
 

 

 

 

 

別冊「社会福祉援助技術実習登録施設一覧」【全国版】 

 

※本冊子は『社会福祉援助技術実習の手引き 第１分冊』の別冊になります。 

 

 

 

2017年 6月 25日現在 

 

・ この登録施設一覧に掲載されている施設・事業所からは、本学通信教育部からの「社会

福祉援助技術実習」受け入れをご承諾いただいております。ただし、掲載の施設・事業

所の都合により実習ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。 

・ この登録施設一覧に掲載されていない施設・事業所であっても、省令の基準を満たすこ

とが認められ、実習先の承諾が得られれば実習先として追加が可能です。 

・ 実習先の実習指導者について「社会福祉士の資格取得後 3年以上相談援助業務に従事し

た経験のある者で、かつ厚生労働大臣が基準を定める実習指導者講習会を修了した者」

などという省令による要件が課せられます。要件が満たされていても、施設・事業所の

都合により実習ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。 

 

 

なお、掲載している施設・事業所以外でも現在実習の受け入れ先を確保する努力をして

おりますので、今後も増える予定です。 

 

 

東北福祉大学 通信教育部 

 



【北海道・東北】

都道

府県

児童相談所 北海道室蘭児童相談所 北海道 室蘭市寿町1丁目6番12号

母子生活支援施設 トキワの森 (社福)旭川隣保会 ※非公開

函館厚生院くるみ学園 (社福)函館厚生院 函館市亀田中野町38番地11

 札幌南藻園 公益財団法人　鉄道弘済会 札幌市中央区界川1-6-14

知的障害児施設 希望学園 (社福)新生会 旭川市春光台4条10丁目

障害児入所支援施設 きたみ学園 (社福)川東の里 北見市川東226-2

障害児通所支援事業 つくしんぼ学級 (社福)侑愛会 北斗市追分7丁目8番9号

江別盲人養護老人ホーム　恵明園 (社福)北海道友愛福祉会 江別市豊幌美咲町23番地の8

札幌市長生園 (社福)札幌市福祉事業団 札幌市中央区大通西19丁目1

札幌市稲寿園 (社福)札幌慈啓会 札幌市手稲区曙5条2丁目2-21

緑愛園 (社福)ほくろう福祉協会 札幌市清田区北野1条1丁目6-28

清幌園 (社福)厚仁会 札幌市清田区北野7条4丁目8番25号

慈啓会　特別養護老人ホーム (社福)札幌慈啓会 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6-51

一灯園 (社福)蘭越厚生事業団 磯谷郡蘭越町字大谷272番地

はる (社福)ノマド福祉会 小樽市赤岩2丁目18番22号

菊水こまちの郷 (社福)渓仁会 札幌市白石区菊水上町4条3丁目94番地64

幸楽園 (社福)幸清会 虻田郡洞爺湖町清水434番地

西円山敬樹園 (社福)渓仁会 札幌市中央区円山西町4丁目3-20

和幸園 (社福)北海道ハピニス 札幌市南区石山932-3

白鳥ハイツ (社福)室蘭福祉事業協会 室蘭市白鳥台4丁目8番1号

四恩園 (社福)北海長正会 北広島市豊ヶ岡509番地31

静苑ホーム (社福)北海道友愛福祉会 江別市新栄台46番地10

そとこと (医)北翔会 札幌市北区屯田9条3丁目3-2

道南森ロイヤルケアセンター (医社)明山会 茅部郡森町上台町326-117

月寒あさがおの郷 (社福)渓仁会 札幌市豊平区月寒西1条11丁目2-35

ゆあみーる (医)萌佑会 岩見沢市8条19丁目8-1

セージュ山の手 (医)耕仁会 札幌市西区山の手4条5丁目3-1

たんぽぽの丘 (社福)札幌恵友会 札幌市中央区南8条西26丁目1番2号

青雲の森デイサービスセンター (社福)青雲の森 茅部郡森町字駒ケ岳352番

あおばデイサービスセンター (社福)渓仁会 札幌市厚別区青葉町4丁目10-27

月寒あさがおの郷　デイサービスセンター (社福)渓仁会 札幌市豊平区月寒西1条11丁目2-35

釧路市東部北地域包括支援センター (社医)孝仁会  ※H29，H30年受入不可 釧路市鶴ヶ岱1丁目10番46号

室蘭市地域包括支援センター　母恋 (社医)母恋 室蘭市新富町1丁目5番13号

札幌報恩学園 (社福)札幌報恩会 札幌市厚別区厚別町上野幌822番地

グリーンホーム厚別 (社福)札幌報恩会 札幌市厚別区厚別町上野幌822番地

松泉学院 (社福)札幌緑花会 小樽市見晴町20番2号

第二希望学園 (社福)新生会 旭川市春光台4条10丁目

おにしか更生園 (社福)新生会 留萌郡小平町字鬼鹿田代584番地-2

オークル (社福)柏の里めむろ 河西郡芽室町西士狩北4線-48-2

北海道社会福祉事業団　福祉村 (社福)北海道社会福祉事業団 岩見沢市栗沢町最上350番地1

障害者支援施設　ふじの学園 (社福)　函館緑花会 北斗市向野169

障害者支援施設

介護老人保健施設

北海道

老人デイサービスセンター

地域包括支援センター

所在地施設・事業種別

児童養護施設

養護老人ホーム

施設・事業名 法人名・設置者(注1)

特別養護老人ホーム
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地域生活支援センター　ハーフタイム (社福)緑星の里 苫小牧市字北栄町3丁目11-4

ウェルサポート和光 (社福)後志報恩会 小樽市桜4丁目3番1号

この実支援センター (社福)札幌この実会 札幌市西区西野969

生活介護事業所　さりゅう (社福)はるにれの里 札幌市北区篠路2条6丁目5-29

北愛館 (社福)愛敬園 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目５-７

はこだて療育・自立支援センター 函館市 函館市湯川町2丁目39番26号

工房　虹と夢 (特定)虹と夢 函館市日乃出町24番5号

病院 東北海道病院 (医)東北海道病院 釧路市若竹町7番19号

札幌明啓院 (社福)札幌明啓院 札幌市東区東苗穂1条3丁目2番11号

東明寮 (社福)帯広太陽福祉会 帯広市大正町基線100-34

社会福祉協議会 苫小牧市社会福祉協議会 (社福)苫小牧市社会福祉協議会 苫小牧市若草町3丁目3番8号

児童デイサービス 紋別市幼児療育センター 紋別市 紋別市花園町5丁目4-63

小規模多機能型居宅介護 菊水こまちの郷 (社福)　渓仁会 札幌市白石区菊水上町4条3丁目94番地64

独立型社会福祉士事務所 ちいさな手 (特定)地域福祉支援センターちいさな手 上川郡新得町西3線50番地15

児童養護施設 弘前愛成園 (社福)弘前愛成園 弘前市大字豊原1-1-3

養護老人ホーム 安生園 (社福)青森県すこやか福祉事業団 青森市浜館字間瀬85-1

老人デイサービスセンター 三愛 (社福)愛児福祉会 西津軽郡深浦町大字関字栃沢78-3

弘前大清水ホーム (社福)藤聖母園 弘前市清原4-9-2

緑青園 (社福)緑風会 平川市沖館和田84番地

安住の里 (社福)つがる市社会福祉協議会 つがる市稲垣町豊川宮川143-1

さくら荘 (社福)さくら会 三戸郡五戸町大字倉石中市字新山平64-1

修光園 (社福)八陽会 八戸市大字十日町字黒坂35

正寿園 (社福)平元会 青森市田茂木野字阿部野63番地2

弘前市西部地域包括支援センター (社福)嶽暘会 弘前市大字五代字田屋敷240-1

青森市中央地域包括支援センター (医)三良会 青森市新町2丁目1番8号

青森市地域包括支援センター　寿永 (社福)平元会 青森市高田字川瀬186番地

むつ市地域包括支援センターみちのく (社福)青森社会福祉振興団 むつ市十二林11-13

障害者支援施設 障がい者支援施設　のぞみ園 (社福)のぞみ会 八戸市大字大久保字大山22-10

弘前市障害者生活支援センター 弘前市 弘前市土手町154-1

ケアステーション淨信館 (株)コサカ・ライフサポート 八戸市一番町2丁目3-12

青森慈恵会病院 (社)慈恵会 青森市大字安田字近野146-1

村上病院 (医)芙蓉会 青森市浜田3丁目3-14

八戸市社会福祉協議会 (社福)八戸市社会福祉協議会 八戸市根城8-8-155

三沢市社会福祉協議会 (社福)三沢市社会福祉協議会 三沢市幸町3丁目11-5

田子町社会福祉協議会 (社福)田子町社会福祉協議会
三戸郡田子町大字田子字前田2-1
せせらぎの郷 ２Ｆ

地域活動支援センター 地域活動支援センター　すばる (医)芙蓉会 青森市四ツ石里見75-2

青山和敬荘 (社福)岩手和敬会 盛岡市南青山町13-30

山岸和敬荘 (社福)岩手和敬会 盛岡市下米内2-4-13

秀峰苑 (社福)玉山秀峰会 盛岡市玉山区下田字石羽根99-901

千年苑 (社福)千晶会 盛岡市上太田穴口53番地

関生園 (社福)つくし会 一関市真柴字柧木43番地102

明生園 (社福)つくし会 一関市滝沢字寺下2番地1番

寿生苑 (社福)寿生会 下閉伊郡田野畑村田野畑120-18

友愛園 (社福)友愛会 胆沢郡金ヶ崎町西根揚場後8-2

たきざわの家 (社福)麗沢会 岩手郡滝沢村鵜飼字細谷地22-1

八天の里 (社福)博愛会 北上市更木34地割320番地1

浅岸和敬荘 (社福)岩手和敬会 盛岡市浅岸三丁目23番50号

ぎんたらす久慈 (社福)久慈市社会福祉事業団 久慈市旭町第7地割105番地10

特別養護老人ホーム

障害福祉サービス事業（注2）

障害福祉サービス事業（注2）

北海道

岩手県

社会福祉協議会

地域包括支援センター

特別養護老人ホーム

青森県

救護施設

病院
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介護老人保健施設 リハビリタウンくじ (医)健生会 久慈市旭町第8地割100-2

青雲荘 (社福)小原慶福会 盛岡市加賀野4-8-33

和光学園 (社福)岩手県社会福祉事業団 盛岡市青山1丁目25-2

城南介護支援センター (社福)千晶会 盛岡市神明町8-4

千年苑介護支援センター (社福)千晶会 盛岡市上太田穴口53番地

都南あけぼの荘　介護支援センター （社福）藤実会 盛岡市湯沢4-25-1

花泉町デイサービスセンター　ソエル花泉 (社福)二桜会 一関市花泉町涌津字一ノ町76

ケアガーデン高松公園介護支援センター (社福)麗沢会 盛岡市上田字毛無森二番地七

八天の里デイサービスセンター (社福)博愛会 北上市更木34地割320番地1

元気丸 (社福)いきいき牧場 盛岡市川目第6地割93-4

ルンビニー苑 (社福)光林会 花巻市石鳥谷町中寺林12-54-9

虹の家 (社福)フレンドシップいわて 胆沢郡金ヶ崎町六原町の内表道下31-2

第二ふじの実学園 (社福)ふじの実会 一関市藤沢町新沼字西風46番地8

岩手県立療育センター 岩手県 盛岡市手代森6-10-6

室蓬館 (社福)室蓬会 一関市大東町大原字有南田90-1

ポパイの家 (社福)八幡平市社会福祉協議会 八幡平市大更第39地割139番地

すきっぷ (社福)若竹会 宮古市緑ヶ丘2-3

一関病院 (医)博愛会 一関市大手町3番36号

岩手県立磐井病院 岩手県 一関市狐禅寺字大平17番地

昭和病院 (医社)愛生会 一関市田村町6-3

福祉事務所 宮古市福祉事務所 宮古市 宮古市新川町2番1号

盛岡市社会福祉協議会 (社福)盛岡市社会福祉協議会 盛岡市若園町2-2

一関市社会福祉協議会 (社福)一関市社会福祉協議会 一関市城内1-36

紫波町社会福祉協議会 (社福)紫波町社会福祉協議会 紫波郡紫波町二日町字古館356-1

城南指定居宅介護支援事業所 (社福)千晶会 盛岡市神明町8番4号

わがの里在宅介護支援センター (社福）和江会 北上市下江釣子10-74-3

地域包括支援センター 一関西部地域包括支援センター 一関地区広域行政組合 一関市竹山町7番地2

軽費老人ホーム ケアハウスそれいゆ (社福)仙台白百合会 仙台市泉区本田町20番15号

リンデンバウムの杜 (医)晃和会 気仙沼市東新城2丁目9-1

利府仙台ロイヤルケアセンター (医財)明理会 宮城郡利府町利府字新揺橋115

春風のころ (医)福祉の森 仙台市若林区日辺字沖田15番

養護老人ホーム 仙台長生園 (社福)仙台市社会事業協会 仙台市青葉区葉山町8番1号

パルシア (社福)カトリック児童福祉会 仙台市宮城野区燕沢東3丁目8番10号

かむりの里 (社福)杜の村 仙台市宮城野区岩切字東河原352番地3

せんだんの里 (社福)東北福祉会 仙台市青葉区国見ヶ丘6丁目149番地1

リベラ荘(注3) (社福)東北福祉会 仙台市青葉区国見ヶ丘7丁目141-9

せんだんの館(注4) (社福)東北福祉会 仙台市青葉区水の森3丁目43-10

寶樹苑 (社福)無量壽会 仙台市青葉区双葉ヶ丘2丁目9番2号

仙台楽生園 (社福)仙台市社会事業協会 仙台市青葉区葉山町8番1号

愛泉荘 (社福)愛泉会 仙台市泉区七北田字道24番2

百合ヶ丘苑 (社福)仙台白百合会 仙台市泉区本田町20番15号

エコーが丘 (社福)陽光福祉会 仙台市青葉区芋沢字横前一番地の2

大石原苑 (社福)大石ヶ原会 仙台市青葉区南吉成7丁目14番1

暁星園 (社福)カトリック児童福祉会 仙台市宮城野区安養寺2丁目24-5

愛光園 (社福)栗駒峰寿会 栗原市栗駒岩ヶ崎三島255

国見苑 (社福)国見会 仙台市青葉区国見6丁目40-35

春圃園 (社福)春圃会 気仙沼市本吉町中島358-3

みどり荘 (社福)宮城緑風会 角田市佐倉字上土浮2-2

やもと赤井の里 (社福)東松島福祉会 東松島市赤井字川前四番83番地

宮城県

岩手県

障害福祉サービス事業（注2）

社会福祉協議会

病院

特別養護老人ホーム

老人デイサービスセンター

障害者支援施設

児童養護施設

居宅介護支援事業

老人介護支援センター

介護老人保健施設
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デイサービスセンター　ラビット (社福)泉寿会 仙台市泉区上谷刈字長命10番地

葉山デイサービスセンター (社福)仙台市社会事業協会 仙台市青葉区葉山町8番1号

国見デイサービスセンター (社福)国見会 仙台市青葉区国見3丁目5-2

春圃苑デイサービスセンター (社福)春圃苑 気仙沼市本吉町津谷明戸3番地

燕沢地域包括支援センター (社福)カトリック児童福祉会 仙台市宮城野区燕沢東3丁目8番10号

鶴ヶ谷地域包括支援センター (社福)カトリック児童福祉会 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2-8-1　　

五橋地域包括支援センター (社福)仙台市社会福祉協議会 仙台市青葉区五橋2丁目12番2号

国見地域包括支援センター (社福)国見会 仙台市青葉区八幡4丁目2-1　早美ビル102

小松島地域包括支援センター (社福)仙台キリスト教育児院 仙台市青葉区小松島新堤7番1号

将監地域包括支援センター (社福)愛泉会 仙台市泉区将監11丁目11-8

虹の丘地域包括支援センター (社福)虹の会 仙台市泉区虹の丘一丁目10番地の6

泉中央地域包括支援センター (社福)愛泉会 仙台市泉区七北田字道24-2

福田町地域包括支援センター (社福)宮城厚生福祉会 仙台市宮城野区田子字富里223

岩沼市社会福祉協議会 地域包括支援センター (社福)岩沼市社会福祉協議会 岩沼市相の原1-2-14

あやし地域包括支援センター アサヒサンクリーン株式会社 東北支部 仙台市青葉区落合4-2-22

栗原市築館・志波姫地域包括支援センター (社福)栗原市社会福祉協議会 栗原市志波姫沼崎南沖452番地

柴田町地域包括支援センター (社福)柴田町社会福祉協議会 柴田郡柴田町大字船岡中央1丁目9-2

仙台市宮城野障害者福祉センター(注4) 仙台市 仙台市宮城野区大梶16-2

仙台市太白障害者福祉センター(注4) 仙台市 仙台市太白区長町南1丁目6番10号

仙台市若林障害者福祉センター(注3) (財)仙台市障害者福祉協会 仙台市若林区遠見塚東8番1号

ひかり苑 (社福)みずきの郷 仙台市青葉区上愛子字道上59-4

高砂はげみホーム (社福)仙台はげみの会 仙台市宮城野区福室7丁目8番20号

大野田はぎの苑 (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市太白区大野田字宮脇10番地の1

フォンテーヌ (社福)愛子福祉会 仙台市若林区文化町15-12

幸泉学園 (社福)愛泉会 仙台市泉区七北田字道27番地

工房かやの実 (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市泉区七北田字日野3-4

ひたかみ園 (社福)石巻祥心会 石巻市門脇字元捨喰5-1

ひまわりホーム 岩沼市 岩沼市里の杜3丁目5番22号

工房しらかば (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市青葉区中山3丁目20-15

仙台ワークキャンパス (社福)共生福祉会 仙台市太白区袋原五丁目12番1号

静和園 (社福)静和会 亘理郡山元町真庭字名生東72-2

仙台市社会福祉協議会（注4）
(いずれかの区に配属)

(社福)仙台市社会福祉協議会 仙台市青葉区二日町4番3号

石巻市社会福祉協議会 (社福)石巻市社会福祉協議会 石巻市中央2丁目4番20号

栗原市社会福祉協議会 (社福)栗原市社会福祉協議会 栗原市築館薬師3丁目6番2号

七ヶ浜町社会福祉協議会 (社福)七ヶ浜町社会福祉協議会 宮城郡七ヶ浜町汐見台7丁目8番153号

南三陸町社会福祉協議会 (社福)南三陸町社会福祉協議会 本吉郡南三陸町歌津枡沢28番1号

大崎市社会福祉協議会 (社福)大崎市社会福祉協議会 大崎市古川三日町二丁目5番1号

富谷町社会福祉協議会 (社福)富谷町社会福祉協議会 黒川郡富谷町富谷字桜田1-1

涌谷町社会福祉協議会 (社福)涌谷町社会福祉協議会 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192番

名取市社会福祉協議会 (社福)名取市社会福祉協議会 名取市増田字柳田80

岩沼市社会福祉協議会 (社福)岩沼市社会福祉協議会 岩沼市里の杜3丁目4番15号

障害者相談支援事業 ぴぼっと支倉　とびら (社福)つどいの家 仙台市青葉区支倉町2-35

救護施設 東山荘 (社福)国見会 仙台市青葉区国見6丁目39-1

福祉事務所 登米市福祉事務所 登米市 登米市南方町新高石浦130番地

ホープすずかけ (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5丁目22番1号

くるみの木 (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市青葉区小田原4丁目1-2

ワーキングギルド花梨 (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市若林区鶴代町4番44号

こまくさ苑 (社福)なのはな会 仙台市青葉区荒巻神明町2番10号

工房けやき (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市太白区東中田2-15-1

障害者支援施設

宮城県

障害福祉サービス事業（注2）

身体障害者福祉センター

老人デイサービスセンター

地域包括支援センター

社会福祉協議会
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ラボラーレ登米 (社福)ふれあいの里 登米市迫町新田字対馬51-7

株式会社　アイエスエフネットライフ仙台 （株）アイエスエフネットライフ仙台
仙台市若林区新寺1丁目4番5号
ＮＯＲＴＨＰＩＡビル　8F

障害福祉サービス事業所　ほうゆう (社福)幸生会 仙台市泉区実沢字館後8-2

こぶし (社福)仙台市手をつなぐ育成会 仙台市太白区門前町12-30

短期入所生活介護 仙台楽生園 (社福)仙台市社会事業協会 仙台市青葉区葉山町8-1

丘の家子どもホーム (社福)仙台キリスト教育児院 仙台市青葉区小松島新堤7番1号

旭が丘学園 （社福）旭が丘学園 宮城県気仙沼市舘山2丁目2番32号

気仙沼市障害者生活支援センター (社福)洗心会 気仙沼市田中前4-2-7

ハンズ太白(注3) (財)仙台市障害者福祉協会 仙台市太白区長町南1丁目6-10

泉病院 (財)宮城厚生協会 仙台市泉区長命ヶ丘二丁目1番地の1

坂総合病院 (財)宮城厚生協会 多賀城市下馬2-13-7

仙台社会保険病院 全国社会保険協会連合会 仙台市青葉区堤町3-16-1

仙台赤十字病院 日本赤十字社 仙台市太白区八木山本町2-43-3

総合南東北病院 (社医)将道会 岩沼市里の杜1丁目2番5号

西多賀病院 (独)国立病院機構 仙台市太白区鈎取本町2-11-11

東北大学病院 国立大学法人 仙台市青葉区星陵町1-1

大崎市民病院 大崎市 大崎市古川穂波3丁目8番1号

栗原市立栗原中央病院 栗原市 栗原市築館宮野中央3丁目1番1号

齋藤病院 （医社）仁明会 石巻市山下町1-7-24

公立黒川病院 公益社団法人地域医療振興協会 黒川郡大和町吉岡字西桧木60

やすらぎホーム　けやき (社福)秋田けやき会 秋田市御所野下堤5丁目1番5号

平成園 (社福)雄勝福祉会 湯沢市小野字大沢田221番地

神山荘 (社福)大館圏域ふくし会 大館市花岡町字神山6番2号

健寿苑 湯沢市 湯沢市駒形町字八面寺下谷地75-4

すこやか森の家 (社福)ファミリーケアサービス 横手市婦気大堤字婦気前154-1

永楽苑 (社福)秋田県民生協会 北秋田市上杉字金沢162-1

なごみのさと (医)あけぼの会 大仙市大曲船場町1丁目1番4号

やかた (社福)縄文の杜 山本郡三種町鹿渡字猿田牛渕25-61

三楽園 (医)久盛会 秋田市飯島字堀川84番地20

老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンター　永楽苑 (社福)秋田県民生協会 北秋田市川井字才ノ神61-13

泉地域包括支援センター　リンデンバウム (社福)いずみ会 秋田市泉菅野2丁目17番11号

仙北市包括支援センター 仙北市 仙北市西木町上荒井字古堀田47

愛光園 (社福)雄勝福祉会 湯沢市寺沢字段ノ上4番地5

秋田県高清水園 (社福)秋田県社会福祉事業団 秋田市上北手猿田字苗代沢14-1

道目木更生園 (社福)大館圏域ふくし会 大館市道目木字陣場岱38

竹生寮 (社福)秋田育明会 秋田市柳田字竹生168番地

複合施設　ぱあとなあ (社福)雄勝福祉会 湯沢市両神15-1

ごろりんはうす （特定）あきた福祉共生会 秋田市山王新町13-21-3F

しょうがい者就労継続支援事業所　すてっぷ (社福)米沢栄光の里 米沢市東2丁目8-54

横手市福祉事務所 ※市民のみ 横手市 横手市中央町8番2号

大館市福祉事務所 大館市 大館市字三ノ丸103-4

大仙市社会福祉協議会 ※市民のみ (社福)大仙市社会福祉協議会 大仙市小貫高畑字中荒所60-5

由利本荘市社会福祉協議会　由利支所 (社福)由利本荘市社会福祉協議会 由利本荘市瓦谷地1

藤里町社会福祉協議会 (社福)藤里町社会福祉協議会 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇40

羽後町社会福祉協議会 (社福)羽後町社会福祉協議会 雄勝郡羽後町林崎字五林坂21-1

大仙障害者相談支援センター　かしわ (社福)柏仁会 大仙市強首字上野台23-18

相談支援事業所　サンワーク六郷 （社福）慈泉会 仙北郡美郷町六郷字熊野213番地1

秋田県

宮城県

相談支援事業所

社会福祉協議会

特別養護老人ホーム

相談支援事業所

障害者支援施設

障害福祉サービス事業（注2）

福祉事務所

介護老人保健施設

地域包括支援センター

児童養護施設

病院

障害福祉サービス事業（注2）
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母子生活支援施設 白百合ホーム (社福)大館感恩講 ※非公開

児童デイサービス モモの家 (社福)ファミリーケアサービス 横手市横山町1番1号

児童養護施設 寒河江学園 (社福)寒河江学園 寒河江市字下河原224-1

児童自立支援施設 山形県立朝日学園 山形県 西村山郡大江町大字藤田837-4

知的障害児通園施設 山形ひかり園 (社福)牧人会 上山市金谷字金ヶ瀬1111

ながまち荘 (社福)恩賜財団　済生会支部山形県済生会 山形市長町751番地

愛日荘 (社福)恩賜財団　済生会支部山形県済生会 山形市大字妙見寺4番地

やまのべ荘 (社福)恩賜財団　済生会支部山形県済生会 東村山郡山辺町大字大塚814番地2

かたばみ荘 (社福)かたばみ会 酒田市北千日堂前字松境18番1

白水荘 (社福)東根福祉会 東根市大字野川2074-99

かつろくの里 (社福)新庄かつろく会 新庄市金沢字西ノ山3027番10

芙蓉荘 (社福)光風会 酒田市宮野浦3丁目20番1号

蔵王やすらぎの里 (社福)妙光福祉会 山形市蔵王上野920番地

長生園　　　　　　　　　　 (社福)松寿会 寒河江市大字柴橋2246番地の1

幸楽荘 (社福)幾久栄会 酒田市小原字前田50

みずほの里 (社福)みゆき福祉会 上山市牧野字清水21番1

地域密着型特別養護老人ホーム　ながすずの里 (社福)　みゆき福祉会 上山市長清水2丁目5番19号

慈光園 (社福)　長井福祉会 長井市小出3453

デイサービス回春堂　花沢 (社福)回春堂 米沢市大字花沢2986番地の1

ぬくひデイサービスセンター （株）東北福祉企画 西村山郡朝日町大字宮宿1182-17

新庄市地域包括支援センター (社福)新庄市社会福祉協議会 新庄市五日町字宮内240番地2

地域包括支援センターふれあい （医社）悠愛会 山形市桜田西4丁目1番14号

地域包括支援センター大森 (社福)山形 山形市大字大森2139番地1

フローラさいせい (社福)恩賜財団　済生会支部山形県済生会 山形市小白川町2丁目3番1号

シェ･モア (社福)光風会 酒田市緑町13番37号

さくらパレス （医社）悠愛会 山形市桜田西4丁目3番26号

紅寿の里 (社医)みゆき会 西村山郡河北町大字溝延字本丸8番1号

山形県立ワークショップ明星園 (社福)山形県社会福祉事業団 山形市長町728番地の2

山形県立梓園 (社福)山形県社会福祉事業団 米沢市大字三沢26100番地の14

希望が丘まつのみ寮 (社福)山形県社会福祉事業団 東置賜郡川西町大字下小松2045-20

希望が丘しらさぎ寮 (社福)山形県社会福祉事業団 東置賜郡川西町大字下小松2045-20

希望が丘こだま寮 (社福)山形県社会福祉事業団 東置賜郡川西町大字下小松2045-20

希望が丘ひめゆり寮 (社福)山形県社会福祉事業団 東置賜郡川西町大字下小松2045-20

山形県立吹浦荘 (社福)山形県社会福祉事業団 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山21番地の14

慈丘園 (社福)山形県社会福祉事業団 鶴岡市下川字窪畑183番地5

光風園 (社福)光風会 酒田市宮野浦3丁目21番28号

向陽園 (社福)愛泉会 山形市大字長谷堂4687

障害福祉サービス事業（注2） つばさ (社福)山形県社会福祉事業団 米沢市城西1-3-78

障害者相談支援事業 向陽園地域生活支援センター心音 (社福)愛泉会 山形市深町2丁目2番22号

山形済生病院 (社福)恩賜財団　済生会支部山形県済生会 山形市沖町79-1

山形病院 (独)国立病院機構 山形市行才126-2

米沢病院 (独)国立病院機構 米沢市大字三沢26,100-1

寒河江市福祉事務所　　　　　※市民のみ 寒河江市 寒河江市中央2丁目2番1号

米沢市福祉事務所 米沢市 米沢市金池5丁目2番25号

新庄市福祉事務所 新庄市 新庄市沖の町10番37号

東根市福祉事務所 東根市 山形県東根市中央一丁目１番１号

山形県

介護老人保健施設

病院

秋田県

老人デイサービスセンター

障害者支援施設

福祉事務所

地域包括支援センター

特別養護老人ホーム

6



鶴岡市社会福祉協議会 (社福)鶴岡市社会福祉協議会 鶴岡市泉町5-30

米沢市社会福祉協議会 (社福)米沢市社会福祉協議会 米沢市西大通1丁目5番60号

山形市社会福祉協議会 (社福)山形市社会福祉協議会 山形市城西町2丁目2番22号

酒田市社会福祉協議会 (社福)酒田市社会福祉協議会 酒田市新橋二丁目1番地の19

南陽市社会福祉協議会 (社福)南陽市社会福祉協議会 南陽市赤湯215番地の2

新庄社会福祉協議会 (社福)新庄市社会福祉協議会 新庄市五日町字宮内240番地2

尾花沢市社会福祉協議会 (社福)尾花沢市社会福祉協議会 尾花沢市新町3-2-5

東根市社会福祉協議会 (社福)東根市社会福祉協議会 東根市中央1丁目3番5号

酒田市社会福祉協議会 (社福)酒田市社会福祉協議会 酒田市新橋二丁目1番地の19

相談支援事業 置賜障害者就業・生活支援センター (社福)山形県社会福祉事業団 長井市台町4-24

慈光園 (社福)長井福祉会 長井市小出3453

幸楽荘 (社福)幾久栄会 酒田市市条字荒瀬115

なごみ指定居宅介護支援事業所 （株）多田 寒河江市大字日和田6-11

在宅介護支援センター慈光園 (社福)長井福祉会 長井市小出3453

児童養護施設 福島愛育園 (社福)福島愛育園 福島市田沢字躑躅ヶ森16

パライソごしき (社福)五彩会 いわき市鹿島町久保字仲田10番地の1

はなまる共和国 (社福)飛鳥 いわき市平字林作207番5

安達ヶ原　あだたら荘 (社福)あだち福祉会 二本松市安達ヶ原1丁目291番地1

ハッピー愛ランド (社福)北信福祉会 福島市南矢野目字才ノ後6番2

カーサ・ミッレ (社福)安積福祉会 郡山市安積町笹川字西宿77

北原荘 (社福)天心会 喜多方市松山町村松字北原3656-11

はなしのぶ (社福)わたり福祉会 福島市平石字堰ノ上3

おおつき (社福)くわの福祉会 郡山市大槻町字西勝ノ木5番地の1

コクーン (社福)コクーン 伊達郡桑折町字桑島四9-4

スプリングガーデンあさか　 (社福)いずみ福祉会 郡山市安積町笹川字目光池西10-1

望洋荘 (社福)りくさん会 いわき市平豊間字合磯39

笑風苑 （社福）笑風会 郡山市喜久田町前田沢字小室山5-45

南東北グランプラス八山田 (社福)南東北福祉事業団 郡山市富久山町八山田字土布池55-1

南東北シルクロード館 (社福)南東北福祉事業団 伊達郡川俣町大字鶴沢字池ノ上30-1

児童相談所 福島県会津児童相談所 福島県 会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3

軽費老人ホーム ケアハウス　光の森の家 (社福)共生福祉会 郡山市横川町字遠後50-8

老人デイサービスセンター デイサービスセンター　光の森 (社福)共生福祉会 郡山市横川町字遠後50-8

福島市清水東地域包括支援センター 福島中央市民医療生活協同組合 福島市北沢又字番匠田5

常磐・遠野地域包括支援センター (特定)地域福祉ネットワークいわき いわき市常磐湯本町吹谷76

芳賀・小原田地域包括支援センター (財)星総合病院 郡山市芳賀1-16-1

郡山西部地域包括支援センター 郡山医療生活協同組合 郡山市島2丁目9-18

勿来・田人地域包括支援センター (特定)地域福祉ネットワークいわき いわき市錦町大島1

三島町地域包括支援センター (社福)みしま 大沼郡三島町大字宮下下乙田889番地

南相馬市地域包括支援センター (社福) 南相馬市社会福祉協議会 南相馬市原町区小川町322番地1

福島市第三東部地域包括支援センター (社福)　創世福祉事業団 福島市春日町14-14

静心園 (社福)けやきの村　 福島市飯坂町中野字堰場41

父の夢 (社福)つばさ福祉会 福島市八木田字並柳41-3

あづま授産所 (社福)しのぶ福祉会 福島市笹木野字表屋敷45-3

太陽学園 (社福)太陽学園 福島市桜木町11-16

アガッセ (社福)会津療育会 会津若松市神指町榎木檀73

おおぞらの夢 (社福)つばさ福祉会 福島市南矢野目字桜内前6-9

新おおぞらの夢 (社福)つばさ福祉会 福島市南矢野目字桜内前6-9

障がい福祉サービス事業所　コパン （社福）心愛会 会津若松市一箕町亀賀字北柳原52

山形県

福島県

地域包括支援センター

社会福祉協議会

障害福祉サービス事業（注2）

障害者支援施設

居宅介護支援事業

特別養護老人ホーム
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障がい者相談支援事業所　アガッセ (社福)会津療育会 会津若松市一箕町鶴賀字下柳原88-4

相談支援事業所　結いの里 (社福)希望の杜福祉会 いわき市平沼ノ内諏訪原2-5-7

総合南東北病院 (財)脳神経疾患研究所 郡山市八山田7-115

綜合病院 福島赤十字病院 日本赤十字社 福島市入江町11-31

会津中央病院 一般財団法人　温知会 会津若松市鶴賀町1-1

医療生協　わたり病院 福島医療生活共同組合 福島市渡利字中江町34

救護施設 郡山せいわ園 (社福)郡山清和救護園 郡山市舞木町字間明田104番地

福祉事務所 会津若松市福祉事務所 会津若松市 会津若松市東栄町3-46

伊達市社会福祉協議会　　　　※市民のみ (社福)伊達市社会福祉協議会 伊達市保原町字宮下111番地2

須賀川市社会福祉協議会 　　※市民のみ (社福)須賀川市社会福祉協議会 須賀川市牛袋町5

二本松市社会福祉協議会 (社福)二本松市社会福祉協議会 二本松市油井字濡石1-2

いわき市社会福祉協議会 (社福)いわき市社会福祉協議会 いわき市平字菱川町1-3

福島市社会福祉協議会 (社福)福島市社会福祉協議会 福島市森合町10-1

喜多方市社会福祉協議会　※市民のみ (社福)喜多方市社会福祉協議会 喜多方市字上江3646番地1喜多方市総合福祉センター内

相馬市社会福祉協議会　※市民のみ (社福)相馬市社会福祉協議会 相馬市小泉字高池357相馬市総合福祉センター内

白河市社会福祉協議会 (社福)白河市社会福祉協議会 白河市北中川原313

福島恵風園 (社福)福島福祉施設協会 福島市仁井田字龍神前2-1

会津長寿園 (社福)会津長寿園 会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙459-3

介護老人保健施設 ひもろぎの園 (医)慈泉会 白河市関辺川前88

【関東】

都道

府県

児童養護施設 養徳園 (社福)養徳園 さくら市喜連川1025

知的障害児施設 桜ふれあいの郷 (社福)とちぎ健康福祉協会 さくら市鍛冶ヶ沢157-6

宇都宮市社会福祉協議会　　 ※市民のみ (社福)宇都宮市社会福祉協議会 宇都宮市中央1-1-15

壬生町社会福祉協議会 (社福)壬生町社会福祉協議会 下都賀郡壬生町大字壬生甲3843-1

那須町社会福祉協議会 (社福)那須町社会福祉協議会 那須郡那須町大字寺子乙2566番地1

栃木市社会福祉協議会 (社福)栃木市社会福祉協議会 栃木市今泉町2-1-40

デイセンターすぎの芽 (社福)すぎの芽会 宇都宮市板戸町3650番地

悦山荘 (社福)星風会 栃木市田村町928番地

すぎの芽学園 （社福）すぎの芽会 宇都宮市板戸町3650

桜花 (社福)恵友会 さくら市氏家1799-1

社会就労センター　いぶき (社福)恵友会 塩谷郡高根沢町桑窪2266-2

榛名憩の園 (社福)新生会 高崎市中室田町2252番地

天界園 (社福)宏志会 高崎市下佐野町553番地

森の小径 (社福)恵林 高崎市浜川町836-2

シェステさとの花 (社福)マグノリアニセン 高崎市乗附町208番地

ロータスヴィレッジ (社福)光徳会 伊勢崎市豊城町2780-2

希望館 (社福)希望館 高崎市江木町1093-1

病院 社会保険群馬中央総合病院 (社)全国社会保険協会連合会 前橋市紅雲町1-7-13

福島県

栃木県

特別養護老人ホーム

相談支援事業

社会福祉協議会

病院

障害者支援施設

施設・事業種別 法人名・設置者(注1)施設・事業名 所在地

群馬県

養護老人ホーム

社会福祉協議会

障害福祉サービス事業（注2）
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草加キングス・ガーデン (社福)キングス・ガーデン埼玉 草加市遊馬町185

パストーン浅間台 (社福)美鈴会 上尾市浅間台2-17-1

地域包括支援センター　ふじみ苑 (社福)富士見市社会福祉事業団 富士見市大字鶴馬3360番地1

さいたま市浦和区東部圏地域包括支援センター
スマイルハウス浦和

(社福)浦和福祉会 さいたま市浦和区領家4－13－3

在宅介護支援センター スマイルハウス在宅介護支援センター (社福)浦和福祉会 さいたま市緑区大崎2160

障害者支援施設 皆光園 (社福)埼玉県社会福祉事業団 深谷市人見1998

生活介護事業所 プロペラ 所沢市 所沢市坂之下673-1

社会福祉協議会 越谷市社会福祉協議会　※市民のみ (社福)越谷市社会福祉協議会 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号

いなの里 (社福)青洲会 つくばみらい市長渡呂新田840-2

ゆたか園 (社福)豊潤会 那珂市後台2042-1

のぞみ (社福)欅会 石岡市大砂10527-6

阿見こなん (社福)清洲会 稲敷郡阿見町南平台1-33-10

成華園 (社福)正和会 日立市久慈町4-19-21

老人デイサービスセンター サンシャインつくば (社福)聖朋会 かすみがうら市上大堤210番地の27

介護老人保健施設 ゆうゆう (社)石岡市医師会 石岡市大砂10528-14

ありすの杜 (社福)勇成会 水戸市下入間町1924-1

ユーカリの里 (社福)勇成会 鉾田市上太田465-1

神栖市社会福祉協議会 （社福）神栖市社会福祉協議会 神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福祉会館2階

土浦市社会福祉協議会 (社福) 土浦市社会福祉協議会 土浦市大和町9-2ウララ２ビル ４階

古河市社会福祉協議会 (社福)古河市社会福祉協議会 古河市新久田271-1

龍ヶ崎市社会福祉協議会 (社福)龍ヶ崎市社会福祉協議会 龍ヶ崎市馴柴町834-1

地域包括支援センター 地域包括支援センター　成華園 (社福)正和会 茨城県日立市久慈町4-19-21

福祉型障害児入所施設 袖ヶ浦のびろ学園 (社福)嬉泉 袖ヶ浦市下新田1680

八幡苑 （社福）豊珠会 柏市篠籠田1390番地

美香苑 （社福）八千代美香会 八千代市村上641

慈祐苑 (社福)慶美会 鎌ケ谷市道野辺214-4

千葉市社会福祉協議会 千葉市 千葉市中央区千葉寺町1208-2

市川市社会福祉協議会 (社福)市川市社会福祉協議会 市川市東大和町田1-2-10

障害者支援施設 沼南育成園 (社福)桐友学園 柏市大津ヶ丘2-19-5

小山児童学園 (社福)東京都社会福祉事業団 東久留米市野火止2-22-26

 小百合の寮 (社福)カリタスの園 杉並区井草4-19-28

サンライズ万世 (社福)恩賜財団　東京都同胞援護会 ※非公開

ベタニヤホーム (社福)ベタニヤホーム ※非公開

新宿区立かしわヴィレッジ (社福)新宿区社会福祉事業団 ※非公開

知的障害児通園施設 子どもの生活研究所めばえ学園 (社福)嬉泉 世田谷区船橋1-30-9

盲ろうあ児施設 東京愛育苑金町学園 (社福)東京愛育苑金町学園 葛飾区水元3丁目13番8号

医療型障害児入所施設
・療養介護

島田療育センター (社福)日本心身障害児協会 多摩市中沢1-31-1

通所介護 高齢者在宅サービスセンター　清雅 (社福)東京聖労院 清瀬市中里5-91-2

小松原園 (社福)親和福祉会 八王子市犬目町688番地2

きく (社福)協和会 江戸川区鹿骨3-16-6

清風園 (社福)賛育会 町田市金井7-17-13

第二清風園 (社福)賛育会 町田市薬師台3-270-1

好日苑 (社福)響会 大田区上池台5-7-1

渋谷区あやめの苑・代々木 (社福)渋谷区社会福祉事業団 渋谷区代々木3-35-1

 なぎさ和楽苑 （社福）東京栄和会 江戸川区西葛西8丁目1番1号

特別養護老人ホーム

東京都

社会福祉協議会

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

千葉県

茨城県

児童養護施設

埼玉県

地域包括支援センター

特別養護老人ホーム

障害者支援施設

社会福祉協議会

母子生活支援施設
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 ゆたか苑 (社福)恩賜財団　東京同胞援護会 豊島区長崎3-26-4

やすらぎミラージュ (社福)章佑会 練馬区大泉町4丁目24番7号

白十字ホーム (社福)白十字会 東村山市諏訪町2-26-1

ニューフジホーム (社福)恩賜財団　東京都同胞援護会 昭島市中神町1260番地

北区立特別養護老人ホーム　桐ケ丘やまぶき荘 (社福)東京聖労院 北区桐ケ丘1-16-26

清雅苑 (社福)東京聖労院 清瀬市中里5-91-2

第二南陽園 (社福)俗風会 杉並区高井戸西1丁目12-1

つきみの園 (社福)東京聖労院 小金井市中町2-15-25

南陽園 (社福)俗風会 杉並区高井戸西1-12-1

パール代官山 (社福)パール 渋谷区針山町3-27

マザアス新宿 (社福)マザアス 新宿区新宿7-3-31

介護老人福祉施設 介護老人保健施設　池袋えびすの郷 (医社)日成会 豊島区池袋本町2-34-1

福祉事務所 調布市福祉事務所 調布市 調布市小島町2丁目35番地1

西東京市社会福祉協議会 (社福)西東京市社会福祉協議会 西東京市中町1-6-8

調布市社会福祉協議会 (社福)調布市社会福祉協議会 調布市小島町2-47-1

徳丸地域包括支援センター (社福)北野会 板橋区徳丸3-32-28

九品仏あんしんすこやかセンター (社福)老後を幸せにする会 世田谷区玉川田園調布2‐16‐12

きよせ清雅地域包括支援センター (社福)東京聖労院 清瀬市中里5-91-2

小金井市ひがし地域包括支援センター (社福)東京聖労院 小金井市中町2-15-25

東京都北区桐ケ丘やまぶき荘地域包括支援センター (社福)東京聖労院 北区桐ヶ丘1-16-26

中野区中野地域包括支援センター (社福)奉優会

光の家新生園 (社福)東京光の家 日野市旭が丘1-17-17

レインボーハウス明石 (社福)東京都知的障害者育成会 中央区明石町1-6

日野療護園 東京都 日野市落川245-1

アクティビティーセンターはばたけ (社福)おおぞら会 三鷹市野崎3-17-9

加賀福祉園第二実習ホーム 板橋区 板橋区加賀1-7-2

障害者支援通所施設　つばさ福祉工房 (社福)台東つばさ福祉会 台東区松が谷2-6-2

東京都町田通勤寮 (社福)つるかわ学園 町田市南成瀬1-5-3

 渋谷区障害者福祉センター はあとぴあ原宿 (社福)友愛学園 渋谷区神宮前3-18-37

八王子市障害者療育センター (社福)みずき福祉会 八王子市長沼町1306-4

奥沢福祉園 世田谷区 世田谷区奥沢6-29-2

コロニー東村山 (社福)東京コロニー 東村山市秋津町2-22-9

コロニー中野 (社福)東京コロニー 中野区江原町2-6-7

西大井福祉園 品川区 品川区西大井5-7-24

小金井市障害者福祉センター 小金井市 小金井市緑町4-17-10

国分寺市障害者センター (社福)万葉の里 国分寺市泉町2-3-8

足立あかしあ園 (社福)あいのわ福祉会 足立区青井4-30-5

上池台障害者福祉会館 大田区 太田区上池台5-5-1

就労移行支援事業　natura (特定)つぼみ 江戸川区中葛西2-8-3-1F

ベロニカ苑 (社福)地の星 町田市成瀬2346

 あすなろ作業所 (社福)同愛会 杉並区方南1-3-4

あさがお （社福）国立市社会福祉協議会 国立市富士見台2-1-32

千代田区立障害者福祉センター えみふる （社福）武蔵野会 千代田区神田駿河台2-5

地域活動支援センター　えどがわ (特定)つぼみ 江戸川区松島3丁目46-10-101

救護施設 救護施設　光華 (社福)多摩養育園 八王子市鑓水４２８

特別養護老人ホーム

東京都

地域活動支援センター

地域包括支援センター

社会福祉協議会

障害者支援施設

障害福祉サービス事業（注2）
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児童発達支援センター うーたん (社福)翔の会 茅ヶ崎市今宿473-1

特別養護老人ホーム シルバータウン相摸原 (社福)恩賜財団　神奈川県同胞援護会 相摸原市南区大野台5-13-7

社会福祉協議会 鎌倉市社会福祉協議会 (社福)鎌倉市社会福祉協議会 鎌倉市卸成町20番21号

老人デイサービスセンター 磯風の謡デイサービスセンター (社福)秀峰会 横浜市磯子区森5-5-53

横浜市左近山地域ケアプラザ (社福)幸済会 横浜市旭区左近山1186番地の2

万騎が原地域ケアプラザ (社福)清正会 横浜市旭区万騎が原4番地

横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ (社福)若竹大寿会 横浜市神奈川区沢渡56-1

横浜市東寺尾地域ケアプラザ (社福)若竹大寿会 横浜市鶴見区東寺尾1-12-3

横浜市新橋地域ケアプラザ (社福)開く会 横浜市泉区新橋町33-1

横浜市桂台地域ケアプラザ (社福)訪問の家 横浜市栄区桂台中4-5

横浜市戸部本町地域ケアプラザ （社福）横浜市福祉サービス協会 横浜市西区戸部本町50-33

横浜市新子安地域ケアプラザ （社福）横浜市福祉サービス協会 横浜市神奈川区新子安1-2-4

横浜市中山地域ケアプラザ （社福）横浜市福祉サービス協会
横浜市緑区中山町413-4
ハーモニーみどり内

横浜市芹が谷地域ケアプラザ (社福)親善福祉協会 横浜市港南区芹が谷2-16-12

医療機関 横須賀共済病院 横須賀共済病院 神奈川県横須賀市米が浜通1-16

光の丘 (社福)白根学園 横浜市旭区白根7丁目10番6号

進和やましろホーム (社福)進和学園 平塚市高根306

障害福祉サービス事業（注2） 藤沢市　太陽の家　藤の実学園 (社福)光友会 藤沢市鵠沼海岸6-6-12

【中部】

都道

府県

つばくろの里 (社福)つばめ福祉会 燕市横田13604

やいろの里 (社福)魚沼地域福祉会 魚沼市岡新田300-3

いずみ福祉園 (社福)更生慈仁会 新潟市西区上新栄町1丁目2番12号

あさひ園 (社福)中蒲原福祉会 新潟市江南区亀田向陽2-6-1

みのわの里更生園 (社福)中越福祉会 長岡市不動沢126-3

コロニーにいがた白岩の里 新潟県 長岡市寺泊藪田6789-4

まごころ寮 新潟県中越福祉事務組合 見附市田井町4476

桜花園 (社福)長岡福祉協会 長岡市西津町字原4668

太陽の村 (社福)新潟太陽福祉会 新潟市北区太夫浜675

緑風園 (社福)のぞみの家福祉会 新発田市五十公野4681番地1

宝珠苑 (社福)阿賀北総合福祉協会 阿賀野市保田5683-23

第2みずほ園 (社福)新潟みずほ福祉会 新潟市西区小見郷屋58番地4

なかまの家 (社福)十日町福祉会 新潟市十日町上野甲2896-2

きぼう福祉園 (社福)いぶきサポート協会 新潟市東区紫竹卸新町2007-1

ワーカーズゆたか (社福)亀田郷芦沼会 新潟市東区豊1-11-10

麦っ子ワークス (社福)更生慈仁会 新潟市西蒲区仁箇2674-6

いからし工房 (社福)県央福祉会 三条市月岡2672番地3

ひかり工房 (社福)小千谷北魚沼福祉会 小千谷市大字小粟田2722番地1

いなほ園ショートステイ (社福)上越老人福祉協会 上越市大字上真砂219

就労センター　白山浦 (社福)新潟市中央福祉会 新潟市中央区白山浦1-312-3

障がい者支援センター　ひだまり工房 (社福)小千谷北魚沼福祉会 小千谷市大字薭生丙199番地22

就労センター　ドリームネクスト (社福)愛宕福祉会 新潟市北区木崎1816番地5

生活介護ワークセンターふじみ (社福)新潟中央福祉会 新潟市東区藤見町1-4-43

新潟県障害者リハビリテーションセンター (社福)豊潤会 新潟市江南区亀田向陽1-9-1

あどばんす (社福)新潟しなの福祉会 新潟市中央区関屋大川前1丁目2-28

地域包括支援センター

障害者支援施設

神奈川県

新潟県

障害福祉サービス事業（注2）

施設・事業種別

障害者支援施設

所在地法人名・設置者(注1)施設・事業名
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たいようＳＯＣＩＯセンター (社福)たいよう福祉会 柏崎市豊町3番5号

ワークセンター日和山 (社福)新潟市中央福祉会 新潟市中央区古町通13番町5148-2

療養介護施設　長岡療育園 (社福)長岡福祉協会 長岡市深沢町字高寺2278番地8

ポプラの家 (社福)新潟もぐら会 新潟市江南区嘉瀬1047-2

安心・安全コールセンター (社福)中越福祉会 長岡市来迎寺1864

新潟天使園 (社福)新潟カリタス会 新潟市西区青山6-10-15

聖母愛児園 (社福)新潟カリタス会 見附市学校町2-14-4

児童デイサービス事業 放課後等デイサービス事業所　チューリップハウス (社福)阿賀北総合福祉協会 阿賀野市曽郷1136番地

児童自立支援施設 新潟学園 新潟県 新潟市西区五十嵐三の町9952番地

児童発達支援・生活介護事業 国立病院機構　西新潟中央病院　通所あかしあ (独法)国立病院機構 新潟市西区真砂1-14-1

太陽の園 (社福)吉田福祉会 燕市吉田法花堂740番地

分水の里 (社福)桜井の里福祉会 燕市新堀2479番地2

白ふじの里 (社福)つばめ福祉会 燕市大曲2472-1

垂水の里 (社福)村上岩船福祉会 岩船郡関川村大字湯沢728番地1

向陽の里 (社福)中蒲原福祉会 新潟市江南区亀田向陽2丁目6番1号

かめだ本町の里 （社福）中蒲原福祉会 新潟市江南区亀田本町1丁目4番14号

黒埼の里 (社福)新潟南福祉会 新潟市西区金巻728番地

いわくすの里 (社福)村上岩船福祉会 村上市上の山2番17号

こぶし園 (社福)長岡福祉協会 長岡市深沢町2278番地8

みしま園 (社福)長岡三古老人福祉会 長岡市宮沢580-3

八色園 魚沼地域特別養護老人ホーム組合 南魚沼市浦佐4059-1

つばめ福寿園 (社福)つばめ福祉会 燕市佐渡745-1

さわたりの郷 (社福)つばめ福祉会 燕市佐渡741-1

こぐち苑 (社福)にいつ福祉会 新潟市秋葉区小口443

横雲の里 (社福)中蒲原福祉会 新潟市江南区阿賀野1-2-1

福住 (社福)長岡三古老人福祉会 長岡市福住2丁目1番15号

あしぬま荘 (社福)亀田郷芦沼会 新潟市東区はなみずき2-3-7

こすど蒼丘の里 (社福)中蒲原福祉会 新潟市秋葉区矢代田3092-12

桜井の里 (社福)桜井の里福祉会 西蒲原郡弥彦村大字麓3036番地

小粟田の里 (社福)小千谷北魚沼福祉会 小千谷市大字小粟田2732番地7

しおかぜ荘 (社福)柏崎刈羽福祉事業協会 柏崎市北園町21-19

うらだての里 (社福)県中央福祉会 三条市東裏館三丁目6番58号

愛宕の園 (社福)愛宕福祉会 新潟市北区松潟1510番地

豊浦愛宕の園 (社福)愛宕福祉会 新発田市荒川町1611番地13

新潟東愛宕の園 (社福)愛宕福祉会 新潟市東区若葉町2丁目17番40号

新穂愛宕の園 (社福)愛宕福祉会 佐渡市新穂瓜生屋339-2

サクラーレ福住 (社福)長岡三古老人福祉会 長岡市福住2丁目1番7号

新穂愛宕の園 (社福)愛宕福祉会 佐渡市新穂瓜生屋339-2

あじさいの里 (社福)ごまどう福祉会 南蒲原郡田上町大字上丙2987番地1

いなほ園 (社福)上越老人福祉協会 上越市大字上真砂219番地

すずらんの園 (社福)人と緑の大地 見附市田井町1715-1

みなかみの里 (社福)新井頸南福祉会 妙高市大字上新保549番地

軽費老人ホーム ケアハウス白寿荘西 (社福)巻老人福祉協会 新潟市西蒲区巻甲4363

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム　河渡の郷 (社福)河渡の郷福祉会 新潟市東区河渡2丁目4番65号

デイサービスセンター　黒条 (社福)朋友福祉会 長岡市黒津町381

デイサービスセンター　白ふじの里 (社福)つばめ福祉会 燕市大曲2472-1

デイサービスセンター　ばんだい桜園 (社福)にいがた寿会 新潟市中央区幸4丁目5番15号

藤の木原デイサービスセンター (社福)藤の木原福祉会 新潟市北区樋ノ入1143-1

パルcomfy陽だまり苑 (社福)いじみの福祉会 新発田市中央町5-4-2

障害福祉サービス事業（注2）

新潟県

特別養護老人ホーム

児童養護施設

老人デイサービスセンター
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さくら苑 (医社)青柳医院 加茂市千刈2-8-13

介護老人保健施設　越南苑 (医)越南苑 南魚沼市五日町2405番地

介護老人保健施設　豊浦愛広苑 (医)愛広会 新発田市荒町甲1611-8

燕市吉田地区地域包括支援センター (社福)吉田福祉会 燕市吉田大保町25番15号

長岡市地域包括支援センターにしながおか (社福)長岡福祉協会 長岡市三ツ郷屋字下川原383-1

新潟市地域包括支援センターあじかた （医）社団敬成会 新潟市南区西白根44

地域包括支援センター　三好園しんざ (社福)十日町福祉会 十日町市新座甲609番地2

新潟市地域包括支援センター　関屋・白新 （社福）仁成福祉協会 新潟市中央区関屋大川前1-2-36

三条市地域包括支援センター　嵐北 (社福)県央福祉会 三条市東裏館3丁目6番58号

十日町東地域包括支援センター (社福)十日町福祉会 十日町市新座甲609番地2

地域活動支援センター ぐみの郷 (社福)新潟慈生会 胎内市本郷544-1

三条市社会福祉事務所 三条市 三条市旭町2丁目3番1号

社会福祉事務所　Being Together 有限会社　銀座堂 三条市元町10-6

上越市社会福祉協議会　介護サービス課 (社福)上越市社会福祉協議会 上越市木田新田1丁目1-3

長岡市社会福祉協議会 (社福)長岡市社会福祉協議会 長岡市水道町3丁目5番30号

三条市社会福祉協議会 (社福)三条市社会福祉協議会 三条市東本成寺2-1

小千谷市社会福祉協議会 (社福)小千谷市社会福祉協議会 小千谷市大字桜町5140

燕市社会福祉協議会 (社福)燕市社会福祉協議会 燕市大曲4336

見附市社会福祉協議会 (社福)見附市社会福祉協議会 見附市学校町2-13-30

新潟市秋葉区社会福祉協議会（注4） (社福)新潟市社会福祉協議会 新潟市秋葉区新津本町1丁目2番39号

新発田市社会福祉協議会 (社福)新発田市社会福祉協議会 新発田市本町4丁目16番83号

新潟市社会福祉協議会（注3） (社福)新潟市社会福祉協議会 新潟市中央区八千代1丁目3番1号

柏崎市社会福祉協議会 (社福)柏崎市社会福祉協議会 柏崎市豊町3-59

南魚沼市社会福祉協議会 (社福)南魚沼市社会福祉協議会 南魚沼市小栗山303-1

魚沼市社会福祉協議会 (社福)魚沼市社会福祉協議会 魚沼市須原1237番地1

阿賀町社会福祉協議会 (社福)阿賀町社会福祉協議会 東蒲原郡阿賀町津川664番地

佐渡市社会福祉協議会 (社福)佐渡市社会福祉協議会 佐渡市畑野甲533

長岡市社会福祉協議会　中之島支所 (社福)長岡市社会福祉協議会 長岡市中野中甲1666番地2サンパルコなかしま内

病院 新潟病院 (独)国立病院機構 柏崎市赤坂町3-52

身体障害者福祉センター 新潟県障害者交流センター (社福)新潟県身体障害者団体連合会 新潟市江南区亀田向陽1-9-1

救護施設 有明荘 (社福)新潟市有明福祉事業協会 新潟市西区西有明町1-71

老人短期入所施設 パルcomfy陽だまり苑 （社福）いじみの福祉会 新発田市中央町5-4-2

医療型障害児入所施設
・医療型児童発達支援センター

新潟県はまぐみ小児療育センター 新潟県 新潟市中央区水道橋1丁目5932番地

児童養護施設 児童養護施設　恵愛学園 (社福)八葉会 松代町西条3563番地

特別養護老人ホーム 依田窪特別養護老人ホーム (社福)依田窪福祉会 上田市下武石776-1

障害者支援施設 上田悠生寮 (社福)りんどう信濃会 上田市諏訪形字東山1834-4

養護老人ホーム 寿楽園 (社福)睦会 須坂市大字日滝字寺窪2878-1

地域包括支援センター 松本市地域包括支援センター 松本市 松本市丸の内3番7号

障害福祉サービス事業（注2） 障害福祉サービス事業所　pal-pal (社福)ムーブ 南都留郡富士河口湖町小立2487-4

地域活動支援センター
笛吹市社会福祉協議会
障害者地域活動支援センターふえふき

(社福)笛吹市社会福祉協議会 笛吹市石和町市部448

（注1）　「法人名・設置者」欄の略称は次のものを意味します。

(医)：医療法人，(社福)：社会福祉法人，(医社)：医療法人社団，(特定)：特定非営利活動法人，(株)：株式会社，(財)：財団法人，(独法)：独立行政法人，(社)：社団法人，(医財)：医療法人財団，(社医)：社会医療法人

（注2）　障害者総合支援法における障害福祉サービス事業

療育介護，生活介護，短期入所，重度障害者等包括支援，自立訓練，就労移行支援，就労継続支援，共同生活援助を行う事業

（注3）体験学習の申込み不可。

（注4）体験学習の申込みは決められた期間に通信教育部にて受け付け。

新潟県

社会福祉協議会

山梨県

長野県

新潟県

社会福祉協議会

介護老人保健施設

地域包括支援センター

福祉事務所
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