長崎市

社会福祉法人世知原福祉会　特別養護老人ホームパールホーム 特別養護老人ホーム 長崎県 佐世保市

社会福祉法人敬天会　牧島荘 特別養護老人ホーム 長崎県 長崎市

社会福祉法人遍照会　養護老人ホーム延命園 養護老人ホーム 長崎県 長崎市

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

社会福祉法人奥浦慈恵院　児童養護施設奥浦慈恵院 児童養護施設 長崎県 五島市

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

社会福祉法人慈愛園　慈愛園子供ホーム 児童養護施設 熊本県 熊本市中央区

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

社会福祉法人清香会　清香園 障害者支援施設 熊本県 宇城市

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

社会福祉法人博愛会　第一博愛寮 障害者支援施設 大分県 大分市

社会福祉法人清浄園　児童養護施設清浄園 児童養護施設 大分県 中津市

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

社会福祉法人紫雲会　紫雲荘 特別養護老人ホーム 大分県 豊後大野市

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

社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団
中津市地域包括支援センターいずみの園

地域包括支援センター 大分県 中津市

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 宮崎県 延岡市

社会福祉法人愛鍼福祉会　特別養護老人ホームゴールデンレイク 特別養護老人ホーム 宮崎県 宮崎市

社会福祉法人愛鍼福祉会　宮崎市木花・青島地区地域包括支援センター 地域包括支援センター 宮崎県 宮崎市

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

社会福祉法人名護市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 沖縄県 名護市

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

社会福祉法人宮古島市社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 沖縄県 宮古島市

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

社会福祉法人若竹福祉会　地域生活支援センターEnjoy 一般相談支援事業 沖縄県 浦添市

社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団　相談支援事業所ほくれい 特定相談支援事業 沖縄県 那覇市

社会福祉法人おきなわ長寿会　特別養護老人ホームおきなわ長寿苑 特別養護老人ホーム 沖縄県 沖縄市

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

医療法人陽和会　相談支援センターなんざん 特定相談支援事業 沖縄県 糸満市

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　指定障害福祉サービス事業所ひまわりファクトリー 就労継続支援 沖縄県 豊見城市

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

佐賀県

長崎県

熊本県


