
事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

D2810000733928100 第21条の5の26(通所支援) 学校法人　茅渟の浦学園
神戸市東灘区鴨子ケ原三丁目17番
27号

畑尾　佳伸

D2800050029928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人ケアット 神戸市東灘区魚崎中町2丁目3番5号 岡本　芳江

F2810050176928100 第24条の38(相談支援) 特定非営利活動法人ケアット 神戸市東灘区魚崎中町2丁目3番5号 岡本　芳江

D2810050225928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社アプリシエイト 神戸市東灘区魚崎北町５−９−８ 松下 信彦
F2810090114928100 第24条の38(相談支援) 有限会社アプリシエイト 神戸市東灘区魚崎北町５−９−８ 松下　信彦

F2810050134928100 第24条の38(相談支援) 有限会社　クラウド
神戸市東灘区御影中町1−14−10　御
影イシカワビル204号

白神　正浩

D2810000311928100 第21条の5の26(通所支援) ハッピーライフ株式会社
神戸市東灘区御影中町1丁目14番10
号

矢野　雅也

D2810050168928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人神戸ラ
イフ・ケアー協会

神戸市東灘区御影中町２−３−２３−１
０７

神谷 良子

F2810000056928100 第24条の38(相談支援) 株式会社　hime
神戸市東灘区御影中町3丁目1番18
号

西村　昌広

D2810000535928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人にじの
かけ橋

神戸市東灘区御影中町8丁目3番14
号

武田　純子

F2810090023928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人木の芽福祉会
神戸市東灘区御影本町３丁目９番８
号

中村 好孝

D2810090031928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人東灘地
域助け合いネットワーク

神戸市東灘区御影本町６−１５−１７ 村山　メイ子

D2810000973928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社ルイーズオディエ 神戸市東灘区甲南町３丁目２番２号 辻野　寿子

D2810050390928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社キャッツ愛 神戸市東灘区甲南町三丁目8番27号 神取　照子

D2810050275928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社ゆうゆう倶楽部
神戸市東灘区住吉山手６−１０−１０−
１０２

有友 ひとみ

F2810050093928100 第24条の38(相談支援) 合同会社ゆうゆう倶楽部
神戸市東灘区住吉山手6丁目10−
10，102

有友　ひとみ

D2810090015928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人日本福祉推進
協会

神戸市東灘区住吉東町３丁目１番８
号

片岡　正信

D2810000692928100 第21条の5の26(通所支援)
エムズウェルネスパートナー
ズ合同会社

神戸市東灘区住吉東町四丁目５番
11号

古畑　公章

D2810050035928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ライト
神戸市東灘区住吉南町三丁目4番8
号

吉田　静惠

D2810050754928100 第21条の5の26(通所支援)
ノーブレスオブリージュ有限
会社

神戸市東灘区住吉本町1−1−18　ラ
ンドマーク住吉2F

井原　和久

F2810000147928100 第24条の38(相談支援) 株式会社RL 神戸市東灘区森南町1丁目12番13号 冨田洋介

D2810000915928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ますぶち 神戸市東灘区森北町４丁目４番８号 山本　眞理子

D2810000501928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社悠々クラブ
神戸市東灘区深江本町3-9-1　深江
駅前ビル204

亀山　崇生

D2810050291928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人エデュケーショ
ンラボ

神戸市東灘区田中町一丁目15-5 堀口　由賀里

F2810050027928100 第24条の38(相談支援) 株式会社Life Kit． 神戸市東灘区本山中町1丁目11−10 鋤田　香名

D2810000460928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ILLUMINATE
神戸市東灘区本山中町4丁目18番14
号イースト神戸本山201

西村　猛

D2810050100928100 第21条の5の26(通所支援) Ｆｕｊｉｘ有限会社 神戸市東灘区本山北町6丁目17-24 藤原　セツ子
D2810000238928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社相俟って 神戸市灘区一王山町12番27号 大平　昌樹

D2810050134928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人福祉
ネット寿

神戸市灘区一王山町８−８ 姫野 眞佐夫

F2810050168928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人　福祉
ネット寿

神戸市灘区一王山町8−8 姫野　眞佐夫

D2810050118928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人ＡＳＴＯ 神戸市灘区永手町１−４−１６ 滝沢 彩日
F2810000345928100 第24条の38(相談支援) 合同会社ＳＯＭＡＫＡ 神戸市灘区王子町一丁目１番14号 島田　賢吾

D2810050283928100 第21条の5の26(通所支援) NPO法人ホザナ・ハウス
神戸市灘区記田町5丁目6番20号灘
ロイヤルハイツ2階

森　康彦

D2810000056928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人オペラホリス
ティック協会

神戸市灘区桜口町3丁目1番9号 苅谷　牧子

D2810050613928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社レディエントライフ
神戸市灘区篠原台5−1ジオ六甲山手
904号

丸山　智行

D2810090065928100 第21条の5の26(通所支援) 一般財団法人カナウ 神戸市灘区篠原北町１−２−４ 橘　裕子

業務管理体制届出事業者（令和５年１月１日現在）



事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

D2810000030928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人ハートねっとふ
れあい

神戸市灘区篠原本町3丁目2番21号 福元　正克

F2810000262928100 第24条の38(相談支援) 株式会社　護神會
神戸市灘区城内通四丁目４番2-407
号

佐伯　賢治

D2810000634928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社BIOSA 神戸市灘区森後町2丁目2-3-101 飯田さとみ
D2810050267928100 第21条の5の26(通所支援) くおら有限会社 神戸市灘区神ノ木通３−３−１６ 鈴木 格

D2810000361928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社Future Canvas
神戸市灘区赤坂通六丁目２番14号
リープラス赤坂103号室

久保　卓馬

D2810000022928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社柏和
神戸市灘区大石東町4丁目5番18号
メゾン・ド・平岡2番館1階１A号室

柏井　裕美

D2810000957928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社リード 神戸市灘区大内通６丁目２番５-１号 宗重　豊
D2810000113928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人じゅら 神戸市灘区大和町3丁目2-12-508 有友　ひとみ

D2810050704928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人神戸あ
すなろの会

神戸市灘区大和町3丁目3番10号 上脇　洋子

F2810000220928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人　神戸
あすなろの会

神戸市灘区大和町3丁目3番10号 上脇　洋子

D2800050003928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人こうべ
輝らり

神戸市灘区灘北通3丁目3番12号 児玉　健二

D2810090073928100 第21条の5の26(通所支援) ＡＳＫサポート株式会社 神戸市灘区日尾町１−１−５ 春山　清美
D2810050209928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社あさばスクウェア 神戸市灘区八幡町４−９−２７ 浅羽 珠子
F2810050150928100 第24条の38(相談支援) 株式会社あさばスクウェア 神戸市灘区八幡町4丁目9番27号 浅羽　珠子
D2810000668928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社さくら 神戸市灘区備後町三丁目１番17号 上田　亜也子

F2810000022928100 第24条の38(相談支援)
社会福祉法人　神戸市社会
福祉協議会

神戸市中央区磯上通3丁目1-32　神
戸市民福祉交流センター

玉田　敏郎

D2810000858928100 第21条の5の26(通所支援) ＴｒｉＣｏ株式会社 神戸市中央区磯上通４丁目１番32号 吉田　炳浩

D2810000444928100 第21条の5の26(通所支援) one knot trades株式会社
神戸市中央区磯辺通二丁目２番１０
号

青山和裕

F2810000303928100 第24条の38(相談支援)
ＣＯＣＯソーシャルデザイン株
式会社

神戸市中央区栄町通５丁目２-２-
406

浜田　丈信

D2810050192928100 第21条の5の26(通所支援) 公益財団法人神戸ＹＭＣＡ 神戸市中央区加納町２−７−１５ 中道　基夫
D2810050043928100 第21条の5の26(通所支援) 神戸市 神戸市中央区加納町６−５−１ 久元　喜造
F2810050077928100 第24条の38(相談支援) 神戸市 神戸市中央区加納町6−5−1 久元　喜造
D2810000121928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社プルメリア 神戸市中央区花隈町17番25-503号 小笠原　真巳

F2810000064928100 第24条の38(相談支援)
一般社団法人ライフフィール
ド会

神戸市中央区旗塚通５－２－１２　杉
野ビル１F

生田　敬子

D2810090164928100 第21条の5の26(通所支援)

特定非営利活動法人You a
Family Club障害者・児家庭自
立支援

神戸市中央区橘通２−１−６小野カイ
ロビル３０１

野坂　鈴子

D2810000098928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社SOMA
神戸市中央区京町79番地日本ビル
ヂング

相馬　礼子

D2810000874928100 第21条の5の26(通所支援)
株式会社ナノヒューマンプロ
モーション

神戸市中央区元町通４丁目６番21号
ジュネスビル３階-１

堂本　真吾

D2810000775928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社オレジナル 神戸市中央区吾妻通１丁目１番28号 藤木　鉄平

D2810090172928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人イエス団 神戸市中央区吾妻通５−２−２０ 黒田　道郎
D2810050514928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ユーケアサービス 神戸市中央区港島二丁目6番地 金児　豊

F2810050217928100 第24条の38(相談支援)
株式会社多田ケアプロジェク
ト

神戸市中央区生田町3丁目3−17 多田　佳史

D2810050803928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人K.O.B.E
神戸市中央区生田町三丁目３番１７
号

松岡弘佳

D2810000949928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社新神戸通商 神戸市中央区相生町４丁目１番42号 川手　昇

D2810050738928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人COM総
合福祉研究所

神戸市中央区相生町4丁目2−33 鹿嶋　三智子

F2810000171928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人誕生日
ありがとう運動本部

神戸市中央区相生町４丁目３番１号
神戸ストークビル８０５号

光岡 丈一

D2810000791928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社マリンブルー
神戸市中央区相生町５-17-６　カサ
ベラ神戸907

南　聖也

D2810050697928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人ほっと・
はうす

神戸市中央区相生町五丁目10番21
−101号

永田　恵美子

D2810050077928100 第21条の5の26(通所支援) 一般財団法人　凛誠会
神戸市中央区中山手通2-15-1-
1401

井上　大輔



事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

D2810000593928100 第21条の5の26(通所支援)
公益財団法人　ひょうご子ど
もと家庭福祉財団

神戸市中央区中山手通5丁目1番1号 片岡實

F2810000072928100 第24条の38(相談支援) 株式会社アソビゴエ
神戸市中央区中町通1-2-16　村上
ビル3F

鎌田　翔悟

D2810050366928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社future
神戸市中央区筒井町1丁目1番4−
805号

馬場　賢一

D2810000684928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社外山興業
神戸市中央区筒井町３丁目３番７号
サンビルダー春日野道３Ｆ

外山　裕美子

D2810000866928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ルクス
神戸市中央区楠町５丁目４番18号田
中ビル１Ｆ

内田　美佐代

D2810000890928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ｙｏｇａ　ｉ．　ｕｍ
神戸市中央区北長狭通３丁目11番２
号グランパレ元町トアウエストＢ102

川井　真由

D2810050217928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ロクス
神戸市中央区北野町４−７−２０−３０
Ａ

大重 めぐみ

D2810000080928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　リヴァンス
神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番3
号

白川　学

D2810050423928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社さんゆう 神戸市中央区脇浜町3丁目5−22−2 増井　美栄

D2810000379928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　グローアップ
神戸市中央区脇浜町3丁目5番3-
1003号

吉田　美幸

D2810000618928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社昭栄冷暖房
神戸市兵庫区永沢町２丁目１番２３
号

川上 和夫

F2810000139928100 第24条の38(相談支援) 有限会社昭栄冷暖房
神戸市兵庫区永沢町２丁目１番２３
号

川上 和夫

D2810050762928100 第21条の5の26(通所支援) BIG UNDER株式会社 神戸市兵庫区下沢通2丁目2−29 東浦　道子
F2810000113928100 第24条の38(相談支援) BIG UNDER株式会社 神戸市兵庫区下沢通2丁目2−29 東浦　道子
D2810050473928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ハッピードア 神戸市兵庫区下沢通4丁目4番1号 米村　龍次

D2810000288928100 第21条の5の26(通所支援)
合同会社総合介護支援セン
ターはばたき

神戸市兵庫区菊水町7丁目2-5 瀬部　三紀子

D2810050770928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　憧 神戸市兵庫区三川口町2−2−17 矢野　雄士

D2810050837928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社アブロード
神戸市兵庫区小河通二丁目２番２２
－５０５号

川崎友寛

D2810050481928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社マザーりーふ 神戸市兵庫区上沢通5丁目1番21号 隅田　聖子

D2810050845928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人ウィズ
神戸市兵庫区西多聞通１丁目３番３
０号サンコート神戸１０１号

稲岡豊

F2810000288928100 第24条の38(相談支援) みのり株式会社 神戸市兵庫区楠谷町21番３号 近藤　正義
D2810090148928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社パシフィックライフ 神戸市兵庫区浜崎通５−３０ 藤田　明裕

D2810000759928100 第21条の5の26(通所支援)
社会福祉法人基督教日本救
霊隊神戸実業学院

神戸市兵庫区平野町天王谷奥東服
山270番地

金子　良史

D2810000923928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社フィットステージ
神戸市兵庫区湊川町５丁目８-６　Ｋ
ＷＩプラザ１階

田中　利典

F2810000379928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人ウォールナット 神戸市兵庫区夢野町２丁目３番地 大下　晃弘

D2810050564928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社フロッグ
神戸市北区花山台2番6号ラムール
花山Ａ棟202号

井上　卓士

D2810000965928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人Ｅａｓｔ
Ｖｉｌｌａｇｅ

神戸市北区広陵町159-１ 村田　裕人

D2810050069928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人芳友
神戸市北区山田町下谷上字中一里
山１４−１

中村　肇

E2810050077928100 第24条の19の2(入所施設) 社会福祉法人芳友
神戸市北区山田町下谷上字中一里
山１４−１

古田 耕司

F2810090015928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人神戸明輪会
神戸市北区山田町下谷上字中一里
山１４−１

庄村 東洋

D2810090057928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人神戸明輪会
神戸市北区山田町下谷上中一里山
１４−１しあわせの村内

庄村　東洋

D2810000246928100 第21条の5の26(通所支援) よつば　ハーモニー合同会社
神戸市北区山田町坂本字雫谷83番
地

新田　豊子

D2800050045928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人白百合学園 神戸市北区山田町小部字東山53-14 荻野　泰三

F2810000014928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人ひやし
んす

神戸市北区山田町上谷上字古々山
29-221

藤本　伸一

F2810000238928100 第24条の38(相談支援) 株式会社タイムラック
神戸市北区山田町上谷上字古々山
３１－１

杉本　逸平

F2810000270928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人くすのき会
神戸市北区山田町藍那字瀬戸２番
地の４

中西　光政



事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

D2810050340928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人里馬 神戸市北区大沢町上大沢2150 寄田　勝彦

D2810000650928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人がじゅ
まる

神戸市北区谷上東町10-11 後藤宝喜子

E2810050085928100 第24条の19の2(入所施設)
社会福祉法人上野丘さつき
会

神戸市北区淡河町東畑７５ 井上 勝彦

D2810000254928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社オフィスO.M.F 神戸市北区中里町1丁目8-160 小野田　昌子

D2810000527928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人神戸総合支援
センターheart

神戸市北区藤原台南町三丁目９番
12号

村上　貴康

F2810000098928100 第24条の38(相談支援)
一般社団法人神戸総合支援
センターheart

神戸市北区藤原台南町三丁目９番
12号

村上　貴康

D2810000296928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社みらいず
神戸市北区南五葉１丁目１番　鈴蘭
台第四団地１号棟１０１

遊屋　健治

D2810050689928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人セルフ
サポート

神戸市北区南五葉5−8−8−103 紅田　琢生

D2810050465928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
神戸市北区日の峰5丁目10番地の
1、3−1010号

宮原　裕子

D2810000345928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社uluulu 神戸市北区八多町中1270番地の３ 高岡　啓介
F2810050192928100 第24条の38(相談支援) 株式会社ネオライフサポート 神戸市北区八多町中894番地 不老　嘉彦
F2810090049928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人フレンド 神戸市北区有野中町１−３−８ 大久保　敏則

D2800050037928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人陽気会 神戸市北区有野中町2-5-19 松端　利昌
E2800050003928100 第24条の19の2(入所施設) 社会福祉法人陽気会 神戸市北区有野中町2-5-19 松端　利昌
F2810090106928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人陽気会 神戸市北区有野中町２−５−１９ 松端 利昌
F2810000048928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人　マザーリーフ 神戸市北区有野町有野944-2 二星　光代
D2810050176928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人ポプリ 神戸市北区鈴蘭台東町３−３−２９ 神野 順子

D2810000824928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社Ｅａｃｈ Ｗｉｌｌ
神戸市北区鈴蘭台南町４丁目３番32
号２Ｆ

田中　健太郎

D2810050001928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社コアケアサービス
神戸市北区鈴蘭台北町四丁目1番30
号

廣田　勝仁

D2810090081928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人わだち
神戸市長田区一番町５−１−１グラン
メゾンＭＩＫＵＲＡ１階Ｂ号室

光武　茂

D2810000808928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社Tabby
神戸市長田区雲雀ケ丘雲雀ケ丘３
丁目６番３－403号

市中　雅徳

D2810050522928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社発達支援協会 神戸市長田区海運町2丁目1番2号 大塚　崇弘
D2810050621928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社MMP神戸 神戸市長田区海運町３丁目６−６ 倉田　直紀

D2810000147928100 第21条の5の26(通所支援)
株式会社エポック・ライフケア
サービス

神戸市長田区久保町5丁目1番1 丸井　明子

D2810050150928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人音楽堂 神戸市長田区五位ノ池町１−１−６ 小河 一義
D2810000197928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社　レ・キッズ 神戸市長田区御屋敷通4丁目1-13 江口　隆二

D2810050530928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社美々樽 神戸市長田区御屋敷通6丁目4番6号 下田　均

D2810000486928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人　神戸市手をつ
なぐ育成会

神戸市長田区御蔵通4丁目205-2
育成会館

後藤久美子

F2810050069928100 第24条の38(相談支援) 特定非営利活動法人　かりん 神戸市長田区御蔵通6丁目17番地 園田　親臣

D2810050241928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社安広塗装店 神戸市長田区高取山２−１８−１３ 安広 政義

D2810050142928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人トレッペ
ン

神戸市長田区山下町２−１−１０ 横山 由紀

D2810000931928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人がじゅ
まる

神戸市長田区若松町3-3-2ジェイグ
ラン新長田909号

一井裕美

F2810050043928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人　がじゅ
まる

神戸市長田区若松町3丁目3番2号
ジェイグラン新長田909号

一井　裕美

D2810000139928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社オフィス匠 神戸市長田区庄山町1丁目4-21 島原　由雅

F2810000155928100 第24条の38(相談支援)
一般社団法人神戸生涯支援
センター

神戸市長田区神楽町2-3-1-401 山本喜生

D2810000478928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社MSコーポレーション 神戸市長田区水笠通1丁目1番21号 三好美由紀

F2810000212928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人ウィズア
ス

神戸市長田区水笠通４丁目１番１２
号−２Ｆ

鞍本 長利

D2810050506928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社まつおか
神戸市長田区菅原通4丁目204番地
の17

松岡　幸香

F2810090065928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人ネット
ワークながた

神戸市長田区川西通５丁目１０１−１ 石倉 泰三

D2810050019928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人神戸障害児ス
ポーツ振興協会

神戸市長田区川西通5丁目101-1共
栄ビル2階

米澤　淳志



事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

D2810000387928100 第21条の5の26(通所支援) エスポワール合同会社
神戸市長田区長田町1丁目3番1号サ
ンドール長田南館131

藤田　恒代

D2810000303928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社アストレ 神戸市長田区長田町一丁目３－１ 吉田炳浩

D2810050811928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社ユニバーサルライフ
神戸市長田区長田天神町二丁目３
番２７号

沖村浩由

D2810050720928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社神戸ケアエース
神戸市長田区東尻池町2丁目3番10
号

小笠原　由起子

D2810050184928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人スリー
ピース

神戸市長田区房王寺町４−５−９ 延藤 早苗

D2810090099928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社Ｌａｄｙ
神戸市長田区房王寺町４−６−１２相
互ハイツ４０１号

村上　一満

D2810000494928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社PLAST 神戸市長田区腕塚町4-2-1 廣田恭佑

D2810000709928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人ヘル
パーＧＯＧＯ

神戸市須磨区磯馴町６丁目１番１１−
３０１号

武政 千尋

F2810090081928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人ヨハネ会 神戸市須磨区奥山畑町２番地 平尾　享三
F2810090122928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人神戸太陽の風 神戸市須磨区戎町３−５−１ 横山　祐介
D2810000600928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人しんじゅ 神戸市須磨区須磨本町1丁目1-6 猪坂　一彦

D2810000189928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社アグレアーヴル 神戸市須磨区須磨本町1丁目1番1号 時井　良子

F2810050001928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人しんじゅ 神戸市須磨区須磨本町1丁目1番6号 宮脇　テル子

F2810000337928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人ソラシド
神戸市須磨区菅の台５丁目５番地８
号棟405号

吉村　朱美

D2810090106928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人ねんり
ん

神戸市須磨区西須磨字西須磨１−３ 福田　新

D2810000767928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ＲＵＯＬＯ
神戸市須磨区前池町２丁目２番２号
１階

能島　一彦

D2810000907928100 第21条の5の26(通所支援)
株式会社神戸在宅リハビリ
テーション事業団

神戸市須磨区多井畑東町17番地の
８

宇髙　貢

D2810050647928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社日本介護医療 神戸市須磨区多井畑東町25−3 田中　信隆

D2810000436928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　アーク
神戸市須磨区多井畑南町1番地の
1.1114号

森友　典子

F2810090073928100 第24条の38(相談支援)
社会福祉法人神戸市須磨区
社会福祉協議会

神戸市須磨区大黒町４丁目１−１ 小池 弘三

D2810000551928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社カスヤ工房 神戸市須磨区大手町2丁目10-16 糟谷　真一
D2810090114928100 第21条の5の26(通所支援) 医療法人社団思葉会 神戸市須磨区大田町２−１−１６ 石川　朗宏
D2810050853928100 第21条の5の26(通所支援) 医療法人社団思葉会 神戸市須磨区大田町2－3－7 石川朗宏
D2810000163928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社fam 神戸市須磨区大田町2丁目2-1 原田　美智子

D2810000395928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社ｃａｓａ　ｄｅｌｌａ　Ｌｕｃｅ
神戸市須磨区中落合一丁目１番406
－402

前　富久子

D2810000725928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人　ことばの道 神戸市須磨区南落合1丁目17番24号 安居　道子

D2810000171928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人あじさい会 神戸市須磨区白川台4丁目20-20 池上　勝義

D2810050085928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人福祉コミュニ
ティーJupiter

神戸市須磨区北落合1丁目1番4-
205号

村田　悦子

D2810050829928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社エグゼ 神戸市須磨区北落合２－１１－３９ 土谷浩之
F2810050209928100 第24条の38(相談支援) 合同会社かくれんぼ 神戸市須磨区北落合4丁目11−18 中村　千春

D2810050382928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社かみふうせん 神戸市須磨区北落合二丁目11番地5 梶村　幸代

D2810000543928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社音ひろば
神戸市須磨区妙法寺字荒打314-1エ
ルフィンビル1F西側

長谷川由江

F2810000105928100 第24条の38(相談支援) 有限会社コスモサービス
神戸市須磨区妙法寺字地子田１０３
５番２

猪阪　典生

D2810000155928100 第21条の5の26(通所支援)
社会福祉法人北須磨保育セ
ンター

神戸市須磨区友が丘3丁目107番地 多田　信男

D2810000452928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人ふたば 神戸市須磨区竜が台５丁目１６ 井口ちひろ
D2810000353928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社グランドマッピング 神戸市垂水区塩屋町1丁目3番11号 髙橋　正吾
D2810000329928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社Ｓ＆Ｋ 神戸市垂水区塩屋町2丁目3番13号 倉田　真智子

D2810050548928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社北勇
神戸市垂水区塩屋北町2丁目10番25
号

北野　佳子

D2810050746928100 第21条の5の26(通所支援) クオリティライフ株式会社 神戸市垂水区下畑町498番53 古賀　広文

F2810050051928100 第24条の38(相談支援) クオリティライフ株式会社
神戸市垂水区下畑町498番地53　コ・
クール垂水

古賀　広文

F2810000197928100 第24条の38(相談支援) 株式会社Jo 神戸市垂水区宮本町1-28 大山裕子



事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

F2810090099928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人すいせい 神戸市垂水区御霊町６−１０ 伊藤 柳子
D2810000519928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　のびのびりぃふ 神戸市垂水区高丸5丁目13-15-1F 澤邉　葉子
D2810000410928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人　薫風 神戸市垂水区城が山14番16-103 大須賀　謙太郎

D2810000428928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社　ゆとり介護 神戸市垂水区城が山1丁目13-27 柚鳥　克典
D2810050324928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人児遊人 神戸市垂水区星陵台二丁目2番1号 奥村　節世
F2810000121928100 第24条の38(相談支援) 有限会社光和物産 神戸市垂水区西舞子2丁目14 藤田　康倫

D2810090122928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人光和つ
くし会

神戸市垂水区西舞子2丁目14番23号 藤田　康倫

F2810050100928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人こぐまく
らぶ

神戸市垂水区西舞子2丁目7番4号 松本　将八

D2810050457928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人
KOGUMA

神戸市垂水区西舞子八丁目1番1号 松本　昭子

D2810050233928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社介護ホーム多聞 神戸市垂水区西脇２−５−５ 寺西 孝夫

D2810000212928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人　でぃあキッズ
神戸市垂水区西脇2丁目7番23号ル・
シエール多聞108号

南　翔子

D2810050572928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社ゆとり 神戸市垂水区千代が丘2丁目4−58 柚鳥　直生
D2810090180928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社ケアーライフたるみ 神戸市垂水区多聞台２−１６−２ 猪原　篤史
D2810050259928100 第21条の5の26(通所支援) 有限会社ポピー垂水 神戸市垂水区桃山台２−４−１−２０４ 藤川 香須美

D2810050788928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人とんぼ
の家

神戸市垂水区桃山台4−2−8 柳本　末廣

D2810000577928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人赤とんぼ 神戸市垂水区桃山台4丁目2-8 柳本　惠美子

D2810050407928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ケアリーフ 神戸市垂水区桃山台5丁目1−2 柳本　徳子

D2810050712928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人民と倶
楽部

神戸市垂水区美山台3丁目7番10号 十田　英男

D2810000220928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ジパング 神戸市垂水区舞子台6丁目20番23号 吉田　伸也

D2810000626928100 第21条の5の26(通所支援)
有限会社エムツーコーポレー
ション

神戸市垂水区舞子台7丁目3番8号 前田嘉代子

D2810050671928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人こどもコ
ミュニティケア

神戸市垂水区舞多聞東2丁目6番9号
1階

末永　美紀子

D2810090156928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社ひなたぼっこ
神戸市垂水区福田４−４−２２メゾンヒ
トミ１０２号室

進元　良亮

F2810000189928100 第24条の38(相談支援) 株式会社甲斐総合企画
神戸市垂水区本多聞1丁目6-14-
301

甲斐智裕

D2810090130928100 第21条の5の26(通所支援) ＮＰＯ法人オープンエア 神戸市垂水区本多聞２−２−６ 羽島　友一郎

D2810000402928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　ラポール 神戸市垂水区本多聞2丁目12-1 上新　貴之
F2810050085928100 第24条の38(相談支援) NPO法人　オープンエア 神戸市垂水区本多聞2丁目2−67 羽島　友一郎

D2810000783928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人むすびめ 神戸市垂水区本多聞２丁目29-６ 永田　舞

D2810000642928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人　ちゃま
神戸市垂水区本多聞4丁目1番256-
101

豊蔵　宏

D2810050431928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社すこやかライフ
神戸市垂水区本多聞六丁目10番29
号

多田　和樹

D2810050605928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社アズール 神戸市垂水区名谷町1777番地1 藤田　里美
D2810050374928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社あくしゅ 神戸市垂水区名谷町997−1−101 大岡　弘美

D2810000204928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社誠陽
神戸市垂水区名谷町字春日手2290
番地の1

竹内　均

D2810050316928100 第21条の5の26(通所支援)
一般社団法人ライフカラーサ
ポート

神戸市垂水区名谷町字堂面817番地
1

永田　隆一

D2810050358928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ambition
神戸市西区伊川谷町有瀬14-21-
101

庄司　健一

D2810090023928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人リ・シュウニャ 神戸市西区王塚台1丁目１４５−２ 高野　嘉代子

D2810000072928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人ソーシャ
ルサポートセンターひょうご

神戸市西区王塚台3丁目19 青木　悠

F2810000296928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人リ・シュウニャ
神戸市西区王塚台一丁目145番地２
号

髙野　嘉代子

D2810050655928100 第21条の5の26(通所支援)
社会福祉法人神戸YMCA福
祉会

神戸市西区学園西町5−4 井上　真二

F2810050118928100 第24条の38(相談支援) 医療法人社団東峰会 神戸市西区岩岡町西脇838番地 杉浦　康夫
F2810000163928100 第24条の38(相談支援) 株式会社進藤ライフデザイン 神戸市西区宮下2丁目3番19号 進藤　裕文

D2810000270928100 第21条の5の26(通所支援)
合同会社こども支援プロジェ
クト

神戸市西区玉津町高津橋342-3 藤木　鉄平

F2810090031928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人新緑福祉会
神戸市西区玉津町水谷字セリ合４０
０番地７

平田 健次
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D2810050126928100 第21条の5の26(通所支援)
特定非営利活動法人リハケ
ア神戸

神戸市西区玉津町田中５９７−１ 香川 千紘

D2810000064928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社うぃる 神戸市西区月が丘4丁目9番地の２ 野田　雄途
F2810000311928100 第24条の38(相談支援) 合同会社うぃる 神戸市西区月が丘４丁目９番地の２ 野田　雄途
D2810000337928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社　CLEAN PINES 神戸市西区枝吉1丁目240-2 松浦　慎一

F2810090130928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人ぱれっ
と

神戸市西区枝吉４−８６−１ 朝尾　浩康

D2810050308928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人ステッチ 神戸市西区狩場台4丁目21-11 長谷　八栄子

F2810000254928100 第24条の38(相談支援)
特定非営利活動法人キッ
ピーズクラブ

神戸市西区狩場台二丁目６番地の８ 大西　隆文

F2810000030928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人つなぐ福祉会 神戸市西区春日台5丁目8番地の9 香川　真二

D2810050051928100 第21条の5の26(通所支援)
社会福祉法人兵庫県社会福
祉事業団

神戸市西区曙町１０７０ 久保 修一

F2810000353928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人　ほぼちの 神戸市西区神出町紫合74番地の５ 西垣　良一
D2810050093928100 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人樅の木福祉会 神戸市西区神出町南６１９ 杉浦 康夫
E2810050100928100 第24条の19の2(入所施設) 社会福祉法人樅の木福祉会 神戸市西区神出町南６１９ 杉浦 康夫
D2810050449928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社セラピット 神戸市西区前開南町2丁目13−5 大浦　由紀
F2810050184928100 第24条の38(相談支援) 株式会社アスアル 神戸市西区竹の台5丁目19−21 西山　志穂

D2810000105928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人ぴっぴ
神戸市西区竹の台6丁目1-1　ジオ西
神中央1F

山口　紀美子

D2810000262928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社光彩
神戸市西区南別府1丁目10番地6-
204

園田　彩佳

D2810000816928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社プロラボ
神戸市西区南別府１丁目１－10－２
Ｆ

大西　智文

F2810000204928100 第24条の38(相談支援) 一般社団法人Jobs
神戸市西区南別府3丁目24-1リバー
ハイツKANBEE204号

米村　正広

F2810090057928100 第24条の38(相談支援) 社会福祉法人かがやき神戸
神戸市西区櫨谷町長谷字渋谷８３−
２６

池山 美代子

F2810050126928100 第24条の38(相談支援)
株式会社ソーシャルケアサー
ビス

神戸市西区櫨谷町福谷313 祖川　敬子

D2810000585928100 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人　はなまる学園
神戸市西区美賀多台５丁目５番地の
５

藤沢　佳樹

D2810050663928100 第21条の5の26(通所支援) 特定非営利活動法人Petal
神戸市西区富士見が丘3丁目2番地
の3

中塚　久代

D2810000014928100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社Ａ．Ｄａｙ 神戸市西区北別府4丁目3番地6-1F 楠見　明姫

D2810000717928100 第21条の5の26(通所支援) 合同会社そらまめ
神戸市西区北別府四丁目4番地の２
３

谷　小百合

D2810050499928206 第21条の5の26(通所支援) 株式会社マスト 芦屋市業平町3−5 松矢　欣哲
D2810050598928206 第21条の5の26(通所支援) 合同会社青葉 芦屋市高浜町9番1−1312号 牧野　兼雄
D2810000311928206 第21条の5の26(通所支援) 株式会社翔聖 芦屋市船戸町3番25号 大垣　利哉
D2810000303928206 第21条の5の26(通所支援) トゥデイフル株式会社 芦屋市朝日ケ丘町26番5号 筋田　純一
D2810050796928206 第21条の5の26(通所支援) 合同会社幹 芦屋市東芦屋町２５－４５ 藤谷晃司
D2810050580928206 第21条の5の26(通所支援) 合同会社らっかす 芦屋市南宮町1番3−202号 今村　あすか

D2810000882928210 第21条の5の26(通所支援)
社会福祉法人コロロ学舎加
古川

加古川市志方町志方町1611番地の
３

石井　聖

D2810000741928219 第21条の5の26(通所支援)
トータルライフサポート合同会
社

三田市狭間が丘５丁目３番地503号 小西　高徳

D2810000840928219 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ひらせ 三田市三田町29番９号 平瀬　友喜
D2810000139928219 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ビッグウエスト 三田市相生町9番18号 白石　美菜子

D2810000379928204 第21条の5の26(通所支援) ＴＩＫ株式会社 西宮市日野町６番４号 長谷川　和也

F2810000361928204 第24条の38(相談支援) 株式会社Ａｆｅｐ 西宮市柏堂町10番11-１号 今泉　雄大
D2810050415928204 第21条の5の26(通所支援) 株式会社こども未来研究所 西宮市柏堂町9番8-104号 高瀬　彰子
D2810000048928204 第21条の5の26(通所支援) 株式会社コクア 西宮市伏原町3番3-605号 中島　充
D2810050556928217 第21条の5の26(通所支援) 合同会社シエロ 川西市見野二丁目9番3−303号 江口　隆二
D2810050639928224 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人みかり会 南あわじ市松帆高屋乙192番地 谷村　誠
D2810000139928202 第21条の5の26(通所支援) 有限会社　みたライフ 尼崎市武庫之荘四丁目12番15号 大菅　純一
D2810000460928202 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ヴォートル・ソレイユ 尼崎市名神1丁目18番25号 四宮　慶太郎

D2810000345928214 第21条の5の26(通所支援) 株式会社せいこう 宝塚市南口2丁目2番28-107号 青野　隼人

F2810000329928203 第24条の38(相談支援) 株式会社　ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ
明石市魚住町住吉４丁目16番17号２
Ｆ

山下　聡馬

D2810000147928203 第21条の5の26(通所支援) 一般社団法人ハモ・らふ 明石市魚住町清水294番地の２ 中村　遼太郎

D2810000668928203 第21条の5の26(通所支援) 株式会社YAMASHITA
明石市魚住町西岡住吉4丁目16番17
号2F

山下　聡馬



事業者（法人）番号 児童福祉法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

D2810000361928203 第21条の5の26(通所支援) 株式会社スラック
明石市小久保1丁目5番地の7-205
号

冨田　真紀

D2810000139928203 第21条の5の26(通所支援) 合同会社アンジェリカ 明石市大蔵八幡町1番10-607号 福島　加乃子

D2810000676928203 第21条の5の26(通所支援)
合同会社ワークコンチネンタ
ル

明石市二見町西二見44番地の５　ウ
エステージ明石参番館703号

福田　敬一郎

D2810000139933203 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人　千寿福祉会 岡山県津山市瓜生原326-1 小林　和彦

F2810000246926100 第24条の38(相談支援) ハートフリー株式会社
京都府京都市伏見区竹田西段川原
町54番地

末田　明

D2810000121924216 第21条の5の26(通所支援) 株式会社ルージュゴルジュ
三重県伊賀市柘植町2411番地の
375

坪　誠也

D2810000296927100 第21条の5の26(通所支援) 株式会社創研 大阪府大阪市港区夕凪2-18-5-401 永長　徹
E2810000014936201 第24条の19の2(入所施設) 社会福祉法人平成記念会 徳島県徳島市勝占町松成46番 武久　洋三
D2810000832936201 第21条の5の26(通所支援) 社会福祉法人平成記念会 徳島県徳島市勝占町松成46番地 武久　洋三

D2810000139940100 第21条の5の26(通所支援) ブリスペーニョつくし合同会社
福岡県北九州市小倉北区船場町２
番６号オリエントキャピタルタワー３Ｆ
(306)

渡邊　了太


