
 

株式会社日本生活介護 年度別評価実績（〜2019） 

 

令和元年度 

障害 
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会 こすもす福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人あだちの里 北ホーム 共同生活援助 

 西ホーム 共同生活援助 

 東ホーム 共同生活援助 

 足立区大谷田グループホーム 共同生活援助 

 竹の塚福祉園 生活介護 

 谷在家福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 A 型／

就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人あゆみ 来夢 就労継続支援 B 型 

 第二あゆみ福祉センター 就労継続支援 B 型 

 ワーク・スペース・ポピー 就労継続支援 B 型 

 あゆみ福祉センター 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人稲城市社会福祉協議会 社会福祉法人稲城市社会福祉協議会エイトピア工

房 

就労継続支援 B 型 

 社会福祉法人稲城市社会福祉協議会通所訓練室 生活介護 

社会福祉法人ウィズ 生活介護事業なないろ・就労継続支援事業 B 型なな

いろ 

多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人嬉泉 めばえ学園 児童発達支援センター 

 おおらか学園 生活介護 

社会福祉法人晴山会 すみだ晴山苑クルン 生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）） 

 すみだ晴山苑キララ 放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障

害児または肢体不自由児） 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団 東京都七生福祉園 障害者支援施設（生活介護／生活訓練／就労移行支

援／施設入所支援） 

 東京都七生福祉園 障害短期入所 

 東京都七生福祉園 障害短期入所 

 東京都七生福祉園 福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 

社会福祉法人窓の陽 荒川愛恵苑・ワークハウス荒川 多機能型事業所（生活訓練／宿泊型自立訓練／就労

継続支援 B 型） 

社会福祉法人睦月会 西東京市生活介護事業所くろーばー 生活介護 

社会福祉法人あすはの会   障害者就労プラザあいあい 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

 みしょう 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人泉会 グループホームのぞみ 共同生活援助 

 就労日の出舎 就労継続支援 B 型 

 日の出舎 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 日の出舎 障害短期入所 

社会福祉法人調布市社会福祉事業団 調布市デイセンターまなびや 生活介護 

社会福祉法人東京緑新会 多摩療護園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 多摩療護園 障害短期入所 

社会福祉法人南東北福祉事業団 障害者支援施設江古田の森 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 ショートステイやまゆり 障害短期入所 

 障害者支援施設江古田の森 障害短期入所 

社会福祉法人ひふみ会 障害福祉サービス事業所愛光 生活介護 

社会福祉法人恵の園 あけぼのホーム 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人もくば会 八王子療護園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 八王子療護園 障害短期入所 

社会福祉法人ゆいのもり福祉協会 太陽と風 共同生活援助 

社会福祉法人敬天会  水明苑 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人山彦会 やまびこ三原荘 共同生活援助 

社会福祉法人調布市社会福祉事業団 調布市子ども発達センター通園事業 児童発達支援 

一般社団法人にじ にじ練馬 就労移行支援 

一般社団法人日本福祉支援振興会 ファーストゲート 就労移行支援 

特定非営利活動法人あだち 江北ひまわり作業所 生活介護 

 千住ひまわり作業所 生活介護 

 東六月町ひまわり作業所 生活介護 

特定非営利活動法人アドボケイト会 リトルハウス 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人地球船クラブ エコミラ江東 就労継続支援 A 型 

特定非営利活動法人練馬区障害者事業所 こぶし事業所 就労継続支援 A 型 

特定非営利活動法人けやき精神保健福祉会 けやき亭 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカ

バリー 

クラブハウス IPS 共同生活援助 

特定非営利活動法人東京福祉協議会 グループホーム石神井台 共同生活援助 

 グループホーム平和台 共同生活援助 

 グループホーム中野南台 共同生活援助 

特定非営利活動法人南風 ケアホームはな花 共同生活援助 

特定非営利活動法人ラルゴ 工房ラルゴ 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人リトルポケット あとりえふぁんとむ 就労継続支援 B 型 

株式会社 Location of smile Location of smile short stay 障害短期入所 



高齢者 
社会福祉法人立川市社会福祉協議会  立川市社会福祉協議会ホームヘルプサービス 訪問介護 

 立川市社会福祉協議会デイサービスセンター 通所介護（デイサービス） 

社会福祉法人福翠会 特別養護老人ホーム板橋の里英智園 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人月峰会 杏林荘 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人博泉会 高幡台老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人みたか福祉会 グループホームふぁみりあ 認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人ほうえい会 グループホームともだ 認知症対応型共同生活介護 

特定非営利活動法人暖家  グループホームとくら 認知症対応型共同生活介護 

株式会社ファーストリバーメディカルコンサル

ティング 

ファーストリビング町田三輪 認知症対応型共同生活介護 

日本赤十字社 日本赤十字社総合福祉センター 高齢者グループ

ホームレクロス広尾 

認知症対応型共同生活介護 

子ども・女性・生活 
社会福祉法人砂町友愛園  砂町友愛園養護部 児童養護施設 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団  東京都勝山学園 児童養護施設 

 東京都片瀬学園 児童養護施設 

 東京都石神井学園 児童養護施設 

練馬区 西大泉保育園 認可保育所 

 豊玉保育園 認可保育所 

 豊玉第四保育園 認可保育所 

 桜台第二保育園 認可保育所 

 早宮保育園 認可保育所 

 光が丘第十保育園 認可保育所 

 練馬保育園 認可保育所 

 下石神井第三保育園 認可保育所 

 旭町保育園 認可保育所 

 土支田保育園 認可保育所 

 光が丘第四保育園 認可保育所 

 豊玉第二保育園 認可保育所 

 北町保育園 認可保育所 

 北大泉保育園 認可保育所 

 栄町保育園 認可保育所 

 田柄第二保育園 認可保育所 

 貫井第二保育園 認可保育所 

 東大泉保育園 認可保育所 

港区 港南四丁目保育室 認可保育所 

 高輪保育園 認可保育所 

 芝保育園 認可保育所 

 西麻布保育園 認可保育所 

文京区 駒込保育園 認可保育所 

 本郷保育園 認可保育所 

 本駒込保育園 認可保育所 

 千石西保育園 認可保育所 

 本駒込西保育園 認可保育所 

 目白台保育園 認可保育所 

社会福祉法人ゆずの木 キッド・ステイ世田谷南保育園 認可保育所 

社会福祉法人法人同胞援護婦人聯盟 リフレここのえ 母子生活支援施設 

社会福祉法人愛の家 愛の家ファミリーホーム 母子生活支援施設 

社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉

事業団  

のぞみ荘 母子生活支援施設 

有料老人ホーム 

ハートフルケア カーサプラチナ日吉 有料老人ホーム 

伊豆ヘルスケア 伊豆ヘルスケアマンション 有料老人ホーム 

株式会社クラーチ クラーチ・ファミリア宮前 有料老人ホーム 

大和ハウスサポート もみの樹 渋谷渋谷 有料老人ホーム 

 ネオサミット湯河原 有料老人ホーム 

センチュリーライフ センチュリーハウス武蔵浦和 有料老人ホーム 

 センチュリーシティ大宮公園  

 センチュリーシティ北浦和  

 センチュリーシティ常盤台 有料老人ホーム 

 センチュリーシティ西千葉 有料老人ホーム 

利用者調査 

日本赤十字社 日本赤十字社総合福祉センター 特別養護老人ホ

ームレクロス広尾 

特別養護老人ホーム 

日本赤十字社 日本赤十字社総合福祉センター 障害者支援施設

レクロス広尾 

障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人聖母会 特別養護老人ホーム聖母ホーム 特別養護老人ホーム 

 養護老人ホーム聖母ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人睦月会 わかばの家 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 ケアホーム国立 共同生活援助 

社会福祉法人あいのわ福祉会 竹の塚あかしあの杜きずな 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 竹の塚あかしあの杜のぞみ 障害者支援施設（生活介護） 
 
 
 



平成３０年度 

障害 
学校法人日本社会事業大学 日本社会事業大学附属子ども学園 児童発達支援センター 

社会福祉法人あいのわ福祉会 ショートステイ谷中 短期入所 

 谷中ハウス 共同生活援助 

社会福祉法人あだちの里 希望の苑（通所） 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援Ｂ型） 

 希望の苑（入所） 障害者支援施設（生活介護／生活訓練／施設入所支

援） 

  短期入所 

社会福祉法人泉会 グループホームのぞみ 共同生活援助 

 就労日の出 就労継続支援Ｂ型 

 日の出舎 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人大泉旭出学園 板橋区立徳丸福祉園 就労継続支援Ｂ型 

  生活介護 

社会福祉法人金木星の会 ケアホーム金木星の郷 共同生活援助 

 金木星の郷 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  短期入所 

社会福祉法人小平市社会福祉協議会 小平市立あおぞら福祉センター 多機能型事業所（生活介護／機能訓練） 

 小平市立障害者福祉センター 児童発達支援事業 

  多機能型事業所（生活介護／機能訓練） 

社会福祉法人晴山会 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑 多機能事業所（生活介護／機能訓練／就労継続支援

B 型） 

  短期入所 

 飛鳥晴山苑放課後等デイサービスさくら 放課後等デイサービス 

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 東京都立東部療育センター 医療型児童発達支援センター 

  医療型障害児入所施設（旧重心児） 

社会福祉法人地の星 グループホームひかり 共同生活援助 

 多機能型ベロニカ苑 多機能型事業所（生活介護／就労移行支援／就労継

続支援 B 型） 

 短期入所のぞみ 短期入所 

 短期入所虹 短期入所 

社会福祉法人調布市社会福祉協議会  希望の家深大寺 生活介護 

 調布市希望の家 生活介護 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団 東京都七生福祉園 障害者支援施設（生活介護／生活訓練／就労移行支

援／施設入所支援） 

  短期入所（児童） 

  短期入所（成人） 

  福祉型障害児入所施設（旧知的） 

 東京都東村山福祉園 短期入所 

  福祉型障害児入所施設（旧知的） 

社会福祉法人東京緑新会 多摩療護園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  短期入所 

社会福祉法人同愛会 板橋区立加賀福祉園 就労継続支援Ｂ型 

  生活介護 

  福祉型児童発達支援センター 

社会福祉法人練馬山彦福祉会 山彦作業所 就労継続支援Ｂ型 

社会福祉法人槙の里 いすみ学園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

特定非営利活動法人おおぞら会 就労支援センターファンタジア 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人とぅもろう グループホームとぅもろう 共同生活援助 

特定非営利活動法人ほっとすぺーす 共同作業所ほっとすぺーす練馬 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人結の会 らいふ結 生活介護 

高齢者 
社会福祉法人安立園 安立園養護老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人月峰会 杏林荘 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人聖母会 特別養護老人ホーム聖母ホーム 特別養護老人ホーム 

 養護老人ホーム聖母ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人みたか福祉会 グループホームふぁみりあ 認知症対応型共同生活介護 

 ナースケアセンターふぁみりあ 看護小規模多機能型居宅介護 

子ども・女性・生活 
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 いこいの家 婦人保護施設 

 双葉園 児童養護施設 

 サンライズ万世 母子生活支援施設 

 サンライズ武蔵野 母子生活支援施設 

社会福祉法人嬉泉 宇奈根なごやか園 認可保育所 

 鎌田のびやか園 認可保育所 

 すこやか園 認可保育所 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団  東京都石神井学園 児童養護施設 

 東京都片瀬学園 児童養護施設 

 東京都勝山学園 児童養護施設 

社会福祉法人同胞援護婦人聯盟 リフレここのえ 母子生活支援施設 

港区 赤坂保育園 認可保育所 

 伊皿子坂保育園 認可保育所 

 桂坂保育室 認可保育所 

 こうなん保育園 認可保育所 



その他 

東京都 児童相談所一時保護所  

利用者調査 

社会福祉法人あいのわ福祉会 竹の塚あかしあの杜きずな 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 竹の塚あかしあの杜のぞみ 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人あだちの里 足立区大谷田グループホーム 共同生活援助（グループホーム） 

社会福祉法人ウィズ町田 なないろ 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援Ｂ型） 

社会福祉法人博泉会 高幡台老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人恵の園 あけぼのホーム 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

特定非営利活動法人あとむ 短期入所施設あとむ 短期入所 

 
 

平成２９年度 

障害 
社会福祉法人あすはの会   みしょう 多機能型事業所（生活介護／B 型） 

 障害者就労プラザあいあい 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

社会福祉法人あだちの里 綾瀬ひまわり園 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 A 型/就

労継続支援 B 型） 

 足立区大谷田グループホーム 共同生活援助（グループホーム） 

社会福祉法人嬉泉 板橋区立赤塚福祉園 就労継続支援 B 型 

  生活介護 

 袖ケ浦のびろ学園 福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設） 

 袖ケ浦ひかりの学園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人江戸川菜の花の会 江戸川かもめ第一事業所 就労継続支援 B 型 

 江戸川かもめ第二事業所 就労継続支援 B 型 

 とらいあんぐる 生活介護 

社会福祉法人金木星の会 金木星の郷 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援）） 

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 東京都立東部療育センター 医療型障害児入所施設（旧重症心身障害児施設） 

  医療型児童発達支援センター（主たる利用者が重症

心身障害児または肢体不自由児） 

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 就労支援事業所 就労継続支援 B 型 

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 ピアス 多機能型事業所（生活訓練／就労移行支援） 

社会福祉法人つぼみの家 町田ゆめ工房 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団  東京都東村山福祉園 福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 

  短期入所 

  生活介護 

 東京都七生福祉園 障害者支援施設（生活介護／生活訓練／就労移行支

援／施設入所支援） 

  福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 

  短期入所（成人） 

  短期入所（児童） 

 東京都八王子福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  短期入所 

社会福祉法人東京緑新会 多摩療護園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  短期入所 

社会福祉法人日本盲人職能開発センター 東京ワークショップ 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

社会福祉法人にりん草 おおやま福祉作業所 就労継続 B 型 

 まえの福祉作業所 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

 とくまる福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

 はすね福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人ネット 十二月（じゅうにつき） 就労継続支援 B 型 

 久米川共同作業所 就労継続支援 B 型 

 かりん 就労継続支援 B 型 

 仲間の家 就労継続支援 B 型 

社会福祉法人花水木の会 かすたねっと 多機能型事業所（就労継続支援 A 型／就労継続支

援 B 型） 

社会福祉法人窓の陽 ワークハウス荒川第 2 就労継続支援 B 型 

社会福祉法人万葉の里 国分寺市障害者センター 多機能型事業所（生活介護／生活訓練／機能訓練／

就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人みずき福祉会 八王子市障害者療育センター 生活介護 

社会福祉法人武蔵野 武蔵野市立みどりのこども館こども発達支援室ウ

ィズ 

児童発達支援事業 

社会福祉法人武蔵野会 練馬福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 小平福祉園 障害者支援施設（生活介護／就労継続支援 B 型／

施設入所支援）） 

 さくら学園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 希望の里 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

特定非営利活動法人 CES 八王子生活館 生活介護 

特定非営利活動法人ことり企画 十二社生活・就労研修センター 就労移行支援 

特定非営利活動法人暉望 グループ TOMO／色えんぴつ 就労継続支援 B 型 



特定非営利活動法人燦燦会 サンワーク田無 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人練馬区障害者福祉推進機構 すくらむ事業所 就労継続支援 A 型 

特定非営利活動法人ひまわり グループさんぽ 生活介護 

特定非営利活動法人福祉の家 作業所にしおぎ館 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人ミモザ 富士町作業所 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人やどかり いろりん 生活介護 

高齢者 
社会福祉法人キングス・ガーデン東京 練馬キングス・ガーデン 特別養護老人ホーム 

 東中野キングス・ガーデン 認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人月峰会 杏林荘 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人東京蒼生会 特別養護老人ホームさの 特別養護老人ホーム 

 足立区さのデイサービスセンター 通所介護（デイサービス） 

社会福祉法人福翠会 板橋の里 英智園 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人武蔵野会 西水元あやめ園 特別養護老人ホーム 

特定非営利活動法人暖家  グループホームとくら 認知症対応型共同生活介護 

株式会社ファーストリバーメディカルコンサル

ティング 

ファーストリビング町田三輪 認知症対応型共同生活介護 

子ども・女性・生活 
社会福祉法人愛の家 愛の家ファミリーホーム 母子生活支援施設 

社会福祉法人愛燐会 目黒若葉寮 児童養護施設 

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 サンライズ万世 母子生活支援施設 

 サンライズ武蔵野 母子生活支援施設 

 双葉園 児童養護施設 

 いこいの家 婦人保護施設 

社会福祉法人カリタスの園 カリタスの園つぼみの寮 乳児院 

社会福祉法人共生会 ふたばホーム 母子生活支援施設 

社会福祉法人厚生館 厚生館立花 母子生活支援施設 

社会福祉法人諸岳会 精舎児童学園 児童養護施設 

社会福祉法人天使園 今井城学園 児童養護施設 

社会福祉法人東京蒼生会 足立区立あすなろ大谷田 母子生活支援施設 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団  東京都石神井学園 児童養護施設 

 東京都勝山学園 児童養護施設 

 東京都片瀬学園 児童養護施設 

東京都 東京都立誠明学園 児童自立支援施設 

 東京都立萩山実務学校 児童自立支援施設 

社会福祉法人福音寮 福音寮 児童養護施設 

社会福祉法人蓮花苑 れんげ学園 児童養護施設 

社会福祉法人まりも会 くるめ園 救護施設 

利用者調査 

学校法人日本社会事業大学 日本社会事業大学附属子ども学園 児童発達支援センター 

社会福祉法人むくどり イクトスマイム 障害者支援施設（生活介護、施設入所支援） 

社会福祉法人安立園 安立園養護老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人恵の園 あけぼのホーム 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人博泉会 高幡台老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人ウィズ町田 なないろ 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援Ｂ型） 

社会福祉法人聖母会 聖母ホーム 特別養護老人ホーム 

 聖母ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人子供の家 あすなろ荘 自立援助ホーム 

 
 
平成２8 年度 

障害 
一般社団法人たまぷらねっと デイセンターたまぷらねっと”わ” 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人アドボケイト会 リトルハウス 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人けやき精神保健福祉会 けやき亭 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人さくら会 ゆめ工房さくら 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援Ｂ型） 

特定非営利活動法人地球船クラブ エコミラ江東 就労継続支援Ａ型 

特定非営利活動法人虹 風の谷プロジェクト 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人ハートフィールド たなし工房 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人ほっとすぺーす Ｈｏｔ ｊｏｂ 就労継続支援Ｂ型 

 ほっとすぺーす関町 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人ミモザ パッソ西東京 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人リトルポケット あとりえふぁんとむ 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人練馬区障害者事業所 こぶし事業所 就労継続支援Ａ型 

社会福祉法人愛隣会 目黒恵風寮 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人秋田県民生協会 阿仁かざはり苑 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 合川新生園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

 友生園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人あだちの里 西伊輿ひまわり園 生活介護 

 西新井ひまわり工房 生活介護 

 梅田ひまわり工房 生活介護 



社会福祉法人あゆみ あゆみ福祉センター 就労継続支援Ｂ型 

 来夢 就労継続支援Ｂ型 

社会福祉法人ウィズ町田 生活介護事業なないろ 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人嬉泉 おおらか学園 生活介護 

 子どもの生活研究所めばえ学園 児童発達支援センター 

 袖ケ浦のびろ学園 福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設） 

 袖ケ浦ひかりの学園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 東村山生活実習所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

 立川福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労移行支援／就労継

続支援Ｂ型） 

社会福祉法人狛江市社会福祉協議会 麦の穂 生活介護 

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 あけぼの学園 児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障

害児または肢体不自由児） 

 東京都立東部療育センター 医療型障害児入所施設（旧重症心身障害児施設） 

  医療型児童発達支援センター 

社会福祉法人東京愛育苑 東京愛育苑金町学園 福祉型障害児入所施設（旧ろうあ児施設） 

社会福祉法人東京都社会福祉事業団  東京都千葉福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  短期入所 

  福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 

 東京都東村山福祉園 福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 

  短期入所 

  生活介護 

 東京都八王子福祉園 短期入所 

  障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人東京緑新会 多摩療護園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  短期入所 

社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会 東京都視覚障害者生活支援センター 多機能型事業所（自立訓練（機能訓練）／就労移行

支援） 

社会福祉法人日本盲人職能開発センター 東京ワークショップ 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援Ｂ

型） 

社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 練馬区立かたくり福祉作業所 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

 練馬区立白百合福祉作業所 就労継続支援Ｂ型 

社会福祉法人光友会 ひかり作業所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人プシケおおた クッキングワーク街の駅 就労継続支援Ｂ型 

社会福祉法人武蔵野千川福祉会 ワークイン関前 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援Ｂ

型） 

 八幡作業所 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援Ｂ

型） 

社会福祉法人恵の園 あけぼのホーム 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人まりも会 小金井市障害者福祉センター 多機能型事業所（生活介護／自立訓練（機能訓練）） 

社会福祉法人黎明会 のぞみ作業所 就労継続支援Ｂ型 

 澄水園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

高齢者 
社会福祉法人安立園 安立園養護老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人至誠学舎東京 東京都板橋区立特別養護老人ホームみどりの苑 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人キングス・ガーデン東京 東中野キングス・ガーデン 認知症対応型共同生活介護 

 練馬キングス・ガーデン 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人寿真会 特別養護老人ホームらくえん深大寺 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 らくえん深大寺 短期入所生活介護 

社会福祉法人聖母会 グループホーム聖母 認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 立川市社会福祉協議会デイサービスセンター 通所介護（デイサービス） 

 立川市社会福祉協議会ホームヘルプサービス 訪問介護 

社会福祉法人月峰会 杏林荘 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人博泉会 高幡台老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人東の会 上高井戸大地の郷みたけ 認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

 やすらぎの園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 デイサービスやすらぎ 通所介護（デイサービス） 

子ども・女性・生活 
東京都 東京都立萩山実務学校 児童自立支援施設 

社会福祉法人愛燐会 目黒若葉寮 児童養護施設 

社会福祉法人諸岳会 精舎児童学園 児童養護施設 

社会福祉法人嬉泉 すこやか園 認可保育所 

 宇奈根なごやか園 認可保育所 

社会福祉法人救世軍社会事業団 救世軍機恵子寮 児童養護施設 

社会福祉法人共生会 ふたばホーム 母子生活支援施設 

社会福祉法人子供の家 あすなろ荘 児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 

社会福祉法人東京蒼生会 足立区立あすなろ大谷田 母子生活支援施設 



社会福祉法人東京都社会福祉事業団  東京都小山児童学園／東京都船形学園／東京都八

街学園 

児童養護施設 

社会福祉法人蓮花苑 れんげ学園 児童養護施設 

社会福祉法人福音寮 小さなおうち保育園 認可保育所 

 福音寮 児童養護施設 

社会福祉法人黎明会 あかつき 救護施設 

 黎明寮 救護施設 

利用者調査 

学校法人日本社会事業大学 日本社会事業大学附属子ども学園 児童発達支援センター 

社会福祉法人大泉旭出学園 大利根旭出福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人カリタスの園 カリタスの園つぼみの寮 乳児院 

社会福祉法人厚生館 厚生館立花 母子生活支援施設 

社会福祉法人聖母会 特別養護老人ホーム聖母ホーム 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 養護老人ホーム聖母ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人多摩済生医療団 多摩済生園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人みずき福祉会 八王子平和の家 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人むくどり イクトスマイム 障害者支援施設（生活介護、施設入所支援） 

 
 
平成２７年度 

障害 
社会福祉法人東京都社会福祉事業団 東京都千葉福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

    短期入所 

    福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設） 

  東京都八王子福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

    短期入所 

社会福祉法人江戸川菜の花の会 すみれ福祉作業所 就労継続支援 B 型 

  菜の花作業所 就労継続支援 B 型 

社会福祉法人大泉旭出学園 大利根旭出福祉園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 立川福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労移行支援/就労継

続支援 B 型） 

社会福祉法人嬉泉 袖ケ浦のびろ学園 福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設） 

  袖ケ浦ひかりの学園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

清瀬市 子どもの発達支援・交流センターとことこ 児童発達支援事業 

社会福祉法人江東楓の会 ワークセンターつばさ 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

社会福祉法人光友会 ひかり作業所 多機能型事業所（生活介護／就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 希望の家深大寺 生活介護 

  調布市希望の家 生活介護 

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 立川市社会福祉協議会生活介護支援事業所 生活介護 

社会福祉法人つくりっこの家 つくりっこの家クラブハウス 就労継続支援 B 型 

社会福祉法人東京緑新会 多摩療護園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

    短期入所 

社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会 東京都視覚障害者生活支援センター 多機能型事業所（自立訓練（機能訓練）/就労移行

支援） 

社会福祉法人日本盲人職能開発センター 東京ワークショップ 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

社会福祉法人練馬山彦福祉会 山彦作業所 就労継続支援 B 型 

社会福祉法人まりも会 小金井市障害者福祉センター 多機能型事業所（生活介護／自立訓練（機能訓練）） 

社会福祉法人未来・ねりま ねりま高松事業所 多機能型事業所（就労移行支援/就労継続支援 B 型） 

社会福祉法人むくどり イクトスマイム 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人武蔵野 ジョブアシストいんくる 就労移行支援 

  生活リハビリサポートすばる 多機能型事業所（生活介護／自立訓練（機能訓練）） 

  デイセンターふれあい 生活介護 

  デイセンター山びこ 生活介護 

  武蔵野福祉作業所 多機能型事業所（生活介護／就労移行支援／就労継

続支援 B 型） 

  ワークステージりぷる 就労継続支援 B 型 

  ワークセンターけやき 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 A

型／就労継続支援 B 型） 

  ワークセンター大地 生活介護 

社会福祉法人村山苑 福祉事業センター 多機能型事業所（就労移行支援／就労継続支援 B

型） 

社会福祉法人黎明会 澄水園 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

  のぞみ作業所 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人おおぞら会 就労支援センターファンタジア 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人さくら会 フラワー工房さくら 就労継続支援 B 型 

特定非営利活動法人 CES ゆいまーる生活館 生活介護 

特定非営利活動法人練馬松の実会 松の実事業所 生活介護 



特定非営利活動法人ほっとすぺーす 共同作業所ほっとすぺーす練馬 就労継続支援 B 型 

高齢者 
社会福祉法人明日檜 グループホームシルクロード鑓水 認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人ウエルガーデン ウエルガーデン伊興園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  ウエルガーデン西が丘園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人キングス・ガーデン東京 練馬キングス・ガーデン 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  東中野キングス・ガーデン 小規模多機能型居宅介護 

   認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人月峰会 杏林荘 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人至誠学舎東京 吉祥寺ナーシングホーム 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  吉祥寺ナーシングホーム指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 

  吉祥寺ナーシングホームデイサービスセンター 通所介護（デイサービス） 

 吉祥寺ホームヘルプセンター 訪問介護 

  吉祥寺老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人寿真会 特別養護老人ホームらくえん深大寺 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  らくえん深大寺 短期入所生活介護 

社会福祉法人聖母会  特別養護老人ホーム聖母ホーム 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人多摩済生医療団 指定居宅介護事業所多摩済生ケアセンター 居宅介護支援 

  指定訪問介護事業所多摩済生ケアセンター 訪問介護 

  多摩済生園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  多摩済生ケアセンター 通所介護（デイサービス） 

  多摩済生訪問看護ステーション 訪問看護 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所たまさい

ケア 24 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

社会福祉法人東京蒼生会 足立区さのデイ・サービスセンター 通所介護（デイサービス） 

  特別養護老人ホームさの 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人東の会 上高井戸大地の郷みたけ 小規模多機能型居宅介護 

    認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人福翠会 板橋の里 英智園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人ほうえい会 グループホームともだ 認知症対応型共同生活介護 

株式会社明昭 グループホーム竹 認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人黎明会 やすらぎの園 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

株式会社ファーストリバーメディカルコンサル

ティング 

ファーストリビング町田三輪 認知症対応型共同生活介護 

子ども・女性・生活 
社会福祉法人東京都社会福祉事業団 東京都船形学園／東京都八街学園／小山児童学園 児童養護施設 

社会福祉法人愛の家 愛の家ファミリーホーム 母子生活支援施設 

社会福祉法人愛燐会 目黒若葉寮 児童養護施設 

社会福祉法人カリタスの園 カリタスの園つぼみの寮 乳児院 

社会福祉法人共生会 江戸川区そよ風松島荘 母子生活支援施設 

  中野区さつき寮 母子生活支援施設 

 ふたばホーム 母子生活支援施設 

社会福祉法人諸岳会 精舎児童学園 児童養護施設 

社会福祉法人東京蒼生会 足立区立あすなろ大谷田 母子生活支援施設 

社会福祉法人同胞援護婦人連盟 リフレここのえ 母子生活支援施設 

社会福祉法人福音寮 福音寮 児童養護施設 

社会福祉法人村山苑 さつき荘 救護施設 

社会福祉法人黎明会 あかつき 救護施設 

  黎明寮 救護施設 

利用者調査 

社会福祉法人愛隣会 目黒恵風寮 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人安立園 安立園養護老人ホーム 養護老人ホーム 

社会福祉法人ウィズ町田 赤い屋根 生活介護 

  第２赤い屋根 就労継続支援 B 型 

  なないろ 障害者支援施設（生活介護／就労移行支援／就労継

続支援 B 型） 

社会福祉法人厚生館 厚生館立花 母子生活支援 

社会福祉法人子供の家 あすなろ荘 自立援助ホーム 

社会福祉法人東京愛育苑 東京愛育苑金町学園 福祉型障害児入所施設（旧ろうあ児施設） 

社会福祉法人博泉会 高幡台老人ホーム 養護 

社会福祉法人ほうえい会 栄光の杜 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

社会福祉法人みずき福祉会 八王子平和の家 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人恵の園 あけぼのホーム 障害者支援施設（生活介護／施設入所支援） 

社会福祉法人礼拝会 聖家族寮ミカエラホーム 自立援助ホーム 

社会福祉法人東京愛育苑 東京愛育苑金町学園 福祉型障害児入所施設（旧ろうあ児施設） 

 


