
10

下記すべての実習施設が、毎年受け入れ可能とは限りません。

登録実習施設一覧
都道府県 名称 所在地 施設種別
北海道 札幌報恩学園 札幌市厚別区厚別町上野幌822 障害
北海道 グリーンホーム厚別 札幌市厚別区厚別町上野幌822 障害
北海道 新篠津福祉園 石狩郡新篠津村第45線北12番地 高齢
青森 青森月見寮 青森県青森市駒込字月見野918-3 障害
青森 月見野作業所 青森県青森市駒込字月見野916-1 障害
宮城 きぼう園 仙台市宮城野区二の森14-3 障害
宮城 ひかり苑 仙台市青葉区上愛子字道上59-4 障害
宮城 ワークつるがや 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 障害
宮城 高砂はげみホーム 仙台市宮城野区福室7-8-20 障害
宮城 障害者相談支援事業所「ホープ」 仙台市宮城野区二の森14-3 障害
山形 向陽園 山形市大字長谷堂字川原4687 障害
福島 はまなす荘 いわき市平中平窪字二堂田2 障害
茨城 あいの家 東茨城郡茨城町小幡北山2766-36 障害
茨城 コスモス 土浦市神立町青木1791 障害
茨城 慈光青年寮 坂東市生子1617 障害
茨城 上の原学園 桜川市上野原地新田159-1 障児
茨城 上の原学園成人寮 桜川市上野原地新田159-1 障害
茨城 特別養護老人ホーム　上の原 桜川市上野原地新田154-4 高齢
茨城 しずかの創造苑 坂東市神田山2208 障害
茨城 はーとふる・ビレッジ 石岡市三村字長峰2595-1 障害
茨城 ありすの杜 水戸市下入野町1924-1 障害
茨城 鹿島育成園　育成寮 潮来市大賀438-4 障害
茨城 尚恵厚生園 土浦市神立町青木1791 障害
茨城 尚恵学園成人寮 土浦市菅谷町1430-1 障害
群馬 薫英荘 北群馬郡吉岡町上野田3471 障害
埼玉 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 所沢市北原町860 障児
埼玉 すわ緑風園 和光市南2-3-2 障害
埼玉 上平事業所 上尾市菅谷49-1 障害
埼玉 さやか 秩父市大字山田1199-2 障害
埼玉 悠久園 入間郡毛呂山町南台5丁目38番地5 高齢
埼玉 親愛南の里 川越市下赤坂1847 障害
埼玉 所沢市社会福祉協議会 所沢市泉町1861-1 社協
埼玉 みのり 埼玉県上尾市藤波1-208 障害
千葉 ふる里学舎 市原市今富1110-1 障害
千葉 中野学園 千葉市若葉区中野町1574-31 障害
千葉 桐友学園 柏市大津ヶ丘2-19-5 障児
千葉 いすみ学園 いすみ市万木22 障害
千葉 でい・さくさべ 千葉市稲毛区作草部2-4-5 障害
千葉 沼南育成園 柏市大津ヶ丘2-19-5 障害
東京 青梅学園 青梅市新町1-8-2 障害
東京 整肢療護園 板橋区小茂根1-1-10 障児
東京 済美職業実習所 杉並区堀ノ内1-26-6 障害
東京 つるかわ学園 町田市真光寺町186 障害
東京 いずみの苑 板橋区東坂下2-2-22 高齢
東京 ひまわり作業所 杉並区松庵2-22-22 障害
東京 パサージュいなぎ 稲城市坂浜1951-5 障害
東京 日の出太陽の家 西多摩郡日の出町大久野5107 障害
東京 東京都八王子福祉園 八王子市西寺方町76 障害
東京 板橋区立蓮根福祉園 板橋区坂下2-8-1-101 障害
東京 前野福祉園 板橋区前野町4-16-1 障害
東京 前野高齢者在宅サービスセンター 板橋区前野町4-16-1 高齢
東京 世田谷区立奥沢福祉園 世田谷区奥沢6-29-2 障害
東京 竹の塚福祉園 足立区竹の塚7-19-7 障害
東京 そよかぜ 調布市西町290-4 障害
東京 江戸川光照苑 江戸川区北小岩5-7-2 高齢
東京 澄水園 小平市小川町1-485 障害
東京 南陽園 東京都杉並区高井戸西1-12-1 高齢
東京 第二南陽園 東京都杉並区高井戸西1-12-1 高齢
東京 第二南陽園在宅サービスセンター 東京都杉並区高井戸西1-12-1 通所介護
東京 浴風園 東京都杉並区高井戸西1-12-1 高齢
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必ずしも希望に沿えるとは限りません。

都道府県 名称 所在地 施設種別
東京 大塚福祉作業所 東京都文京区大塚4-50-1 障害
東京 かすみの里 青梅市新町1-8-1 障害
神奈川 神奈川県立さがみ緑風園 相模原市南区麻溝台2-4-18 障害
神奈川 秦野精華園 秦野市南矢名3-2-1 障害
神奈川 厚木精華園 厚木市上荻野4835-1 障害
神奈川 七沢学園 厚木市七沢516 児童
神奈川 花みずき 横浜市港北区新吉田町6001-1 障害
神奈川 朝日塾 横浜市戸塚区東俣野町57-6 障害
山梨 サポートセンターハロハロ 山梨県山梨市小原東1309-1 障害
長野 ともいきライフ月影 埴科郡坂城町大字上平1335-5 障害
長野 西駒郷 駒ヶ根市下平2901-7 障害
静岡 袋井学園 袋井市広岡4296 障害
静岡 美浜 浜松市天竜区渡ヶ島215-6 障害
静岡 百々山 浜松市天竜区渡ヶ島217-3 高齢
静岡 富士本学園 富士市大渕4632-7 障害
静岡 沼津のぞみの里 沼津市西椎路659-2 障害
静岡 沼津のぞみの園 静岡県沼津市西沢田1040-1 障害
愛知 岩崎学園 豊橋市岩崎町字利兵71 障児
愛知 べにしだの家 名古屋市中村区鴨付町2-46 障害
愛知 はさま 春日井市廻間町字神屋洞703-1 障害
岐阜 高山山ゆり園 高山市下切町208-1 障害
三重 済美寮 三重県伊勢市辻久留3-17-5 障害
新潟 聖母愛児園 見附市学校町2-14-4 児童
富山 やまびこの丘 富山市坂本3110 障害
富山 はるかぜの丘 富山市坂本3110 障害
富山 こだまの丘 富山市坂本3110 障害
石川 希望が丘 金沢市小池町九40 障害
石川 ハビリポート若葉・若竹 金沢市別所町クの10 障害
福井 足羽更生園 福井市宿布町19-46-1 障害
大阪 萩の杜 高槻市大字萩谷14-1 障害
大阪 ジョブサイトよど 大阪市淀川区十三東2-4-2 障害
大阪 高槻地域生活総合支援センターぷれいすBe 高槻市郡家本町5-2 障害
兵庫 三田谷学園 芦屋市楠町16-5 障児
兵庫 愛心園 赤穂郡上郡町山野里2749-35 障害
和歌山 あさも園 和歌山市府中1124-1 障害
鳥取 もみの木園 米子市富益町4635-3 障害
島根 西部島根医療福祉センター 島根県江津市渡津町1926 障害
岡山 旭川学園 岡山市北区祇園866 障児
岡山 いづみ寮 岡山市北区中原664-1先 障害
岡山 旭川児童院 岡山市北区祇園866 障児
岡山 旭川療育園 岡山市北区祇園866 障児
岡山 竜ノ口寮 岡山市北区祇園866 障害
岡山 吉備ワークホーム 岡山市北区祇園866 障害
岡山 旭川敬老園 岡山市北区祇園866 高齢
広島 福山六方学園 福山市水呑町7187-1 障児
香川 相談支援センター白鳥 東かがわ市松原1387番地 障害
香川 紅山荘 丸亀市飯山町上法軍寺2600 高齢
高知 土佐希望の家 南国市小籠107番地 障児
佐賀 富士学園 佐賀市富士町大字内野209-8 障害
長崎 諫早療育センター 諌早市有喜町537-2 障児
熊本 第二城南学園多機能型事業所 熊本市南区城南町藤山1263 障害
宮崎 向陽の里すぎのき寮 東諸県郡国富町大字本庄1407 障害
宮崎 向陽の里かしのき寮 東諸県郡国富町大字本庄1407 障害
鹿児島 サポート明星 鹿児島市犬迫町6017-2 障害
鹿児島 知覧育成園 鹿児島県南九州市知覧町郡9047-1 障害

（注）障害＝障害者関係施設・事業所　　　障児＝障害児関係施設・事業所　　　児童＝児童関係施設・事業所
　　 高齢＝高齢者関係施設・事業所　　　社協＝社会福祉協議会
※必ずしも希望に沿えるとは限りません


