
令和元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

事業所名 事業所名

（医）尚生会　加茂病院 あおぞらの家

（医）聖フランシスコ会姫路聖マリア病院 明石　ともしび会　ふれあい作業所

（医）聖フランシスコ会姫路聖マリア病院　重度障害総合支援センター　ル
ルド

明石作業所

（医）聖フランシスコ会姫路聖マリア病院　生活介護まりあ 明石市社会福祉協議会

（株）Wing 明石障がい者地域生活ケアネットワーク

（株）すまいるハーツ 明石市立　あおぞら園

（株）KGN　ハップス 明石市立　あおぞら園・きらきら

（株）LINPA　ワークステーション　パピヨン 明石市立　木の根学園

（株）TNSカンパニー　ゆくる 朝来市役所　ふくし相談支援課

（株）アップグレード 芦屋翠ホーム

（株）いっぽ あすなろ

（株）インコントラ　プリモ芦屋 尼崎市立身体障害者福祉センター

（株）キャリアアップ 尼崎市立たじかの園

（株）きると　スクールきると　伊丹校 尼崎武庫川園　松の園

（株）栽培屋　はなきょう あま障害者地域生活支援センター

（株）酒井工務店 アルーラ

（株）サンヴィレッジ　三ノ宮センター 淡路障害者生活支援センター

（株）ハンズ　ハンズ姫路 出石精和園　成人寮

（株）ゆうあいサポート 伊丹市社会福祉事業団　伊丹東有岡ワークハウス

（社）上野丘さつき会　上野丘更生寮 伊丹市社会福祉事業団　サポートテラス昆陽東

（有）コミュニティ　ライフサポートいずみ 伊丹市立障害者デイサービスセンター

（有）コミュニティ・ライフサポートいずみ　泉台ホーム いたやど障害者地域生活支援センター

「なかよし工房」社会福祉法人芦屋なかよし福祉会 一羊園

aiaiひろば 一羊会　すずかけ労働センター

Esporte （一社）am＊am

Infini株式会社　就労継続支援B型事業所　SOLEIL （一社）FRONTIERE ラ・メール

（特非）明石ともしび会　さくら工房 （一社）ハンズ　就労移行支援施設　ハンズ三宮

（特非）そよかぜねっと　やすらぎ工房 （一社）ゆうとぴあ

（特非）手をつなぐ 医療福祉センター　きずな

（特非）日本学び協会　ワンモア三宮 インコントラ　プリモ三宮

（特非）ネットワークながた　くららとさくら 上野丘さつき会

（特非）ピアサポートひまわりの家 ウェルビー神戸三宮センター

（特非）姫路こころの事業団 ウェルビー姫路駅前センター

（特非）ﾌﾛﾝﾃｨｱ　放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　きっと・もっと・みらい ウェルフェアーまほろば

（特非）みちしるべ神戸 うおざき障害者地域生活支援センター

（特非）ラーフウッド福祉会 エスポワールこじか

（特非）f エム・ワークス（多機能型　御影倶楽部）

（特非）明石障がい者  地域支援ケアネットワーク「時のわらし」 乙訓福祉施設事務組合　乙訓障がい者虐待防止センター

（特非）明石障がい者　地域生活ケアネットワーク 小野市障がい者地域生活・相談支援センター

（特非）ワーカーズコープかんさい・ひびき 小野市立ひまわり園

（特非）ワーカーズコープかんさい・わたあめ オリンピア岩屋

ROCO’S 加古川市障がい者基幹相談支援センター

Small　Steps 加西市立善防園

SOLEIL 加東健康福祉事務所

あーち　ほーむ 加東市障害者相談支援センター　つむぎ
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令和元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
事業所名 事業所名

カトレアの園 児童デイサービス　あゆむ

 かるべの郷福祉会　かるべの郷　グループホーム夢一 児童デイサービス　こはるび

かるべの郷福祉会　かるべの郷ドリームワークス 児童発達支援ことり

かるべの郷福祉会　放課後等デイサービス 児童発達支援事業所　P-S

川西市社会福祉協議会　小戸作業所 児童発達支援事業所　ゆうむ

きた障がい者地域生活支援センター （福）明桜会　サポートセンター翔

キャリアサポートセンター姫路 （福）尼崎稲葉園

救護施設　桃李園 （福）尼崎武庫川園  知的障害者更生施設　リーブ・フルーリー

共同生活援助　大空　生活介護　輝き （福）一羊会　すずかけ第2作業所

共同の苑　くすのき （福）円勝会　西はりま

共同の苑　もとやま園 （福）きょうどう

協和学園 （福）協同の苑　くすのき

グッドフェローズ西明石 （福）くすのき会　ひふみ園

グルーヴ （福）くすのき会播磨園

グループホームあい （福）甲山福祉ｾﾝﾀｰ　西宮市立北山学園

ケアホームきらめ樹・かがや樹 （福）神戸聖隷福祉事業団　自立センターひょうご

合同会社　EnJoy （福）神戸光の村

合同会社　アイリス　七色 （福）甲山福祉センター　西宮すなご医療福祉センター

合同会社kayak （福）甲山福祉センター　訪問看護・介護ステーションつくし　（西宮すなご医療福祉センター）

合同会社あい　相談支援事業所あい （福）佐用福祉会　いちょう園

合同会社モアナ　就労支援B型事業所はなはな （福）祉栄会  障害者支援施設　ライフガーデン加古川

神戸市こども家庭センター （福）滋宏福祉会　障がい者支援センター「てらだ」

神戸市立ワークセンターひょうご （福）宍粟福祉会　さつき園

神戸聖生園 （福）新生会

神戸聖隷福祉事業団　ワークセンターわかまつ （福）聖徳園　ワークメイト西宮

神戸ライフ・ケアー協会 （福）たつの市社会福祉協議会

コーヒーハウスYUME （福）淡鳳会　フローラなんだん

こぐまくらぶ明石 （福）たんぽぽ

こぐまくらぶ相談支援事業所 （福）でんでん虫の会　でんでん虫の家

こぐまくらぶ森友 （福）でんでん虫の会　パン工房カラコル

こぐまくらぶ森友Ⅰ事業所 （福）ながたひろば　ハートワーキングクラブ

ココロネ淡路 （福）博由社

こもれび （福）阪神福祉事業団　ななくさ清光園

コモンプロジェクトチャレンジ （福）兵庫県社会福祉事業団　丹南精明園

咲くら工房 （福）平成福祉会　障害者支援施設シャイン

サルビア園 （福）ヘルプ協会　のっくおん

サルビアの家 （福）まほろば

サンヴィレッジ　神戸元町センター （福）みつみ福祉会　春日育成苑

サンスマイル （福）みつみ福祉会　春日学園

三田谷治療教育院ワークホームつつじ （福）みんなの労働文化センター  介護舎てにてを

三匹の子ぶた （福）みんなの労働文化センター  雑居工房

鎮守の森株式会社 （福）名桜会　サポートセンター翔

しそう自立の家 （福）明桜会　やまゆりの家

指定多機能型事業所　ちゃいむ （福）明桜会　明石市立　木の根学園

児童デイサービス　遊 （福）明桜会　サポートセンター曙
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（福）もみじ会　メイプル 障害者ケアホーム　入野グリーン

（福）ゆたか会  障害者支援施設　希望の郷 障害者支援施設　愛心園

（福）ゆたか会　THREE-P 障害者支援施設　赤穂精華園　やまびこ寮

（福）ヨハネ会ヨハネ寮 障害者支援施設　アルーラ

（福）緑樹福祉会　わかば園 障害者支援施設　三愛園

（福）あいむ　こすもす 障害者支援施設　三田こぶしの園

（福）あいむ　どんぐりの里　 障害者支援施設　自立支援センターむさしの里

（福）加古川つつじの家福祉会  つつじの家　ひおか工房 障害者支援施設　ナーシングピア加西

（福）甲山福祉センター　西宮市立北山学園 障害者支援施設　博由園

（福）希望の家　希望の家グリーンホーム 障害者支援施設　姫路学園

（福）希望の家　希望の家サンホーム 障害者支援施設　リバティ神戸

（福）さくらんぼ　風の谷 障害者支援施設みどり荘

（福）さくらんぼ　ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰさくら 障害者支援施設ヨゼフ寮

（福）シティライト　ヘルパーステーション　シティライト 障がい者支援センター　「てらだ」

（福）祉友会　はみんぐ しょうがい者就労支援施設楓の杜くれ葉

（福）祉反会　障害者支援施設　リバティ神戸 障害者総合相談支援センターにしのみや

（福）でんでん虫の会  ケアホームあんも 障害福祉サービス事業所　朝日ノ里

（福）でんでん虫の会　でんでん虫の家　パン工房カラコル 障害福祉支援センター　サンライズA　A型作業所

（福）福成会　塚口福成園 職場定着支援事業所　PEAKS六甲

（福）フレンド  きた障害者地域生活支援センター 白百合学園，アリスエリザベスホーム

（福）まほろば　ウェルフェアーまほろば しらゆりフレンドリークラブ

（福）まほろば　相談支援事業所　和 自立支援センター　むさしの里

（福）みらい　みらいおもいけ園 真生園

（福）むぎのめ　むぎのめ作業所 新生会

（福）明桜会　あいるくりーむの家 スマートキッズプラス王子公園

（福）もみじ会　栗の木荘 すま障害者地域生活支援センター

（福）もみじ会　三原ホーム 生活介護　あっと

就労移行支援事業所　PEAKS六甲 生活介護事業所　あっと＠

就労移行支援事業所ウェルビー尼崎センター 生活介護事業所　まろん

就労移行支援事業所マイドリーム せいれいやさかだい

就労移行支援施設　ハンズ西宮 相談支援事業所　こんぱす

就労継続支援A型　事業所ゆぅワークス そら

就労継続支援Ａ型事業所アップス 大地の家

就労継続支援B型　special工房　カラーズ 高砂ワークハウスつばさ

就労継続支援B型　ピータンハウス たかはしサポートセンター

就労継続支援B型事業所  アンソレイエ・レーヴ 宝塚市高齢者・障がい者権利擁護支援センター

就労継続支援B型事業所　SOLEIL 宝塚市障害者自立生活支援センター

就労継続支援事業所　PEAKS六甲 宝塚市保健福祉サービス公社ステップ相談支援センターベルフラワー

就労継続支援事業所　いま～る 宝塚市役所　障害福祉課

就労サポートセンターあかつき 宝塚市立安倉西身体障害者支援センター

就労支援　あーち たるみみなみ障害者地域生活支援センター

就労支援　つぼみ 地域活動支援センター　希望の家

就労支援事業所　宿花（よみはな） ディーキャリア神戸オフィス

就労支援センター　ライズワーク 時のわらし

障害児通所支援　INGENU（アンジェニュ） 特定非営利活動法人　江井ケ島作業所
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特定非営利活動法人　風 阪神福祉事業団　ななくさ育成園

特定非営利活動法人　サポートステーションFlat ひまわり就労支援

特定非営利活動法人　さわやかの部屋 姫路市障害者支援センター

特定非営利活動法人　障害者生活支援センター遊び雲 姫路市立かしのきの里

特定非営利活動法人　のじぎく高砂 姫路市立書写障害者デイサービスセンター

特定非営利活動法人　ベンチマークぷらす 兵庫県社会福祉事業団　障害児入所施設　あおぞらのいえ

特定非営利活動法人　ほっと・みのり 福祉作業所りんどう

特定非営利活動法人　ポポロ 福知山市地域包括支援センター

特定非営利活動法人　萌友-for you 放課後デイサービス　ミルキー

特定非営利活動法人　ラーフ・ウッド福祉会 放課後等デイサービス　ウィズ長田須磨

特定非営利活動法人　ラーフ・ウッド福祉会　ラーフ・チャレンジ 放課後等デイサービス　くぬぎ

特定非営利活動法人　ライフスペース・プロペラ 放課後等デイサービス　ぺたる

特定非営利活動法人COOKIESすまいる 放課後等デイサービス　らいむ

特定非営利活動法人ICC　どりー夢共同作業所 放課後等デイサービスくるみ

特定非営利活動法人かたくり 就労継続支援B型事業所　きらめきワーク 放課後等デイサービスどんぐり

特定非営利活動法人きぼうの空　障害福祉サービス事業所　にじの空 ホーム　くすのき

特定非営利活動法人みち ホーム　まほろば　ホームひのき

特定非営利活動法人よつ葉会　タオ工房 ホザナ・ルーム/ホザナ・ルームケア

特定非営利法人　元気アップみのり ボレロ

豊岡市障害者基幹相談支援センター 真砂園

どり～む小野 三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘

ドリーム・クライム みどり福祉会　若狭野荘

ナーシングピア加西 みんなの家

中道テクノ 麦わら帽子

中播福祉会　いちかわ園 恵生園

ななくさ新生園 もちの木園

なのはな ゆめカフェ

波の家福祉会 ゆめさき会

西区障害者支援センター 夢前リハビリセンター

西宮すなご医療福祉センター 米田家食堂

西はりまナーシングヴィラ　デイサービスセンター ラーフの森

西はりまﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ リーブ・フルーリー

ぬかちゃん手柄作業所 ロードコミュニティ障害者支援センター

のぞみコミュニティ障害者支援センター ロッキー

バオバブ ワークサポートfere(フレール）

ぱっそ・あ・ぱっそ ワークス大久保

発達療育教室　じゅら ワークスペースきゃんばす

ハピネスさつま ワークプロジェクト　みかげ

はみんぐ

はりま自立の家

播磨福祉事業館

パレットたつの

ハレルヤ福祉会

ハレルヤ福祉会　相談支援事業所　空の鳥

阪神・障害者人権ネットワーク  キントーン宝塚作業所
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