
(医)社団東峰会　相談支援事業所　栞　(関西青少年サナトリューム) (社福)協同の苑　めぶき

(医)千水会　地域活動支援センター　相談支援事業所さんぽみち (社福)協同の苑　わかば

(医)千水会　赤穂仁泉病院 (社福)くすのき会　ひふみ園

(一社)ええねん (社福)くすのき会播磨園

(一社)神戸市手をつなぐ育成会 (社福)神戸あゆみの会　あゆみの里

(一社)こころ相談研修センター (社福)神戸聖隷福祉事業団　インクルージョンひょうご

(一社)ねがい星 (社福)神戸聖隷福祉事業団　北但広域療育センター

(一社)マザーリーフ (社福)神戸聖隷福祉事業団　恵生園

(公社)兵庫県聴覚障害者協会　たじま聴覚障害者センター　相談支援事業所 (社福)神戸光の村

(特非)すまみらい　すまいる・フレンズ (社福)神戸光有会　アルブル夢野

(特非)姫路こころの事業団 (社福)こばと会　多機能型事業所こばと園

(有)しぇあーど　しぇあきっず (社福)五倫会　姫路暁乃里

(株)ayuto　就労継続支援A型事業所　マーブル (社福)さいか楓の杜

(株)Friend-Ship (社福)さつき福祉会　琴弾の丘

(株)LINDA　ワークステーションパピヨン (社福)三田谷治療教育　ワークホームつつじ

(株)rise三匹の子ぶた (社福)三田谷治療教育院　共同生活援助　グループホーム燈

(株)SNOW　PLUM (社福)三田谷治療教育院　三田谷学園

(株)TAF　ポッセの絆 (社福)祉栄会　ラデュール　いなみ

(株)TNSカンパニー　多機能型就労支援事業所がんじゅ (社福)白百合学園　しらゆりフレンドリークラブ

(株)wing (社福)白百合学園　法人本部

(株)あかり (社福)新緑福祉会　グリーンホーム平成

(株)あっぷる　あっぷる訪問介護事業所 (社福)新緑福祉会　玉津むつみの家

(株)アマート　就労継続支援A型マーブル (社福)聖隷福祉事業団　障害者(児)相談支援事業所　聖隷はぐくみ花屋敷

(株)きると　スクールきると伊丹校 (社福)宝塚さざんか福祉会　いきいき宝夢

(株)クローバー　障害者生活介護事業所For　Heart (社福)宝塚さざんか福祉会　ワークプラザ宝塚

(株)こもれび (社福)宝塚市社会福祉協議会　安倉南身体障害者支援センター

(株)栽培屋はなきょう(就労継続支援A型) (社福)竜山会　ステップハウス

(株)すまいるハーツ (社福)とよおか福祉会　とよおか作業所　愛・とーぷ

(株)フューチャージニアス　エントランスリバティ (社福)中播福祉会いちかわ園

(株)プリマステラ (社福)博由社　加古川市立　つつじ園

(株)フロンティアワークス (社福)博由社　相談支援事業所アシストかこがわ

(株)ゆうあいサポート (社福)はなさきむら　グループホームコスモス

(株)創研がんばりっこ甲南山手 (社福)はなさきむら　すみれ

(社福)　くすのき会播磨園 (社福)播磨町社会福祉協議会　就労継続支援B型事業所　ゆうあい園

(社福)　まほろば　ウェルフェアーまほろば (社福)パレット会　パレットたつの

(社福)芦屋メンタルサポートセンター (社福)光朔会　オリンピア岩屋

(社福)尼崎あすなろ福祉会　アクアガーデン (社福)ヒューマンライツ福祉協会

(社福)尼崎稲葉園 (社福)兵庫県社会福祉事業団丹南精明園

(社福)尼崎武庫川園　カトレアの園 (社福)枚方療育園　三田こぶしの園

(社福)尼崎武庫川園　障害者支援施設松の園 (社福)福成会　尼崎市障害者就労・生活支援センターみのり

(社福)尼崎武庫川園　第１松の園 (社福)福成会　サポートセンターまつば

(社福)いかり　いかり共同作業所 (社福)福成会　清流園

(社福)いたみ杉の子 (社福)福成会　塚口福成園

(社福)いたみ杉の子　ジョブリンクゆう (社福)福成会　リレくらしサポートセンター

(社福)猪名川町社会福祉協議会　多機能型事業所　希望の家すばる (社福)福成会　あいあい

(社福)ヴィ・リール (社福)フレンド共同生活支援事業所　シャトレミノン

(社福)円勝会　西はりまリハビリテーションセンター (社福)ヘルプ協会　のっくおん

(社福)加古川つつじの家福祉会　ケアホーム中津 (社福)まほろば

(社福)風・三田わくわく村 (社福)まほろば 和

(社福)甲山福祉センター　西宮市立北山学園 (社福)まほろば母屋

(社福)川西市社会福祉協議会　ひまわり荘 (社福)三木市社会福祉協議会　障害者総合支援センター　はばたきの丘

(社福)協同の苑　くすのき (社福)緑樹福祉会　てくてく

(社福)協同の苑　さつき (社福)緑水会　障害者支援施設　二郎苑
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(社福)明桜会　サポートセンター貴和 (特非)ほっと・みのり

(社福)明桜会　大地の家 (特非)ポポロ

(社福)もみじ会　たかくら (特非)みちしるべ神戸

(社福)もみじ会　メイプル (特非)メインストリーム協会

(社福)もみじ会　もみじホーム (特非)やじろべえ

(社福)樅の木福祉会　さわらび学園 (特非)よつ葉会　ソーシャルサポートタオ

(社福)樅の木福祉会　樅の木相談支援センター (特非)ラーフ・ウッド福祉会

(社福)樅の木福祉会　ワークスペースきゃんばす (特非)ラーフ・ウッド福祉会　ラーフ・ケア

(社福)ゆほびか　就労継続支援B型事業所　西神ファーム (特非)ラーフ・ウッド福祉会　ラーフの郷

(社福)陽気会　サニーサイド神戸　おかばホーム・西大池ホーム (特非)わかくさ

(社福)わかたけ福祉会　多機能型障害者事業所ふれあいセンター CHIAKIほおずき姫路辻井

(社福)明石市社会福祉協議会　明石市障害者虐待防止センター Combloom

(同)あい　グループホームあい Dream

(同)アイグルー LITALICOジュニア三宮教室

(同)アンジェリカ Wam　くれよん

(同)フューチャーズコレクション　放課後デイサービス　ふれあ WELnet さんだ

(特非)ｆ 愛心園

(特非)あおぞら太陽の家 明石市立あおぞら園

(特非)明石ともしび会　さくら工房 赤穂精華園有年共同生活援助事業所

(特非)明石ともしび会　ふれあい作業所 赤穂精華園児童寮

(特非)アミーゴ(花工房) 赤穂市障がい者基幹相談支援センター

(特非)えびす あさごふれ愛の郷　あおぞら

(特非)音楽堂 アシストこうなん

(特非)かとう　絆・みらい 芦屋翠ホーム

(特非)きぼうの空　障害福祉サービス事業所　にじの空 アップ↗るTREE

(特非)クロスジョブ神戸 尼崎市福祉事務所

(特非)ケアネット　放課後等デイサービス３丁目あいランド 尼崎市立身体障害者福祉センター

(特非)神戸高齢者障がい者事業団　ケア工房　ひらの 尼崎市立たじかの園

(特非)こぐまくらぶ アルーラ

(特非)こども発達サポートセンター　生活介護事業所オーク 淡路障害者生活支援センター

(特非)こども療育センター　たんぽぽ あわじ障害者多機能型施設ウインズ

(特非)こども療育センター　たんぽぽAi あわじ障害者地域活動支援センター　きらら

(特非)ざくろ 淡路聴覚障害者センター

(特非)ジョイフル 淡路聴覚障害者相談支援事業所

(特非)障害者地域生活応援団　あかね　あかねホーム アンデルセン

(特非)障害者地域生活応援団　あかね　川西市障害者共働作業所あかね いさむ

(特非)白ゆり会 伊丹市地域生活支援センター

(特非)すまみらい　グループホーム風の家 いたやど障害者地域生活支援センター

(特非)すまみらい　就労継続支援B型事業所　ひまわりスイーツ いちかわ園ゆめさき分園

(特非)すまみらい　地域活動支援センター十歌 いちょう園

(特非)タンポポ福祉会　あしたばの家 医療福祉センターさくら

(特非)つばさ 色えんぴつ伊丹

(特非)手をつなぐ インクルージョンひょうご

(特非)菜の花企画 ウエルビー(株)

(特非)ぱれっと ウェルビー姫路駅前センター

(特非)ひかみボルゴベネッセレ　就労継続支援B型　ワークホームもあ うみのほしウエスト相談支援事業所

(特非)日高共同作業所 エルピス・ワン

(特非)姫路地区手をつなぐ育成会　支援センターふくっこ オカピ

(特非)ひやしんす おのころの家

(特非)兵庫大阪ヒューマンホープ 小野市障がい者地域生活・相談支援センター

(特非)ファミリーファーム 小野市立ひまわり園

(特非)福祉ネット寿　児童発達支援センター　六甲ふくろうの家 加古川市社会福祉協議会

(特非)ぷろじぇくとPlus 加古川市障がい者基幹相談支援センター
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加古川はぐるま福祉会 シャローム

加西市立善防園 就労・生活支援事業　オープンファクトリー本多聞

春日学園 就労移行支援事業所　クオーレ

かりん介護サービス 就労移行支援事業所　ひかり

川西市社会福祉協議会　川西作業所 就労移行支援事業所　ライズワーク

川西市社会福祉協議会　小戸作業所 就労継続支援A型　さんご

川西市障がい者虐待防止相談窓口 就労継続支援A型事業所　森の木ファーム

川西市緑台デイサービスセンター 就労継続支援B型　YU-I

北播磨こども発達支援センター　事務組合わかあゆ園 就労継続支援B型　アンデルセン

希望の家　グリーンホーム 就労継続支援B型　チャレンジド舎

希望の家　サンホーム 就労継続支援事業所　いま～る

希望の家　ワークセンター 就労支援つぼみ

共同作業所ワン・くっしょん 障害児支援事業所　つくしくらぶ

共同生活援助　かえでホーム 障害児通所支援事業所　わたあめ

協同の苑　さつき 障害児入所施設　おおぞらのいえ

キントーン宝塚作業所 障がい者支援事業所　菜の花

グッドフェローズ明石 障害者支援施設　ワークホーム明友

グッドフェローズ舞子 障害者支援施設　愛光園

栗の木荘 障害者支援施設　あかりの家

グループホームGho 障害者支援施設　協和学園

グループホームあすなろ 障害者支援施設　ナーシングピア加西

グループホーム三田 障害者支援施設　博由園

グループホーム大日寮 障害者支援施設　ハピネスさつま

クロスジョブKOBEⅡ 障害者支援施設　真生園

ケアステーションかんざき 障害者支援施設　三木精愛園

神戸市立ワークセンターひょうご 障害者自立支援センター　むさしの里

神戸友生園 障害者総合相談支援センター　にしのみや

神戸光生園 障害者相談支援事業所　聖隷はぐくみ

ごえん 障がい者福祉サービスいっぽ

五色精光園 障害福祉サービス事業所　朝日ノ里

個性の作業所　七つの海 障害福祉サービス事業所　きらら

ことばの道デイサービス 障害福祉サービス事業所　ミルトスの木

こども未来ステーション神戸 ジョブサポート希望

コミナス しらゆりフレンドリークラブひがしなだ

コロロ風翠倶楽部 自立の家　ホームしおや

こんにちは友が丘 仁恵病院

さくらんぼの里 身体障害者生活支援センター　フローラすもと

篠山市障害者総合支援センター　スマイルささやま　共同生活援助　太陽 ステップ相談支援センター・ベルフラワー

さざんくろす スポーツとまなびのひろばSAIYO

さつき園 すま障害者地域生活支援センター

サポートセンター曙 洲本市社会福祉協議会相談支援事業所

サポートセンター双葉 生活介護　支援ネット姫路

サルビアの家 生活介護　てらす

サンスマイル(株)　キッチンちゃとら・ちゃとら屋 生活介護事業所　アシストⅠ

三田市障害者基幹相談支援センター 生活介護事業所　フローラすもと

しごとサポート東部　東部地域障害者就労推進センター 生活介護みんなのひろば

しそう自立の家 総合相談支援サービス　ドレミーナ

児童デイサービス　スポーツキッズ　らいぶりー板宿 相談支援事業所　Colors　訪問介護ステーションこすもす　デイサービス　シュシュ

児童デイサービスすまいる・きっず曽根 相談支援事業所　オアシス

児童デイサービスすまいる・きっず松陽 相談支援事業所　こころ

児童発達支援・放課後等デイサービス　さとうま 相談支援事業所　スタート

児童発達支援・放課後等デイサービス　あかしあクラブ 相談支援事業所　つくし夢くらぶ

社会就労センターぐるっぺ 相談支援事業所　めぐみ
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相談支援事業所　ライズアップ 姫路聖マリア病院　重度障害総合支援センタールルド

相談支援センター　だんぼ 姫路聖マリア病院　生活介護まりあ

相談支援センター　マリア 兵庫県社会福祉事業団　出石精和園

太陽の郷 兵庫県社会福祉事業団　出石精和園　第2成人寮

高砂市立高砂児童学園 兵庫県社会福祉事業団　出石精和園児童寮

たかはしサポートセンター 兵庫県社会福祉事業団赤穂精華園

宝塚市高齢者・障がい者権利擁護支援センター ふぁみーゆ

宝塚市社会福祉協議会　権利擁護支援課 フォーゆう

宝塚市社会福祉協議会　宝塚市障害者自立生活支援センター プリモ芦屋

宝塚市立安倉西身体障害者支援センター フローラなんだん

多機能型事業所　ひまわりの森 フローラほくだん

たつのおとしご1号館 ヘルパー事業室

地域活動支援センター　ライズアップ+(プラス) ヘルパー事業室ゆめさき

地域活動支援センター長田 ヘルパーステーションリーフ

地域活動センター　コスモス共同作業所 放課後デイサービス　ヒリーブ白川台

地域支援事業所　ぱれっと 放課後デイスクールHOPE

地域包括支援センター　はまゆう 放課後等デイサービス　(株)　創研　がんばりっこ青木

つつじの家　ほっとスペース 放課後等デイサービス　IPPO長田校

つばき作業所 放課後等デイサービス　SAL

東部デイサービス 放課後等デイサービス　ウィズ

特定相談支援事業所　いつき 放課後等デイサービス　なえどこ

特定相談支援事業所　リーフ 放課後等デイサービス　プロップにしのみや

独立行政法人国立病院機構　兵庫中央病院 放課後等デイサービス　ぽっぷこーん

とこはの家 放課後等デイサービス　ミルキー

とよおか作業所　郷・とーぷ 放課後等デイサービス　ムーミンハウス

どんぐりひろば 放課後デイサービス　シュガー

中道テクノ 放課後デイサービス　ジョイ

和～なごみ～ 訪問介護支援事業所　まごころ

なでしこデイサービスセンター ホームてとてと

ななくさ育成園 ホームひだまり

ななくさ新生園 ボヌール　地頭方

ななくさ清光園 真砂園

にこにこハウス医療福祉センター 三木市障害者相談支援センター

西宮市社会福祉協議会　青葉園 みちしるべ神戸　ワークプロジェクトかすがの

西宮市立北山学園 みちしるべ神戸　ワークプロジェクトまや

西宮すなご医療福祉センター みちしるべ神戸ワークプロジェクト中央青果

西宮すなご医療福祉センター　児童発達支援事業ねっこ みちしるべ神戸ワークプロジェクトみかげ

西宮すなご医療福祉センター　生活介護つばさ みどり福祉会　若狭野荘

西宮すなご医療福祉センター　放課後等デイサービスつばさ 南あわじ市社会福祉協議会　相談支援事業所

ぬかちゃん福祉作業所 三原ホーム

のぞみ もちの木園

ハピネス川西相談支援事業所 やすらき工房

ハピネスさつま相談支援事業所 ゆめさき舎

はりま自立の家 ラーフの森

播磨福祉事業館 りぼんstepセンター

ピアさぽーと　すぎな リライフ

東加古川病院 ロマンハウス

ひまわり畑 ワークス大久保

姫路暁乃里 ワークステップかりん

姫路こころの事業団 ワークメイト西宮

姫路市城乾・東光地域包括支援センター 若葉福祉作業所

姫路市立しいのみ園 わかばホーム(グループホーム)

姫路市立書写障害者デイサービスセンター ワンモア三宮


