平成30年度兵庫県障害者虐待対応力向上研修 受講事業所名・法人名
（医）敬愛会 ほおずき寮
（社福）明桜会 サポートセンター双葉
（医）樹光会 こもれび
（社福）もみじ会 協和学園
（医）尚生会 加茂病院
（社福）もみじ会 メイプル
（医）恵風会 協同生活援助事業所「けいふう」「いこい」「いこいⅡ」
（社福）もみじ会 もみじホーム
（社福）ゆたか
（一社）Jobs 就労継続支援B型事業所いろは
（一社）あみーる 森ケアサービス 相談支援事業所 キッズあみーる塚口
（社福）芳友 にこにこハウス医療福祉センター
（一社）エイビーエス
（社福）ヨハネ会 ヨゼフ寮
（一社）親白福祉会 訪問介護事業所てふてふ明石
（社福）緑水会 障害福祉サービス事業所 神戸イリス
（一社）一圭会
（特非）ｆ
（特非）アイ・コラボレーション神戸
（一社）共生会 ともいき工房芦屋三条南ホーム
（特非）あすてる
（一社）神戸市手をつなぐ育成会
（特非）淡路障害者連絡会 アミアミ
（一社）高齢者障がい者終身生活仕事支援機構 芦屋ビビッド
（一社）つばめ会
（特非）あんさんぷる
（一社）日本福祉推進協会 あかしあクラブ
（特非）おーけすとら・ぴっと 就労継続支援（B型）事業所 Patch
（一社）はなまる福祉会
（特非）おーけすとら・ぴっと ライフパートナーおけぴ
（一社）ゆいまーる支援センター
（特非）オフコース
（株）ayuto
（特非）がじゅまる
（特非）風
（株）Friend-Ship
（特非）きぼうの空
（株）HAPPYベリー Honeyベリー
（株）MJSクローバー
（特非）きぼうの空 障害福祉サービス事業所 にじの空
（株）SNOW PLUM
（特非）神戸Beすけっと サポートステーションBeすけっと
（株）UPS
（特非）神戸高齢者障がい者事業団 ケア工房 ひらの
（株）アップルTREE アップ↗るTREE
（特非）こぐまくらぶ
（株）いくせい
（特非）こぐまくらぶ森友
（株）インコントラ 継続支援A型 プリモ神戸
（特非）サニーサイド ライフサポートセンター レオーラ
（株）きると
（特非）ジョイフル
（株）きると スクール事業部 伊丹校
（特非）そら
（株）こころね
（特非）手をつなぐ
（株）酒井工務店 アトリエはぁもにぃ
（特非）時のわらし
（株）酒井工務店 放課後等デイサービスいっぽ
（特非）特定非営利活動法人 たつのGHO
（株）すまいるハーツ
（特非）ハートフル 障害者相談支援センター輪っふる
（株）創研 がんばりっこ甲南山手
（特非）パラレルサポート
（株）創研
（特非）ぱれっと のじぎく工房
（株）みらいす 子どもみらいサポートあくしす
（特非）ピークスネットワーク
（株）モアハピネス明石
（特非）日高共同作業所
（特非）姫路こころの事業団
（株）モアハピネス明石「青空」
（株）ゆうあいサポート
（特非）ほっと・みのり
（特非）マブイ六甲
（社）三田谷治療教育院 ワークホームつつじ
（社）たんぽぽ
（特非）みちしるべ神戸
（社）福成会 塚口福成園
（特非）みちしるべ神戸 しごとサポート東部
（社）福成会 セントラル
（特非）みちしるべ神戸 ワークプロジェクトかすがの
（社）福成会 チャレンジ・コヤリバ
（特非）みちしるべ神戸 ワークプロジェクト東部
（社福）明桜会 あいすくりーむの家
（特非）みちしるべ神戸 ワークプロジェクトまや
（特非）みちしるべ神戸 ワークプロジェクトみかげ
（社福）明桜会 サポートセンター翔
（社福）明桜会 やまゆりの家
（特非）みどり会 生活介護事業所みどりの家
（特非）恵 工房四つ葉
（社福）あすか会 障害者支援施設 あすかの家
（社福）尼崎稲葉園
（特非）よつ葉会
（特非）らいふサポートくるみ
（社福）尼崎武庫川園 リーブ・フルーリー
（社福）いたみ杉の子 フォーゆう
（特非）ライフスペース・プロペラ
（社福）いたみ杉の子 ライフゆう
（特養）ハピータウンKOBE
（有）ケアサービス宮本
（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
（有）しぇあーど しぇあきっず
（社福）かがやき神戸
（社福）風 三田わくわく村 大原事業所
（有）デリパ はな介護サービス
（有）ドリームセブン だいやのきゃんばす
（社福）甲山福祉センター 西宮市立北山学園
（有）もものは 就労継続支援B型 もものね
（社福）かるべの郷福祉会 かるべの郷ﾄﾞﾘｰﾑﾜｰｸｽ
（社福）川西市社会福祉協議会 川西市障がい児(者)地域生活・就業支援セン ａｉａｉひろば NPO法人アバンセ
（社福）川西市社会福祉協議会 小戸作業所
ASKサポート（株）放課後デイサービス メルシーハウス
（社福）協同の苑 協同の苑もとやま園
ＣＨＩＡＫＩほおずき姫路南条／運動療育支援教室ほおずき
（社福）くすのき会 播磨園
HOPE おおしお
（社福）くすのき会 ひふみ園
LITALICOジュニア三宮教室
LITALICOワークス姫路
（社福）神戸あゆみの会 あゆみの里
（社福）神戸あゆみの会 障害福祉サービス事業所 なごみの里
Lクリエイト
（社福）神戸聖隷福祉事業団
ORさくら介護センター
（社福）神戸聖隷福祉事業団 神戸聖生園
Small Steps（スモール ステップ）
（社福）神戸光の村
明石市基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター
（社福）神戸光の村 神戸光の村授産学園
明石仁十病院 ホームヘルプステーション
あかりの家
（社福）神戸福祉会 クッキー工房マミー
（社福）五倫会 姫路暁乃里
赤穂精華園 有年事業所
赤穂市障がい者基幹相談支援センター
（社福）五倫会 太陽の郷
（社福）シティライト
芦屋市障がい者基幹相談支援センター
芦屋翠ホーム
（社福）祉友会 障害者支援施設リバティ神戸
（社福）祉友会 身体障害者通所事業所はみんぐ
明日香武庫之荘事業所
尼崎あすなろ福祉会 あすなろ亭
（社福）白百合学園 しらゆりフレンドリークラブ ひがしなだ
尼崎市立身体障害者福祉センター
（社福）しんじゅ 放課後等デイサービスホーリーヴィラ
（社福）しんじゅ ホーリーツリー東部
尼崎市立たじかの園
尼崎武庫川園 リーブ・フルーリー
（社福）新緑福祉会 玉津むつみの家
あまはん介護・社会福祉士事務所
（社福）淡鳳会 フローラなんだん
（社福）でんでん虫の会 ケアホームあんも
あわじ障害者多機能型施設ウインズ
（社福）とよおか福祉会 とよおか作業所 郷・とーぷ
あわじ障害者地域活動支援センターきらら
安寿の郷神戸 合同会社
（社福）のじぎく福祉会 障害者支援施設 自立支援センターむさしの里
いかり共同作業所
（社福）博由社 生活介護事業所 アシストこうなん
（社福）博由社
いくせいの里
（社福）博由社 加古川市立つつじ園
出石精和園
（社福）蓮生会
出石精和園児童寮
伊丹市社会福祉事業団 サポートテラス昆陽東
（社福）阪神福祉事業団 ななくさ清光園
（社福）枚方療育園 三田こぶしの園
いちょう園
（社福）福成会 杭瀬福成園
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
医療福祉センター さくら
（社福）ぶったぁ福祉会
（社福）ホーム塩屋
医療福祉センター のぎく
（社福）まほろば
地域活動支援センター 相談支援事業所さんぽみち
（社福）まほろば ウェルフェアーまほろば
うおざき障害者地域生活支援センター
（社福）まほろば 相談支援事業所 和
エルピス・ワン
（社福）みらい みらいおもいけ園
オカピ

小野起生園
小野市立ひまわり園
介護相談室 すずかぜ
かがやき
加古川市障がい者基幹相談支援センター
加西市基幹相談支援センターやすらぎ
春日学園
片山工房
かなえ
かるべの郷多機能型事業所 ドリームスベース
川西市社会福祉協議会 川西作業所
関西青少年サナトリューム
北播磨子ども発達支援センター事務組合 わかあゆ園
きぼうっこピア
希望の家グリーンホーム
共同作業所 神戸ろうあハウス
共同生活援助 うさぎとかめ
共同生活援助事業所 大空
居宅つばめ
グループホーム えーる
グループホーム みなみたもん
クローバー
クローバー事業所
ぐろーりあ
ケア・ホワイト
ケア・ホワイト垂水
けあーさぽーとマリン訪問介護
ケアステーション グレース
ケアプランセンターそらの家
ケアホームきらめ樹 かがや樹
合同会社iST
合同会社あいりす
神戸YMCA タンポポくらぶ
神戸市障害者就労推進センター
神戸障害者就業・生活支援センター
神戸市立自立センターたるみ
神戸市立自立センターひょうご
神戸市立ワークセンターひょうご
神戸聖生園
神戸聖隷総合相談センター
（社福）神戸聖隷福祉事業団 恵生園相談支援事業所
神戸明生園
神戸ろうあハウス デイサービスセンター
コーヒーハウスＹＵＭＥ
コーヒーハウスＹＵＭＥ／かなえ
ココロネ淡路
五色精光園 成人寮
コスモケア訪問看護ステーション
こども発達さぽーとセンターるぽろ
こども発達支援 親どりこんこん
コモンプロジェクトチャレンジ
済生会ハーモニー
逆瀬川地域包括支援センター
さくら工房
さくらんぼの里
篠山市社会福祉協議会 相談支援事業所
さつき福祉会 琴弾の丘
サポートセンター曙
さぽーる（保育所等訪問支援事業所）
サルビア園
サルビアの家
サンヴィレッジ三ノ宮センター
三田市障害者基幹相談支援センター
三田谷学園
三匹の子ぶた
支援センター ふくっこ
児童デイサービス あおぞら
児童デイサービス あゆむ
児童デイサービス こもれび
児童デイサービス どりーむ
児童デイサービス ひだまり
児童発達支援／放課後等デイサービス カリヨン
児童発達支援事業所 のびのびりいふ
児童発達支援事業所 ボラリス☆キッズ
児童放課後デイサービス らいずわ～く
じゃがいもの家
就労移行支援事業所 ライズワーク
就業移行支援事業所 パーソナルスペース
重症心身障害者デイケア ラポートたるみ
就労・生活支援事業 オープンファクトリー本多聞
就労移行支援事業所 PEAKS神戸
就労移行支援事業所 PEAKS六甲
就労移行支援事業所 カイルア
就労継続支援A型 あいりす
就労継続支援A型事業所 ゆうワークス
就労継続支援B型 グリーン
就労継続支援B型 ドリームボール
就労継続支援B型事業所 アンデルセン
就労継続支援B型事業所 クオーレ
就労継続支援B型事業所 ピース
就労継続支援B型事業所 ゆうとぴあ・わーくす
就労継続支援事業所 いま～る
就労サポートセンターあかつき
就労支援 あーち（B型）
就労支援 つぼみ

障がい者支援事業所 菜の花
障害者支援施設 愛心園
障害者支援施設 愛光園
障害者支援施設 希望の郷
障害者支援施設 三愛園
障害者支援施設 大地の家
障害者支援施設 ナーシングピア加西
障害者支援施設 ハピネスさつま
障害者支援施設 ひのもと青年寮
障害者支援施設 真生園
障害者支援施設 三原ホーム
障害者支援施設 ワークホーム明友
障がい者支援センター 出愛いの里
障がい者支援センター てらだ
しょうがい者就労支援施設楓の杜 くれ葉
障害者就労支援センター オリンピア岩屋
障害者相談支援センター 「ぱれっと」
障害者入所施設 おおぞらのいえ
障がい者福祉サービス（株）いっぽ
障害福祉サービス事業所 朝日ノ里
障害福祉サービス事業所 三光園
真砂園
身体障害者デイサービスセンター フローラほくだん
神明病院ホームヘルプステーション
新緑の家
すまいるぴくちゃー
すみれ荘
生活介護事業所「ジャングル」
清心ホーム
聖隷はぐくみ
相談支援事業所 あゆうと
相談支援事業所 さんぽみち
相談支援事業所 ぱっそ・あ・ぱっそ
相談支援センター マリア
ソーシャルコープひょうご
ソレイユ・ムーヴ
高砂市立高砂児童学園
たかはしサポートセンター
宝塚市立安倉南身体障害者支援センター
宝塚市立障害者自立生活支援センター
多機能型事業所 ひまわりの森
多機能型障がい者デイセンターひょうご
たんば海援隊
たんぽぽ快援隊
地域活動支援センター けいふう
地域活動支援センター まどい・ひだまり
地域活動支援センター ヨハネ
知的障害者更生施設 サルビアの家
千代ケアサービス
ツクイ神戸三宮
つつじの家福祉会 アワーズ加古川
デイーキャリア 神戸オフィス
デイセンター ラポートたるみ
デザイン工房エアー企画
でんでん虫の家
時のわらし
特定相談支援事業所 みち
とこはの家
友が丘作業所
とよおか作業所 愛・とーぷ
ドリーム甲子園
ドリーム甲子園 尼崎今福事業所
ななくさ育成園
ななくさ学園
西宮市瓦木在宅療養相談支援センター
西宮市社会福祉協議会 地域活動ｾﾝﾀｰ青葉園
西宮市立こども未来センター
西宮すなご医療福祉センター
ぬかちゃん福祉作業所
のぞみコミュニティ障害者支援センター
はりま自立の家
播磨福祉事業館
播磨福祉事業団
ひいらぎ
姫路潮会 ぬかちゃん手柄作業所
姫路市障がい者相談支援センターりんく
姫路市立かしのきの里
姫路市立障害者支援センター
兵庫あおの病院
兵庫あおの病院 看護部
兵庫あおの病院 重症心身障がい児施設
兵庫県視覚障害者福祉協会 同行援護支援センター
兵庫県社会福祉事業団 赤穂精華園
兵庫ﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ ﾏｲ･ﾜｰｸSELP 神戸ふれあい工房
ファレ「モナモナ」
福成会サポートセンターまつば
フリースペースかりん
ふれあい作業所
フローラすもと
ヘルパーサービス さざなみ
ヘルパーステーション十人十色
放課後デイサービス いっぽいっぽ宮下
放課後デイサービス いっぽいっぽ山の街
放課後デイサービス よいこ
放課後デイサービス らいむ

放課後等デイサービス 3丁目あいランド
放課後等デイサービス ウィズ長田・須磨
放課後等デイサービス 音ひろば
放課後等デイサービス がじゅまる
放課後等デイサービス スカイきっず
放課後等デイサービス そだちの空間LINKS
放課後等デイサービス つばさ しおや
放課後等デイサービス なえどこ
放課後等デイサービス パンダキッズ
放課後等デイサービス プラウド
放課後等デイサービス ぺたる
放課後等デイサービス マリアーノみかげ
放課後等デイサービス ミルキー
放課後等デイサービス La・プラース
放課後等デイサービス ディアー
放課後等デイサービス フェアリーテール
訪問介護事業所 まごころ
ほーぷぴくちゃー
ほすぴ
ボヌール円行寺
ボヌール地頭方
マリアーノ六甲道
三木市手をつなぐ育成会 生活介護じゃがいもの家 三木共働作業所
三木市立障害者総合支援センター はばたきの丘
みどり福祉会 若狭野荘
南あわじ市社会福祉協議会 相談支援事業所
武庫川すずかけ作業所
名神あけぼの園
恵心合同会社児童発達支援・放課後等デイサービスOrange
恵生園
もちの木園
もみじ会 栗の木荘
ゆめ
ヨハネ小規模作業所
ライフセンター神戸
ラポール
リンク在宅サービス
ルクリア
ロマンハウス
ワークショップハンナ
ワークスペースきゃんばす
ワークフレンズみくら作業所
ワークホーム須磨
ワークメイト西宮聖徳園
地域活動支援センターそら
夢前リハビリセンター

