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【参考】2015 年度 社会福祉専攻 実習受入可能施設一覧 

2015 年度に社会福祉実習の受入を承諾して下さった施設は以下の通りです。次年度以降、施設の職員態勢の変

化などによっては受入をお願いできない場合もあります。実習生の状況に応じて、受入可能な施設を、随時新規

に依頼していく予定です。 
 

  種別 法人名 施設名 住所 

1 
指定特定相談支援事業・障害福祉サ

ービス就労以降支援事業所 
特定非営利活動法人ジャパンマック 

マック・ファミリーエイド、マ

ック・チャレンジサポート 
東京都北区 

2 

特別養護老人ホーム・ 

老人デイサービスセンター高齢者在

宅サービスセンター 

社会福祉法人東京都福祉事業協会 浮間さくら荘 東京都北区 

3 就労移行支援事業所 特定非営利活動法人つぼみ natura （ナチュラ） 東京都江戸川区 

4 特別養護老人ホーム 社会福祉法人あそか会 北砂ホーム 東京都江東区 

5 就労持続支援Ｂ型 社会福祉法人福栄会 第二しいのき学園 東京都品川区 

6 生活介護 社会福祉法人大田幸陽会 大田区立池上福祉園 東京都大田区 

7 社会福祉法人 社会福祉法人めぐはうす 地域生活支援センターMOTA 東京都世田谷区 

8 母子生活支援施設 （非公開） （非公開） 東京都世田谷区 

9 
特別養護老人ホーム・ 

老人デイサービスセンター 
社会福祉法人ケアネット やよいほうむ 東京都中野区 

10 
知的障害者福祉作業所（就労継続支

援 B型・生活介護） 
社会福祉法人正夢の会 中野区弥生福祉作業所  東京都中野区 

11 デイサービス 社会福祉法人サンフレンズ 和田ふれあいの家 東京都杉並区 

12 特別養護老人ホーム 社会福祉法人サンフレンズ 上井草園 東京都杉並区 

13 特別養護老人ホーム 社会福祉法人サンフレンズ サンフレンズ善福寺 東京都杉並区 

14 特別養護老人ホーム 豊島区社会福祉事業団 アトリエ村 東京都豊島区 

15 特別養護老人ホーム 社会福祉法人フロンティア 養浩荘 東京都豊島区 

16 障害者支援施設 社会福祉法人章佑会 やすらぎの杜 東京都練馬区 

17 障害者支援施設 社会福祉法人武蔵野 ワークセンター大地 東京都武蔵野市 

18 障害者支援施設 社会福祉法人武蔵野 デイセンター ふれあい 東京都武蔵野市 
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19 障害者支援施設 社会福祉法人武蔵野 武蔵野福祉作業所 東京都武蔵野市 

20 介護老人福祉施設 社会福祉法人武蔵野 ゆとりえ 東京都武蔵野市 

21 生活介護事業 社会福祉法人武蔵野千川福祉会 千川作業所 東京都武蔵野市 

22 

老人デイサービスセンター・ 

老人介護支援センター・ 

軽費老人センター 

社会福祉法人武蔵野 武蔵野市桜堤ケアハウス 東京都武蔵野市 

23 指定通所介護事業所 社会福祉法人東京弘済園 
三鷹市高齢者センターけやき

苑 
東京都三鷹市 

24 知的障害者入所 社会福祉法人調布市社会福祉事業団 
調布市知的障害者援護施設な

ごみ 
東京都調布市 

25 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、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 東京都国分寺市 

26 救護施設 社会福祉法人黎明会 黎明寮 東京都小平市 

27 救護施設 社会福祉法人黎明会 あかつき 東京都小平市 

28 特別養護老人ホーム  社会福祉法人至誠学舎立川 至誠特別養護老人ホーム 東京都立川市 

29 特別養護老人ホーム 社会福祉法人一石会 大洋園 東京都青梅市 

30 診療所 社会福祉法人日本心身障害児協会 島田療育センターはちおうじ 東京都八王子市 

31 就労持続Ａ型・生活介護 社会福祉法人同愛会 プロシード 東京都あきる野市 

32 障がい者支援施設 
社会福祉法人恩寵財団東京都同胞援

護会 
さいわい福祉センター 東京都東久留米市 

33 
生活介護・ 

就労継続支援Ｂ型 
社会福祉法人正夢の会 

コラボたま ワークセンター

つくし 
東京都多摩市 

34 介護老人福祉施設 社会福祉法人楽友会 特別養護老人ホーム白楽荘 東京都多摩市 

35 
就労移行支援事業・ 

就労継続支援Ｂ型 
社会福祉法人正夢の会 

コラボいなぎ いなぎワーク

センター 
東京都稲城市 

36 介護老人福祉施設 社会福祉法人一石会 特別養護老人ホーム風の樹 東京都東大和市 

37 地域包括支援センター 社会福祉法人セイワ すえなが 神奈川県川崎市 

38 
障害福祉サービス事業（生活介護・

就労持続支援 B型） 
社会福祉法人育桜福祉会 しらかし園 神奈川県川崎市 

39 地域包括支援センター 社会福祉法人ハマノ愛生会 横浜市宮崎地域ケアプラザ 神奈川県横浜市 

40 生活介護 社会福祉法人横浜芝生会 
地域活動ホームガッツ・びーと

西 
神奈川県横浜市 

41 特別養護老人ホーム・ 社会福祉法人横浜向陽会 ピア市ヶ尾 神奈川県横浜市 
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42 母子生活支援施設 （非公開） （非公開） 神奈川県横浜市 

43 特別養護老人ホーム 社会福祉法人秀峰会 南永田桜樹の森 神奈川県南区 

44 就労持続支援Ｂ型 社会福祉法人しののめ会 聖星学園 神奈川県横浜市 

45 
介護老人福祉施設・ 

特別養護老人ホーム 
社会福祉法人宗得会 横須賀椿園 神奈川県横須賀市 

46 生活介護事業 社会福祉法人なないろ 相談支援事業なないろ 神奈川県横須賀市 

47 指定特定相談支援事業 社会福祉法人大和しらかし会 相談支援センター松風園 神奈川県大和市 

48 生活介護 社会福祉法人県央福祉会 ふきのとう向生舎 神奈川県大和市 

49 児童養護施設 社会福祉法人聖音会 鎌倉児童ホーム 神奈川県鎌倉市 

50 障害者支援施設 社会福祉法人明星会 竹の子学園 神奈川県小田原市 

51 多機能型障害者福祉サービス事業所 社会福祉法人まほろばの里 コスモス 千葉県流山市 

52 介護老人福祉施設 社会福祉法人六親会 
特別養護老人ホーム プレー

ゲ本埜 
千葉県印西市 

53 デイサービスセンター 社会福祉法人法師会 椿寿の里 千葉県野田市 

54 障害者支援施設 社会福祉法人翠昴会 永幸会 千葉県四街道市 

55 障害者支援施設 社会福祉法人愛光 めいわ 千葉県佐倉市 

56 障害者支援施設 社会福祉法人クローバー会 第２クローバー学園 千葉県市原市 

57 特別養護老人ホーム 社会福祉法人戸田市社会福祉事業団 戸田ほほえみの郷 埼玉県戸田市 

58 
老人介護支援センター・ 

居宅介護支援事業 
医療法人聖仁会 在宅介護支援センター大久保 埼玉県さいたま市 

59 障がい者支援施設 社会福祉法人川越にじの家  にじの家 埼玉県川越市 

60 地域包括支援センター 一般社団法人川越市医師会 
川越市地域包括支援センター

連雀町 
埼玉県川越市 

61 特別養護老人ホーム 社会福祉法人埼玉県障害者福祉会 ななふく苑 埼玉県入間郡 

62 障害者支援施設 社会福祉法人親愛会 川越親愛センター 埼玉県川越市 

63 介護老人福祉施設 社会福祉法人ふじみ野福祉会 特別養護老人ホームむさしの 埼玉県富士見市 

64 障害者支援施設 厚生労働省 
国立障害者リハビリテーショ

ンセンター 
埼玉県所沢市 

65 特別養護老人ホーム 社会福祉法人隼人会 鴻巣まきば園 埼玉県鴻巣市 

【実習施設の要件について】 

社会福祉士受験資格を取得するために必要な「社会福祉実習」の施設は、厚生労働省通知による要件を

含めた、次の各条件全てに合致する施設となります。 
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(1) 社会福祉士の実習施設として認められているサービス種別の施設であること。 

(2) 施設に、以下の要件を満たした実習指導者が配置されていること。 

①社会福祉士の資格を持っている、②相談援助業務に 3 年以上従事経験がある、③実習指導者講習

を受講済みである。 

 

(3) 武蔵野大学武蔵野キャンパスから通える範囲であること。実習中は、週に一度、帰校指導または指

導教員による訪問指導のスクーリングが必要であるため。 

(4) 施設と大学の間で実習委託契約をしていること、あるいは契約が可能であること。 

(5) 実習生本人の勤務施設、あるいは関連施設でないこと。 

(6) 実習生本人、および家族が利用している施設でないこと。ボランティアなど日常的な関わりがない

こと。 

 

【実習施設の配属決定について】 

実習施設は、実習配属年度（4 年次）の 4 月以降、学生の居住地等を勘案し、通信教育部で配属します。

基本的に学生からの希望を受け付けてはいません。ただし、心身に障害や疾病がある場合や、家族の状

況や経済的に事情のある場合は、それぞれに応じた配属をいたしますので、必ず事前にご相談下さい。 

 

武蔵野大学通信教育部 
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