
■姫路市社会福祉施設協議会　会員施設名簿（令和3年4月1日現在）

番号 施設名 種別 番号 施設名 種別

1 アメニティホーム広畑学園 児童養護施設 75 野里こども園 幼保連携型認定こども園

2 チコハウス山びここども園 幼保連携型認定こども園 76 清住園 特別養護老人ホーム

3 チコハウスあおぞら保育園 保育所型認定こども園 77 みどりこども園 幼保連携型認定こども園

4 どんぐりの里 児童通所支援施設 78 妻鹿みどりこども園 幼保連携型認定こども園

5 こすもす 児童通所支援施設 79 東山保育園 保育所（私立）

6 どんぐりひろば 児童通所支援施設 80 糸引保育園 保育所（私立）

7 緑の基地 就労継続支援Ｂ型 81 瑠璃こども園 幼保連携型認定こども園

8 あすなろの家・第二あすなろの家 共同生活援助 82 瑠璃よこはまこども園 幼保連携型認定こども園

9 児童家庭支援センターすみれ 児童家庭支援センター 83 徳栄寺こども園 幼保連携型認定こども園

10 こじかこども園 幼保連携型認定こども園 84 播磨福祉事業館 生活介護 ・ 施設入所支援

11 サンライフ御立 特別養護老人ホーム・ケアハウス 85 播磨保正会 更生保護施設

12 サンライフ田寺 デイサービス 86 萩学園 幼保連携型認定こども園

13 サンライフひろみね 特別養護老人ホーム 87 白鷺園 養護老人ホーム

14 サンライフ土山 特別養護老人ホーム 88 白鷺園母子生活支援施設 母子生活支援施設

15 サンライフ西庄 特別養護老人ホーム 89 白鷺園保育所 保育所型認定こども園

16 しらさぎの里 特別養護老人ホーム 90 白鳥保育園 保育所（私立）

17 まるやま保育園 保育所型認定こども園 91 白鳥南保育園 保育所（私立）

18 別所まるやまこども園 幼保連携型認定こども園 92 青山保育園 保育所（私立）

19 キャッシル真和 特別養護老人ホーム・ケアハウス 93 あおやま 特別養護老人ホーム

20 みのり保育園 保育所型認定こども園 94 広英保育園 保育所（私立）

21 広畑めばえ保育園 保育所（私立） 95 やぐら保育園 保育所（私立）

22 姫路・勝原ホーム 特別養護老人ホーム 96 津田このみ学園 幼保連携型認定こども園

23 やながせ保育園 幼保連携型認定こども園 97 姫路めばえ保育園 保育所（私立）

24 大津みやび野ホーム 特別養護老人ホーム 98 姫路学園
生活介護 ・ 施設入所支援・

就労継続支援Ｂ型 ・ 日中一時支援・短期入所

25 第二姫路・勝原ホーム 特別養護老人ホーム 99 ライフサポートひめじ 特別養護老人ホーム

26 書写ひまわりホーム 特別養護老人ホーム 100 白鳥園 特別養護老人ホーム

27 障害児通所支援 書写ひまわりホーム 児童通所支援施設 101 若葉福祉作業所 生活介護 ・ 就労継続支援Ｂ型

28
障害福祉サービス多機能型事業所
書写ひまわりホーム 生活介護・就労継続支援Ｂ型 102 姫路若葉保育園 保育所（私立）

29 みねあい保育園 幼保連携型認定こども園 103 ライフビラ姫路 特別養護老人ホーム

30 姫路ひまわり保育園 幼保連携型認定こども園 104 姫路前山保育園 幼保連携型認定こども園

31 多機能型事業所手柄ひまわりホーム 児童通所支援施設・生活介護 105 ぬかちゃん福祉作業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護

32 荒川ひまわり保育園 幼保連携型認定こども園 106 きらめ樹・かがや樹 共同生活援助

33 網干れんげ保育園 保育所型認定こども園 107 ぬかちゃん手柄作業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護

34 クローバーこども園 幼保連携型認定こども園 108 清寿園 特別養護老人ホーム

35 サンこども園 幼保連携型認定こども園 109 ピューパホール 乳児院

36 ネバーランド 特別養護老人ホーム・ケアハウス 110 姫路婦人寮 婦人保護施設

37 ベイカ 幼保連携型認定こども園 111 真砂園 就労継続支援Ｂ型・生活介護

38 相談支援事業あいこう 相談支援事業所 112 朝日ノ里 生活介護



番号 施設名 種別 番号 施設名 種別

39 陽光園 生活介護 113 ケアホーム広畑の家１・２ 共同生活援助

40 三恵園
生活介護 ・ 施設入所支援・
日中一時支援 ・ 短期入所 114 姫路薬師寮 更生保護施設

41 三光園 生活介護 115 豊富台保育園 幼保連携型認定こども園

42 愛光園
生活介護 ・ 施設入所支援・
短期入所　【法人本部】 116 山彦ホーム 特別養護老人ホーム

43 三愛園 生活介護・施設入所支援 117 網干保育園 保育所型認定こども園

44 スワン 就労継続支援Ｂ型 118 姫路保育園 幼保連携型認定こども園

45 安室保育園 幼保連携型認定こども園 119 夢前和楽園 養護老人ホーム

46 あかつき保育園 保育所型認定こども園 120 白国保育園 保育所（私立）

47 専徳寺保育園 幼保連携型認定こども園 121 道心 法人本部

48 専徳寺ひろはた保育園 幼保連携型認定こども園 122 書写認定こども園 幼保連携型認定こども園

49 しかまの里 特別養護老人ホーム 123 星陽 特別養護老人ホーム

50 姫路暁乃里 生活介護・施設入所支援 124 サン・ビレッジ夢前 特別養護老人ホーム

51 太陽の郷 生活介護 ・ 就労継続支援Ｂ型 125 サン・ビレッジ姫路 特別養護老人ホーム

52 チャレンジ・チャレンジ２ 共同生活援助 126 夢前リハビリセンター 生活介護・短期入所

53 チャレンジ砥堀 共同生活援助 127 あじさいホーム 特別養護老人ホーム

54 ふぁむ． 的形 共同生活援助 128 いえしまホーム 特別養護老人ホーム

55 オリオンまとがた 障害児通所 129 ゆりかもめの里
地域活動支援センター・
機能強化事業Ⅲ型

56 オリオンあなせ 障害児通所 130 三恵城山こども園 幼保連携型認定こども園

57 うさざき 保育所型認定こども園 131 すごう保育園 幼保連携型認定こども園

58 なごみの里 特別養護老人ホーム 132 二葉園 児童養護施設

59 障害福祉サービス事業所 きらら
就労移行支援 ・ 就労継続支援Ｂ型・
生活介護 133 姫路東こども園 幼保連携型認定こども園

60 ふぁみーゆ 共同生活援助 134 光寿園 特別養護老人ホーム

61 広峰保育園 幼保連携型認定こども園 135 夢の里 特別養護老人ホーム

62 あさなぎ 特別養護老人ホーム・ケアハウス 136 ケアハウス青山苑 ケアハウス

63 泉の杜 特別養護老人ホーム 137 ゆめさきの家 生活介護・施設入所支援 

64 志深の苑 特別養護老人ホーム・ケアハウス 138 ぶ・るーむ 生活介護

65 播磨灘こども園 幼保連携型認定こども園 139 ろはうす 共同生活援助

66 慈恵保育園 保育所型認定こども園 140 香照苑 特別養護老人ホーム・ケアハウス

67 勝原保育園 幼保連携型認定こども園 141 こうろ苑 特別養護老人ホーム

68 むれさき苑 特別養護老人ホーム・ケアハウス 142 香翠寮 生活介護・施設入所支援 

69 城見ヶ丘保育園 保育所型認定こども園 143 いちかわ園ゆめさき分園 就労継続支援Ｂ型

70 白浜保育園 保育所（私立） 144 青葉台こども園 幼保連携型認定こども園

71 飾東保育園 保育所（私立） 145 和好苑 特別養護老人ホーム

72 パルコミュニティハウス信和学園 児童養護施設 146 美郷苑 特別養護老人ホーム

73 乳児ホームるり 乳児院 147 うさぎ 特別養護老人ホーム

74 児童ホーム東光園 児童養護施設 148 いやさか苑 特別養護老人ホーム

149 みどりヶ丘幼児園 幼保連携型認定こども園

【募集】

障がい者施設では、障がい者が自立していくため

の『仕事』を探しています。

姫路市社会福祉施設協議会

【事務局】姫路市社会福祉協議会 姫路市総合福祉会館4階

〒670-0955 姫路市安田三丁目１播

電話 079-222-4212 FAX 079-222-4256


