
令和３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)樹光会　こもれび (社福)尚紫会　就労移行支援事業所　むれ咲き

(一社)波の家福祉会 (社福)博由社　障害者支援施設　ハピネスさつま

(一社)ひゃくふく　 (社福)博由社　障害者支援施設　ハピネスさつま生活介護事業所

（一社）リ・シュウニャ　放課後等デイサービスひまわり (社福)阪神福祉事業団　ななくさ育成園

（一財）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 (社福)ぶったぁ福祉会

(株）Arigato (社福)フレンド　ワークステーションフレニード

(株）Friend-Ship (社福)まほろば　ウェルフェア―まほろば

(株）ＨＡＰＰＹベリー (社福)まほろば　相談支援事業所　和

(株）KGNハピネス (社福)もみじ会　栗の木荘

(株）MJS　就労継続支援A型事業所　クローバー (社福)明桜会　サポートセンター双葉

(株）Molive88 (特非)cambio

(株）OMOIYARI　PLUS　ONE (特非)Cambio　B型事業所　PASSO

(株）OMOIYARI　PLUS　ONE　放課後等デイサービスJob kids尼崎 (特非)COOKIESすまいる

(株）PLUS INNOVATION (特非)明石ともしび会　さくら工房

(株）TAF　ポッセの絆 (特非）えんじぇる会　就労継続支援B型グリーン

(株）Wing (特非)かがやき　ステップアップ二見

(株）インコントラ　プリモ三宮 (特非)かがやき　ステップあっぷ西江井島

(株）インコントラ　プリモ神戸 (特非)元気アップみのり

(株）エンピュア　にじげん加古川 (特非)自然処　児童デイサービス　キッズ☆スター

(株）こもれび (特非)そよかぜねっと　そよかぜはうす

(株）ジニアスキッズ Kids care support Step (特非)ネクスト

(株）スマイリープラス (特非)日高共同作業所

(株）トライロ (特非)ピコタン

(株）ハピネス　四つ葉のクローバー (特非)ほっと・みのり

(株）光　ひだまり (特非)ポポロ

(株）プリマステラ (特非)萌友-for you

(株）メディア・リハビリPARC（パルク）あしや (特非)らいふサポートくるみ

(株）ゆうあいサポート Fromjob姫路

(学)小寺学園　幼保連携型認定こども園　はまようちえん HOPEおおしお

(公財)団法人復光会　垂水病院 infini株式会社

(社福)芦屋なかよし福祉会 Infini株式会社 就労継続支援B型事業所 SOLEIL

(社福)芦屋メンタルサポートセンター　就労継続支援Ｂ型ライラック manaby神戸元町事業所

(社福)一羊会一羊園 manaby三宮事業所

(社福)かるべの郷福祉会かるべの郷グループホーム夢一 MOGUMOGU保育園

(社福)かるべの郷福祉会かるべの郷ドリームワークス P＆C人財センター

(社福)かるべの郷福祉会かるべの郷ドリーム相談所 s-cube

(社福)くすのき会播磨園 Sin

(社福)神戸あゆみの会　あゆみの里 SOLEIL就労継続支援B型事業所

(社福)神戸聖隷福祉事業団　エスポワールこじか Sun

(社福)神戸聖隷福祉事業団　神戸市立自立センターひょうご TODAY

(社福)神戸聖隷福祉事業団　恵生園 相生市立障害者支援施設　野の草園

(社福)神戸聖隷福祉事業団　恵生園相談支援事業所 明石市立あおぞら園

(社福)木の芽福祉会 咲くら工房 明石土山病院

(社福)甲山福祉センター　西宮すなご医療福祉センター あかり

(社福)聖徳園　ワークメイト西宮 赤穂精華園　共同生活援助事業所

1



令和３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

赤穂精華園　児童寮 ケア工房　ひらの

赤穂精華園　成人寮 ケアホーム　あんも

赤穂精華園　やまびこ寮 ケアホーム　きらめ樹・かがや樹

赤穂市立障害福祉サービス事業所　赤穂市立さくら園 合同会社　アズ　(事業所名　あすなろ)

芦屋ビビッド 合同会社ケアオフィスあい　ケアオフィスあい

芦屋ビビッドwest 合同会社こども支援プロジェクト　児童デイサービス　ひよりログハウス

芦屋翠ホーム 合同会社ロジェ　就労継続支援事業所A型　あすか

網干保育園 合同会社　レヴァンテ

アミル甲子園口 神戸光生園

アル―ラ福祉会 神戸市中央区障害者地域生活支援拠点　いそがみ障害者相談支援センター

揖南福祉会　サルビア園 神戸市立ワークセンターひょうご

医療福祉センターのぎく 神戸聖生園

いかり共同作業所 神戸YMCA　児童発達支援事業　まめの木

伊丹市社会福祉事業団　伊丹東有岡ワークハウス こどもサポート教室「きらり」姫路校

いたみ杉の子　ゆうゆう こども支援事業所つくしくらぶ

いちょう園 こども未来ステーション神戸

ウェルフェアーまほろば コミュニティ·ライフサポートいずみ

ウキウキはなさく さとうま

ウキウキはなさく　荻野西教室 里山root倶楽部

ウキウキはなさく　中野西教室 サルビアの家

ウキウキはなさく　南塚口教室 さんだ子ども発達支援センター　かるがも園

江井ケ島作業所 三田市障害者基幹相談支援センター

エルピス・ワン 三田市障害者総合相談窓口きいてネット

エントランス　リバティ ３匹の子ぶた

エントランスえぶりぃ 就労移行支援change

おかもと障害者相談支援センター 就労移行支援事業所マイドリーム

乙訓障がい者虐待防止センター 就労継続支援B型事業所　F-LABO.

小野市立ひまわり園 就労継続支援B型　トークゆうゆう

オモイヤリプラスワン 就労継続支援事業所　グリーン

ガーベラ子育てスクエア 就労サポートセンターあかつき

加西市基幹相談支援センターやすらぎ 就労支援あーち

カルティボ　キッズ 就労支援センターライズワーク

かるべの郷　ヘルパーステーション 就労支援つぼみ

かるべの郷　福祉会 就労継続支援A型Leaf

川西市障がい者基幹相談支援センター 就労継続支援B型事業所SOLEIL

がんばりっこ甲南山手 就労継続支援Ｂ型事業所クリエイティブクルー

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型事業所さくら工房

北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園障害者（児）相談支援事業所 障がい者（児）自立支援施設　あさごふれ愛の郷あおぞら（朝来市社会福祉協議会）

キッズとらいあんぐる 障害者支援施設　協和学園

希望の家グリーンホーム 障害者支援施設　三愛園

クオーレ 障害者支援施設　博由園

グリーンウィンド合同会社 障害者支援施設　ハピネスさつま

グループホーム　はーと 障害児通所支援ハーティKids

グループホーム　ぱう 障害児入所施設　おおぞらのいえ

くろーばーたからづか 障害者支援施設　三田こぶしの園

2
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障害者支援施設ナーシングピア加西 チェカ

障害福祉サービス事業所　にじの空 ちびっこ保育園キセラ

宿泊型自立訓練事務所さくら荘 寺前保育所

小規模多機能事業所　花りん 「手わざ」ほぐし館　垂水本店

しんながた障害者相談支援センター ディスカバリープロジェクト

児童デイサービス　まいきっず芦屋精道 でんでん虫の家

児童発達支援・放課後等デイサービスSORATO 豊岡市障害者相談支援事業所

児童発達支援センター　高砂市立高砂児童学園 ドリーム・クライム

児童発達支援つぼみ どりー夢共同作業所

児童発達支援事業所P-S どんぐり介護センター　合同会社どんぐり

児童発達支援西宮たんぽぽ 七色

重度障害者通所事業所さち ななくさ学園

自立の家　ホームしおや 七つの海

すずらんtwo-eight なのはな

スタートジョブ 西宮すなご医療福祉センター

ステップ相談支援センターベルフラワー 西宮市立こども未来センター

スポーツとまねびのひろばSAIYO 西宮市立北山学園

スマートキッズプラス六甲 西在宅福祉センター

スマイルくまさん岬教室 にしだい障害者相談支援センター

スマイル相談室 虹色

すみれ 認定こども園　あおがき

洲本市社会福祉協議会相談支援事業所 認定こども園　このみ保育園

生活介護　くりえいと ぬかちゃん手柄作業所

生活介護事業所あっと のじぎく工房

清心ホーム のぞみコミュニティ障害者支援センター

せいれいやさかだい 発達支援協会ピタゴラ未来塾垂水

泉台ホーム ハッピーランド

創建　放課後デイサービスがんばりっこ青木 はなえみ保育園

相談支援事業所　すてっぷ はなさきむら作業所

相談支援事業所　ジュピター ハピネス

相談支援事業所　たけのこ はりま自立の家

相談支援事業所　つくし夢くらぶ はりま自立の家　ローズハウスはりま

相談支援事業所　ぱっそ・あ・ぱっそ 播磨福祉事業館

園田にこのいえ保育園 日高共同作業所

宝塚さざんか福祉会　いきいき宝夢 ピアサポート兵庫

宝塚市高齢者・障碍者権利擁護支援センター ピタゴラ未来塾西神

多機能児童デイサービスぱいる ピタゴラ未来塾神戸

たにがみ障害者相談支援センター 姫路学園

垂水児童デイサービス 姫路市立かしのきの里

丹南精明園 姫路市立障害者支援センター

地域活動支援センター　地球屋本舗 姫路子育てサポートセンター　おひさまCLUB

地域活動支援センター　どりー夢 姫路市立広畑障害者デイサービスセンター

地域活動支援センター　ひなた（陽） ひょうご障害者相談支援センター

地域支援事業所　ぱれっと プレイジム

チーム情熱神戸 ブロッサムコーポレーション株式会社
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プロップにしのみや（放課後等デイサービス）

フロンティア福祉会　デジタルウイング神戸

ヘルパーステーション笑くぼ

保育所かたつむりランド川西能勢口駅前園

放課後等デイサービス　UMIE

放課後等デイサービス　アップキッズ

放課後等デイサービス　いっぽいっぽ宮下

放課後等デイサービス　ウィズ西宮武庫川

放課後等デイサービス　えじそん加古川教室

放課後等デイサービス　ガリレオ六甲道教室

放課後等デイサービス　ここな

放課後等デイサービス　さくらんぼ荒牧

放課後等デイサービス　ナインカレッジ

放課後等デイサービス　晴レル家

放課後等デイサービス　ぺたる

放課後等デイサービス　りあんず

放課後等デイサービス事業所　SAL

放課後等デイサービス事業所　スカイきっず

訪問看護ステーション　しぇあーど

ホザナ・ルーム

ポッセの絆

ホットホーム穏樹

三木市障害者基幹相談支援センター

三木市手をつなぐ育成会　指定生活介護事業所

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

三原ホーム

未来をひらく・マブイ六甲

みんなの家

明倫の郷

明倫の郷　浜田事業所

もちの木園

やすらぎ工房

結の会

夢前リハビリセンター

養父市社会福祉協議会　障害者相談支援事業所

宿花（よみはな）

るーと

ロードコミュニティ障害者支援センター

ワークサポート　にじいろ

ワークセンターひょうご

ワークホームつつじ
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