
障害者施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ

障 1
障害者支援施設
オレンジ西宮

〒651-1411
西宮市山口町名来1076-1

社会福祉法人　惠愛園 障害者支援施設 藤田　修至 078-904-2777 078-904-3508 H28.4.1～ 5日 5人 ・資格の無い方でも大歓迎

障 2 ホーリーツリー西部 神戸市須磨区須磨本町1-1-6 社会福祉法人　しんじゅ 障害者 三宅　茂之 078-739-5360 078-739-5335 4月～1月 5日 0人 資格のない方でも大歓迎です。

障 3 ゆめさきの家 姫路市夢前町莇野1784-1 社会福祉法人ゆめさき 障害者支援施設 枌原和生 079-336-2525 079-336-1122 要相談 ３日 ２人
意欲は問いません。
意欲のある方大歓迎。

障 4
障害者支援施設
愛心園

赤穂郡上郡町山野里2749-35 社会福祉法人　愛心福祉会 障害者支援施設 中川　義之 0791-52-3959 0791-52-4167 要相談 5日 未定 資格の無い方でも歓迎します。

障 5 箕谷すみれガーデンズ
〒651-1243
神戸市北区山田町下谷上字
梅木谷２３－１６

社会福祉法人　すみれ会
生活介護
就労継続支援Ｂ型

栗原　允 078-586-6223 078-586-6224 要相談 ５日以内 １人 新しい施設で頑張りましょう。

障 6
希望の家
グリーンホーム

〒669-1231
宝塚市玉瀬字田畠10番地

社会福祉法人　希望の家 障害者支援施設 筒井　健太 0797-91-1800 0797-91-1801 5月～7月/9月～11月 5日 未定
資格のない方でも大歓迎です。
最寄りの駅までお迎え致します。

障 7
希望の家
サンホーム

〒669-1231
宝塚市玉瀬字田畠9番地

社会福祉法人　希望の家 障害者支援施設 桂山　恵子 0797-91-1045 0797-91-1256 5月～7月/9月～11月 5日 未定
資格のない方でも大歓迎です。
最寄りの駅までお迎え致します。

障 8
希望の家
ワークセンター

〒665-0825
宝塚市安倉西3-1-5

社会福祉法人　希望の家 障害者支援施設 太田　佳子 0797-87-0141 0797-84-0738 5月～7月/9月～11月 5日 未定 資格のない方でも大歓迎です

障 9 恵生園 朝来市和田山町竹田1811 神戸聖隷福祉事業団 障害者支援施設 田路　松代 079-674-0011 079-674-0013 要相談 ５日間 1人
日中活動で作業や手話・点字等のサー
クル活動にも参加いただけます

障 10 神戸光生園
神戸市垂水区南多聞台8丁目
23番15号

神戸聖隷福祉事業団 障害福祉サービス事業
ｻｰﾋﾞｽ提供課長
猪原　明美

078-784-8651 078-784-5848 要相談 ５日間 1人
就労移行・就労Ｂ・生活介護の多機能型
です。多種多様な体験が可能です

障 11 神戸愛生園 神戸市須磨区友が丘1-1 神戸聖隷福祉事業団 障害者支援施設 加藤　航 078-791-2222 078-791-2224 要相談 ５日間 1人
多職種によるチームケアの現場を体験
して頂けます。

障 12 和生園 朝来市和田山町秋葉台1-72 神戸聖隷福祉事業団 就労継続支援Ｂ型 山根　由夫 079-672-5639 079-672-5869 要相談 ５日間 1人
障害者の就労支援を行っています。資
格等不問です。

障 13 ワークセンターわかまつ
神戸市長田区若松町5丁目5-1
ジョイプラザ4階

神戸聖隷福祉事業団 就労継続支援Ｂ型 山口　貴大 078-646-9880 078-611-8539 要相談 ５日間 1人
利用者さんと一緒に
作業を体験しませんか？

障 14 救護施設 桃李園 加東市稲尾383-40 社会福祉法人 成蹊会 救護施設 武田　大基 0795-48-4728 0795-48-4866 いつでも可 5日 1人 どのような障害にも対応しております。

障 15 ワークメイト西宮
〒662-0942
西宮市浜町9-20

社会福祉法人聖徳園 障がい福祉サービス事業 目加田　哲朗 0798-23-1111 0798-23-1122 要相談 3日～5日 1人 職員関係良好で明るい職場です

障 16 ワークメイト西宮聖徳園
〒662-0927
西宮市久保町14-19

社会福祉法人　聖徳園 障がい福祉サービス事業 小林　良輔 0798-33-0055 0798-33-0550 要相談 3日～5日 0人 職員関係良好で明るい職場です

障 17
あわじ障害者多機能型施設
ウインズ

〒656-0452
南あわじ市神代浦壁199

社会福祉法人 淡路島福祉会 障害福祉サービス事業 伊藤 千恵子 0799-42-5899 0799-43-2812 随時 応相談 若干名
未経験者・資格のない方でも歓迎いたし
ます。

障 18
あわじ障害者地域活動支援
センター きらら

〒656-0452
南あわじ市神代浦壁198-1

社会福祉法人 淡路島福祉会 障害福祉サービス事業 伊藤 千恵子 0799-42-5899 0799-43-2812 随時 応相談 若干名
未経験者・資格のない方でも歓迎いたし
ます。

届出No



障害者施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

障 19
なでしこ
デイサービスセンター

〒656-0122
南あわじ市広田広田361-5

社会福祉法人 淡路島福祉会 障害福祉サービス事業 伊藤 千恵子 0799-42-5899 0799-43-2812 随時 応相談 若干名
未経験者・資格のない方でも歓迎いたし
ます。

障 20
障害者支援施設
博由園

〒674-0051
明石市牡久保町大窪2573-16

社会福祉法人　博由社 障害者支援施設 斎木俊枝 078-936-7335 078-936-7538 要相談 5日以内
6～10人
（法人一括採用）

あなたの力を試してみませんか？
向上心のある方、大歓迎します！

障 21
障害者支援施設
ハピネスさつま

〒675-0301
加古川市志方町大沢
847-35

社会福祉法人　博由社 障害者支援施設 中西昭仁 079-453-1177 079-453-1188 要相談 5日以内
6～10人
（法人一括採用）

あなたの力を試してみませんか？
向上心のある方、大歓迎します！

障 22
生活介護事業所
加古川市立つつじ園

〒675-0057
加古川市東神吉町神吉1845-16

社会福祉法人　博由社 生活介護 石塚三智子 079-431-8021 079-431-9913 要相談 5日以内
6～10人
（法人一括採用）

あなたの力を試してみませんか？
向上心のある方、大歓迎します！

障 23
生活介護事業所
アシストⅠ

〒673-0881
明石市天文町1丁目4-11

社会福祉法人　博由社 生活介護 大西恭正 078-912-8377 078-912-8388 要相談 5日以内
6～10人
（法人一括採用）

あなたの力を試してみませんか？
向上心のある方、大歓迎します！

障 24
生活介護事業所
アシストこうなん

〒658-0012
神戸市東灘区本庄1丁目8-13

社会福祉法人　博由社 生活介護 松森俊二 078-411-3660 078-411-3670 要相談 5日以内
6～10人
（法人一括採用）

あなたの力を試してみませんか？
向上心のある方、大歓迎します！

障 25 いかり共同作業所
〒652-0822
神戸市兵庫区西出町1-2-13

社会福祉法人　いかり 就労継続Ｂ型・生活介護 山本　珠津子 078-651-1902 078-651-7802 要相談 ５日以内 未定

障 26
とよおか作業所
郷・とーぷ

〒668-0027
豊岡市若松町3-14

社会福祉法人　とよおか福祉会 就労支援継続Ｂ型 小林弘典 0796-24-1570 0796-24-8643 要相談 5日 4人 駐車場有、豊岡駅から徒歩５分程度

障 27
とよおか作業所
愛・とーぷ

〒668-0011
豊岡市上陰164

社会福祉法人　とよおか福祉会
生活介護
就労移行支援

北村寿英 0796-24-8877 0796-24-8878 要相談 5日 5人 駐車場有、豊岡駅から徒歩５分程度

障 28
とよおか作業所
なかよし園

〒669-6221
豊岡市竹野町須谷1466-1

社会福祉法人　とよおか福祉会
就労支援継続Ｂ型

久田成人 0796-47-1949 0796-47-1959 要相談 5日 3人 駐車場有

障 29 春日育成苑
〒669-4132
丹波市春日町野村65-1

社会福祉法人　みつみ福祉会 障がい者支援施設 岡本　　健 0795-75-0366 0795-75-0377 4月～1月　要相談 5日 1人 ご連絡お待ちしています。

障 30 みつみ学苑
〒669-3141
丹波市山南町岩屋2004

社会福祉法人　みつみ福祉会 障がい者支援施設 山本　勇樹 0795-77-0094 0795-77-1981 4月～1月　要相談 5日 1人 ご連絡お待ちしています。

障 31 ヨハネ寮
〒654-0015
神戸市須磨区奥山畑町2番地

社会福祉法人　ヨハネ会 救護施設 前嶋　弘 078-731-6535 078-731-6516 要相談 ５日間 ３人以上
資格のない方も歓迎します。経験がなく
ても丁寧にお伝えします

障 32 ヨハネ小規模作業所
〒654-0015
神戸市須磨区奥山畑町2番地

社会福祉法人　ヨハネ会 就労継続支援Ｂ型 石田　顕也 078-731-6588 078-731-6588 要相談 ３日間 ３人以上 資格のない方も歓迎します

障 33
障害者デイセンター
ラポートたるみ

〒655-0006
神戸市垂水区本多聞7丁目2番地

社会福祉法人　ヨハネ会 生活介護事業所 永井照行 078-787-5708 078-786-0205 要相談 ３日間 ３人以上 資格のない方も歓迎します

障 34
デイケアラポート
たるみ

〒655-0006
神戸市垂水区本多聞7丁目2番地

社会福祉法人　ヨハネ会 生活介護事業所 永井照行 078-787-5708 078-786-0205 要相談 ３日間 ３人以上 資格のない方も歓迎します

障 35
神戸市自立センター
たるみ

〒655-0006
神戸市垂水区本多聞7丁目2番地

社会福祉法人　ヨハネ会 生活介護事業所 北谷晋也 078-787-5708 078-786-0205 随時 ５日間 ３人以上

知的障がいの方の生活面における全般の支援を
行っています。経験がなくても丁寧にお伝えします
ので、興味・関心がある方は体験学習にお越しくだ
さい。

障 36 ヨゼフ寮
〒651-1622
神戸市北区淡河町神田382-27

社会福祉法人　ヨハネ会 障害者支援施設 松原昌昭 078-958-0109 078-958-0110 要相談 ３日間 ３人以上 資格のない方も歓迎します
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施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

障 37
地域活動支援センター
ヨハネ

〒654-0015
神戸市須磨区奥山畑町2番地

社会福祉法人　ヨハネ会
地域活動支援ｾﾝﾀｰ
(センター型）

三木康義 078-737-6936 078-735-2078 不可 *** ３人以上

障 38 地域活動支援センター長田
〒653-0845
神戸市長田区戸崎通2丁目8-3

社会福祉法人　ヨハネ会
地域活動支援ｾﾝﾀｰ
(センター型）

三木康義 078-642-7191 078-642-7291 不可 *** ３人以上

障 39
たるみ
障害者地域生活支援センター

〒655-0006
神戸市垂水区本多聞7丁目2番地

社会福祉法人　ヨハネ会 地域生活支援事業 北谷晋也 078-787-5708 078-786-0205 不可 *** ３人以上

障 40
いたやど
障害者地域生活支援センター

〒654-0023
神戸市須磨区戎町3丁目5-1

社会福祉法人　ヨハネ会 地域生活支援事業 池田直美 078-731-5277 078-731-5288 不可 *** ３人以上

障 41 なかよし工房
〒659-0021
芦屋市春日町3-2

社会福祉法人
芦屋なかよし福祉会

障害者支援施設
（就労継続支援B型）

髙橋　浄江 　0797-31-0202 　0797-31-0202 　要相談 　５日 　１人
資格の有無は問いません。物作りに興
味のある方歓迎します。

障 42
障害者支援施設
あゆみの里

〒651-2321
神戸市西区神出町宝勢字辻堂西
858-1

社会福祉法人　神戸あゆみの会
施設入所
生活介護
短期入所

田中美佐紀 078-965-2360 078-965-3180 要相談 １日～５日 若干名
・最寄のバス停まで送迎いたします。
・資格のない方でも大歓迎です。

障 43
障害福祉サービス事業所
なごみの里

〒651-2321
神戸市西区神出町宝勢字辻堂西
859-1

社会福祉法人　神戸あゆみの会
生活介護
短期入所

黒井 篤志 078-965-0137 078-965-3811 要相談 １日～５日 若干名
・最寄のバス停まで送迎いたします。
・資格のない方でも大歓迎です。

障 44 救護施設　南光園
〒679-5222
佐用郡佐用町西下野880番地

社会福祉法人
南光社会福祉事業協会

生活保護施設 八木信昭 0790-77-0236 0790-77-0715 要相談 5日 0 最寄の駅迄お迎えいたします。

障 45
障害者支援施設
シャイン

佐用郡佐用町林崎662-10 社会福祉法人　平成福祉会 障害者支援施設 早川　良季 0790-78-1270 0790-78-1277 要相談 1～5日　要相談 2人
・最寄駅（播磨徳久）から徒歩10分
・資格のない方でもお気軽にお申込み
下さい

障 46
障害者支援施設
あすかの家

〒671-1511
揖保郡太子町太田2330

社会福祉法人　あすか会 障害者支援施設 平野　あゆみ 079-275-2281 079-277-2049 要相談 5日 3人
温かく楽しい支援を目指しています。障
がいが重たくても温かく受け入れて下さ
る方、大歓迎です。

障 47 障害者支援施設二郎苑
〒651-1311
神戸市北区有野町二郎字篭谷
898番10

社会福祉法人　緑水会
障害者支援施設
生活介護

藤原　洋平 078-981-8261 078-981-8216
5～6月、10月
※要相談

2～3日
※要相談

3人
・資格のない方でも大歓迎　　　　　　　・最寄り
の駅（神鉄二郎苑）から徒歩10分

障 48 救護施設 のぞみの家 神戸市西区曙町1070
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

救護施設 宮脇　崇彰 078-927-2727 078-925-9275 11月まで 5日上限 若干名 夢と潤いのある生活を目指して

障 49
兵庫県立
総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
職業能力開発施設

神戸市西区曙町1070
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

就労移行支援事業等 今中　隆洋 078-927-2727 078-925-9223 要相談 5日 未定
就労アセスメント等に特化した実習にな
ります。受入については、要相談。

障 50
多機能型事業所
あけぼのの家

神戸市西区曙町1070
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

多機能型事業所
（就労移行・就労継続Ｂ型）

本荘保義　品川幸子 078-927-2727 078-925-9228 要相談 ５日 若干名でも可
障がいのある方々の『働く』を応援してい
る事業所です。

障 51
障害者支援施設
自立生活訓練センター

神戸市西区曙町1070
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 古賀　功一 078-927-2727 078-925-9229 要相談 ５日 若干名
社会復帰を目指し、ニーズに合わせた
自立訓練を支援しています。

障 52
障害者支援施設
小野起生園

小野市新部町１丁通1320
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 川西　良明

（支援課）
0794-66-6121
（総務課）
0794-66-4570

（支援課）
0794-66-6158
（総務課）
0794-66-6156

７月～ ３日 未定
自立生活の創造、介護から就労までの
総合的な支援を展開する施設です。

障 53
多機能型事業所
小野福祉工場

小野市新部町１丁通1320
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

多機能型事業所
（就労継続支援Ａ型・Ｂ型）

横山　智也

（作業課）
0794-66-6561
（総務課）
0794-66-4570

（作業課）
0794-66-6562
（総務課）
0794-66-6156

７月～ ３日 未定
当施設は、障害者の就労の場として
サービス提供をさせていただいていま
す。

障 54
障害者支援施設
出石精和園成人寮

豊岡市出石町荒木1300
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 山科　智恵美 0796-52-4811 0796-52-4856 7月～11月 5日 6人
資格がなくても歓迎です。はじめの一歩
でお待ちしてます。



障害者施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

障 55
障害者入所施設
出石精和園
第２成人寮成人寮

豊岡市出石町宮内1031
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 冨和　知行 0796-52-3438 0796-52-3439 4月～12月 最大3日 若干名
一緒に「ゆっくり・ゆったり・思い出作り」
をしませんか？

障 56
障害者支援施設
五色精光園成人寮

洲本市五色町広石北847
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 大道　智子 0799-35-0231 0799-35-0844 要相談 5日 3人 あなたの思いやりを仕事に！！

障 57
障害者支援施設
丹南精明園

篠山市西古佐700
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 鰀目　とし子 079-594-2298 079-594-2271 要相談 ５日 若干名 楽しく学びましょう。

障 58
障害者支援施設
三木精愛園

三木市緑が丘町本町2丁目3
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

障害者支援施設 山本　浩文 0794-85-8791 0794-85-5420 要相談 ５日 ３人 資格のない方でも大歓迎です。

障 59
多機能型事業所
ひまわりの森

美方郡香美町香住区森37
社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団

多機能型事業所
(生活介護・就労継続支援B型)

山﨑　康行 0796-36-4915 0796-20-3008 5月～11月 5日以内 若干名
受託作業の他、ぱん店舗及び移動販売
に利用者が従事しています。

障 60 多機能型御影倶楽部 神戸市東灘区御影本町3-9-8 社会福祉法人　木の芽福祉会
就労継続支援B型
就労移行支援

矢口雅也 078-843-0567 078-843-0598 要相談 5日 未定

障 61 一体型咲くら工房 神戸市東灘区住吉東町1-7-35 社会福祉法人　木の芽福祉会
就労継続支援B型
就労継続支援B型

葛目昌子 078-856-6473 078-856-6474 要相談 5日 未定

障 62 ひらめの家 神戸市灘区篠原南町4-1-6 社会福祉法人　木の芽福祉会 就労継続支援B型 中村好孝 078-881-1940 078-220-7564 要相談 5日 未定

障 63 わかば 神戸市東灘区御影本町3-9-8 社会福祉法人　木の芽福祉会 地域活動支援センター 松田里佳子 078-822-9330 078-843-0593 要相談 5日 未定

障 64 あんず 神戸市灘区備後町2-1-24-101 社会福祉法人　木の芽福祉会 地域活動支援センター 熊野いく子 078-841-7097 078-201-1958 要相談 5日 未定

障 65 ケアチームサフラン
〒663-8204
西宮市高松町17-2

(有)サフラン 居宅介護・移動支援・重度訪問 加藤直人 0798-65-5282 0798-65-5153 28年4月～29年1月 1～5日 10人
楽しい仕事ですので是非体験してみてく
ださい！

障 66 ラッポラ
〒663-8032
西宮市高木西町23-5-1

(有)サフラン 生活介護 横山由希子 0798-65-5282 0798-65-5153 28年4月～29年1月 1～5日 3人
2016年4月から新しく開設のデイサービ
スです。

障 67
就労継続支援B型事業所
多夢の森

神戸市垂水区南多聞台4-4-50 社会福祉法人　みかり会 就労支援事業 小松　優作 078-787-0937 078-787-0936 要相談 要相談 未定

障 68
心の森児童発達支援・放課後
等デイサービス

神戸市垂水区清水が丘3丁目
1-16

社会福祉法人　みかり会 児童発達支援 樋口　宏美 078-787-3500 078-787-3510 要相談 要相談 未定

障 69
障害者支援施設
いちょう園

〒679-5301
佐用郡佐用町佐用1506

社会福祉法人　佐用福祉会 障害者支援施設 山根智世 0790-82-0003 0790-82-2877 要相談 ３日 ３人

障 70 長田むつみ会
〒653-0844
神戸市長田区西代通1-1-5

社会福祉法人　ながたひろば 就労継続支援B型事業所 岡坂紗和子 078-611-2246 078-647-8262 要相談 5日 1人
精神障害の方が中心に利用されている
通所施設です

障 71
CHIAKIほおずき
姫路辻井

姫路市辻井1丁目2番32号 有限会社　ほおずき 障害福祉サービス生活介護 井上　忠勝 079-243-2112 079-243-2113 随時 5日以内 1人
資格のない方でも大丈夫です。
楽しく体験頂けます。

障 72 協同の苑さつき 伊丹市中野北2-11-22 社会福祉法人　協同の苑 生活介護 大田　晋平 072-781-0340 072-781-0372 ご相談ください 1日から 2人



障害者施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
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障 73 協同の苑くすのき 伊丹市中野北2-11-22 社会福祉法人　協同の苑 就労継続支援Ｂ型 立野　普巳子 071-779-5353 072-779-4188 ご相談ください 1日から 2人

障 74
障害者支援施設
ナーシングピア加西

〒675-2401
加西市国正町1402-1

社会福祉法人　円融会 障害者支援施設 冨士原　充 0790-45-0688 0790-45-0768 要相談 1～5日 5人
資格・経験・年齢関係ありません。やる
気さえあれば大歓迎です。

生活介護

就労継続支援B型

障 76 リバティ神戸
〒651-2124
神戸市西区伊川谷潤和2-2

社会福祉法人　祉友会 障害者支援施設 安達　高志 078-997-2271 078-997-2272 要相談 ３日 ３人 資格のない方でも大歓迎です。

障 77 ななくさ育成園
〒651-1412
西宮市山口町下山口1650-36

社会福祉法人　阪神福祉事業団 障害者支援施設 林野　忍 078-903-1663 078-903-5793 7月 10月～12月 5日間 法人全体２０名程度
福祉の現場が初めての方、資格の無い
方も大歓迎です。

障 78 ななくさ新生園
〒651-1412
西宮市山口町下山口1650-35

社会福祉法人　阪神福祉事業団 障害者支援施設 若松　洋一 078-903-1613 078-903-1753 7月 10月～12月 5日間 法人全体２０名程度
福祉の現場が初めての方、資格の無い
方も大歓迎です。

障 79 ななくさ清光園
〒663-8001
西宮市田近野町8-1

社会福祉法人　阪神福祉事業団 障害者支援施設 姫田　民也 0798-56-1700 0795-56-1701 7月 10月～12月 5日間 法人全体２０名程度
福祉の現場が初めての方、資格の無い
方も大歓迎です。

障 80 ななくさ厚生院
〒651-1412
西宮市山口町下山口1650-36

社会福祉法人　阪神福祉事業団 救護施設 勝村　毅彦 078-903-1664 078-903-1751 6月～7月 10月～12月 5日間 法人全体２０名程度
福祉の現場が初めての方、資格の無い
方も大歓迎です。

障 81
就労継続支援Ｂ型
つとポート

〒663-8231
西宮市津門西口町7-3

社会福祉法人　新生会 就労継続支援Ｂ型 村上　準子 0798-31-0530 0798-31-0531 要相談 ５日
H.24.11開所の若い利用者さんの多い事
業所です。

障 82
就労継続支援Ｂ型
新生会作業所

〒662-0913
西宮市染殿町2-11

社会福祉法人　新生会 就労継続支援Ｂ型 山本　典子 0798-34-0356 0798-34-0356 要相談 ５日 ２名
ＤＭ発送作業、印刷、製菓、芝などの作
業メニューがあります。

障 83 ワークプラザ宝塚 宝塚市口谷東3丁目28
社会福祉法人
宝塚さざんか福祉会

多機能型
生活介護・就労移行
就労継続（Ｂ）型

趙　鏞光 0797-89-8733 0797-89-878-67 要相談 5日以内 未定

障 84 けやきの里 宝塚市安倉西4丁目1番1号
社会福祉法人
宝塚さざんか福祉会

生活介護 野口　能史 0797-81-9161 0797-81-9162 要相談 5日以内 未定

障 85 めふプラザ 宝塚市売布東の町12番17号
社会福祉法人
宝塚さざんか福祉会

生活介護 堀　京子 0797-85-3868 0797-87-8299 要相談 5日以内 未定

障 86 かしの木工房こはま 宝塚市小浜4丁目1－27
社会福祉法人
宝塚さざんか福祉会

多機能型
生活介護
就労継続（Ｂ）型

橋本　悟 0797-85-5171 0797-85-5172 要相談 5日以内 未定

障 87 宝塚さざんかの家 宝塚市安倉西3丁目1番5号
社会福祉法人
宝塚さざんか福祉会

生活介護 大西　理恵子 0797-84-8700　 0797-81-5265 要相談 5日以内 未定

障 88 いきいき宝夢 宝塚市口谷東3丁目30
社会福祉法人
宝塚さざんか福祉会

施設入所
生活介護

大谷　武志 0797-89-8770 0797-82-2660 随時（土日受入可能） 5日以内 未定

障 89 ひびきdeほっと
〒671-0218
姫路市飾東町庄227

社会福祉法人　ひびき福祉会
就労継続支援B型
生活介護

福田純平 079-252-8488 079-240-8038 要相談 要相談 未定 ・資格の無い方でも大歓迎

障 90 ささやま通園センター
〒669-2300
篠山市沢田120番地3

社会福祉法人　わかたけ福祉会 生活介護 藤井正人 079-552-2909 079-552-2909 要相談 5日 3人 ・資格のない方でも大歓迎です。

社会福祉法人　宍粟福祉会障 75 さつき園 宍粟市山崎町五十波390-1
仕事と余暇活動が共存しています。
利用者さんはとても明るいです。

坂上　朋美 0790-62-6882 6790-62-6918 通年（用相談） ５日 １人
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障 91 ふれあいセンター
〒669-2314
篠山市東沢田240番地1

社会福祉法人　わかたけ福祉会
就労継続Ｂ型
生活介護

杉原一信 079-554-1566 079-554-1165 要相談 5日 ３人 ・資格のない方でも大歓迎です。

障 92 姫路暁乃里 姫路市的形町的形3558 社会福祉法人　五倫会 障害者支援施設 森本　隆義 079-247-9797 079-247-9898 要相談 ３日 １人
未経験者、資格のない方でも大歓迎で
す。やる気、向上心のある方お待ちして
います。

障 93 太陽の郷 姫路市的形町的形3564 社会福祉法人　五倫会
多機能（生活介護・就労継続
支援B型）

村上　弘晃 079-247-8855 079-247-8866 要相談 ３日 ２人
障害をもつ人の仕事、生活を楽しく体験
してください。

障 94 チャレンジ
姫路市大塩町1977-8
ﾇｰﾍﾞﾙﾊﾞｰｸﾞNADA502号

社会福祉法人　五倫会 共同生活援助 綿野　秀美 079-247-9797 079-247-9898 要相談 ３日 １人
人の話を聞くことが好きな方、料理が好
きな方大歓迎！

障 95 しんわ尼崎作業所 尼崎市大庄中通2-23-2 一般社団法人　福祉心話会
就労継続支援B型
生活訓練（自立訓練）

藤本 06-6419-4367 06-6419-4368 随時 5日 6名
研修制度あり未経験者歓迎。事業所拡
張により随時募集しております。

障 96 しんわ出屋敷支所 尼崎市竹谷町1-16 一般社団法人　福祉心話会
就労継続支援B型
生活介護

藤本 06-6419-4367 06-6419-4368 随時 5日 6名
研修制度あり未経験者歓迎。事業所拡
張により随時募集しております。

障 97 しんわ伊丹支所 伊丹市西台2-4-14 一般社団法人　福祉心話会 就労継続支援B型 藤本 06-6419-4367 06-6419-4368 随時 5日 6名
研修制度あり未経験者歓迎。事業所拡
張により随時募集しております。

障 98
障害者支援施設
愛光園

姫路市打越1100番地
社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

施設入所・生活介護
短期入所・就労継続B型
（通所)就労B型

菅谷　典彦 079－266-6900 079－266-1340 要相談 要相談 未定 明るく元気で楽しい職場です。

障 99
障害者支援施設
三恵園

姫路市打越1340番地の30
社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

施設入所・生活介護
短期入所・日中短期 竹内　琢磨 079－267-1800 079－267-1108 要相談 要相談 未定

障 100
障害福祉サービス事業所
陽光園

姫路市打越530番地の24
社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

生活介護
大前　貴志 079-267-1400 079-267-1440 要相談 要相談 未定

明るい環境で作業や余暇活動に取り組
んでいます。

障 101
障害者支援施設三愛園
障害福祉サービス事業
三愛園

姫路市打越1340番地の6
社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

施設入所・生活介護
短期入所・日中短期
タイムケア

松下薫 079-266-0800 079-266-7033 要相談 要相談 未定
であい、ふれあい、ささえあいを大切に
しています。

障 102
障害福祉サービス事業所
ひかり館

姫路市打越530番地の17
社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

就労移行・就労継続B
生活介護

吉井　千恵 079-268-3500 079-268-3388 要相談 要相談 未定 就労支援を行っています。

障 103 ぽぽデイ名塩駅前
〒669-1134
西宮市名塩新町5021-11

社会福祉法人　ほっとスマイル 障害児通所支援 村林　俊幸 0797-62-0705 0797-62-0705 7月～１月 ５日 １人
子どもの個性を認め、よりよい療育を目
指して頑張っています。

障 104 ぽぽデイ東山台
〒669-1133
西宮市東山台1丁目11-1

社会福祉法人　ほっとスマイル 障害児通所支援 木田　由紀子 0797-62-1165 0797-62-1165 7月～１月 ５日 １人
子どもの個性を認め、よりよい療育を目
指して頑張っています。

障 105
障害者支援施設
希望の郷

加西市野条町86-93 社会福祉法人　ゆたか会 障害者支援施設 細川　健司 0790-48-2521 0790-48-4222 相談の上 5日 10人 親切。丁寧に指導します

障 106
姫路市立広畑障害者
デイサービスセンター

〒6711116
姫路市広畑区正門通3丁目
2番地2

社会福祉法人
姫路市社会福祉事業団

障害福祉サービス
生活介護

土屋　敦 079-239-1888 079-239-1898 H28年7月～随時 応相談 未定
利用者と一緒にレクリエーションを楽し
みながら、職場を体験してください！

障 107 塚口福成園
〒661-0001
尼崎市塚口本町6-12-15

社会福祉法人　福成会
多機能型(生活介護・就労継
続支援B型)

髙木　文樺 06-6427-2921 06-6427-2923 要相談 5日 未定
利用者もスタッフも元気いっぱい！オー
プンな雰囲気の明るい事業所です。

障 108
ホーム武庫の里
セントラル

複数地
(要相談)

社会福祉法人　福成会 共同生活援助事業 中村　香織 06-4950-0244 06-4950-0245
15:00～22:00
(相談可)

5日 未定
日中とは違った利用者さんの様子を実
習で体験してみませんか



障害者施設（平成２８年度福祉体験学習事業受入事業所）
施設・事業所名 所在地 開設団体名 ｻｰﾋﾞｽ(施設)種別 受入先の担当者名 連絡先TEL 連絡先FAX 受入可能時期 体験日数(5日上限) H29.4.1までの求人予定数 施設・事業所からの一言ＰＲ届出No

障 109 チャレンジ・コヤリバ
〒661-0021
尼崎市名神町2-1-12

社会福祉法人　福成会
自立訓練
就労移行支援
就労継続B型

筒井　清文 06-4961-5558 06-4961-5535 H28.7.1～ 5日 未定
利用者の就労、生活自立に向けて、職
員一丸となって笑顔あふれる支援を行っ
ています。

障 110 サポートセンターまつば
〒660-0805
尼崎市西長洲町3-3-6

社会福祉法人　福成会 生活介護事業 太田　文一 06-6481-7959 06-6481-7794 要相談 要相談 未定
障害者支援施設の明るい雰囲気をご覧
ください。

障 111 あいあい
〒660-0814
尼崎市杭瀬本町3-5-17

社会福祉法人　福成会 生活介護事業 浅井　瞳 06-6481-9815 06-6481-9816 要相談 5日 未定
「おもてなしの心」を大事にしている事業
所です。笑顔であふれ、楽しい雰囲気の
あいあいを見に来てください。

障 112 杭瀬福成園
〒660-0814
尼崎市杭瀬本町3-5-17

社会福祉法人　福成会 生活介護事業
野村　充洋
堀本　美穂

06-6481-9797 06-6481-9737 要相談 5日 未定
利用者、スタッフ笑顔あふれる事業所で
す。皆様の来所をお待ちしております！

障 113 清流園
〒661-0047
尼崎市西昆陽3-39-1

社会福祉法人　福成会 生活介護事業
笠井　喜世志
西尾　舞佳

06-6438-4721 06-6438-4753 12月～2月 5日 未定
利用者さんも職員も毎日楽しく過ごして
います。作業やレク等様々な活動をして
います。

障 114 名神あけぼの園
〒663-8243
西宮市津門大箇町2-13

社会福祉法人
西宮市社会福祉事業団

就労継続支援Ｂ型
就労移行支援

橋本邦子・四井富美子 0798-22-3597 0798-22-3330 ７月１日〜 3日間 若干名
資格をお持ちでない方も大丈夫です。職人の
ように作業に打ち込む利用者の方が休憩の
時に見せる笑顔を見てください。

障 115
障害者自立支援施設
いずみ園

〒662-0913
西宮市染殿町8-17

社会福祉法人
西宮市社会福祉事業団

生活介護 中島　薫 0798-34-3333 0798-34-4911 要相談 要相談 3人
資格をお持ちでない方も大丈夫です。但
し、一般の方限定です。

障 116 ライフセンター神戸
〒651-2301
神戸市西区神出町勝成字野口
16番地8

社会福祉法人　あおぞら 障害者支援施設 藤澤典隆 078-965-3883 078-965-3885
盆前後、年末年
始、年度末、他実
習と重なる日を除く

1～5日 2人
知的障害者への生涯にわたる支援で
す。

障 117 三田療護園 三田市東本庄1188番地 社会福祉法人　枚方療育園 障害者支援施設 荒木　隆男 079-568-2588 079-568-1185 平成28年9月1～30日 5日 その気持ちを応援します。

障 118
障害者生活介護事業所
たまも園

神戸市長田区細田町5-2-6 社会福祉法人　くすのき会 障害者生活介護施設 山口　智子 (078)647-6223 (078)647-6224 要相談 ５日 ２名 資格のない方でも大歓迎です。

障 119
西はりま
リハビリテーションセンター

たつの市誉田町福田780-3 社会福祉法人　円勝会 障害者支援施設 藤田　聡 0791-63-2700 0791-62-0463 10～1月 5日 2人

障 120 ドリーム甲子園 西宮市枝川町17-41 社会福祉法人　円勝会 多機能型障害者施設 當銘　翼　　　 0798-42-6510 0798-42-6511 随時 5日 5人
障がいをもった方が地域で
生き生きと生活することを
目指しています。


