平成２９年度介護支援専門員実務研修 実習受入予定事業所一覧

整理番号 法人名

事業所-名称

事業所-電話番号 事業所-所在地

1

社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

水戸市社会福祉協議会在宅福祉サービスセンター

029-309-1201 水戸市河和田町123-1

2

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援事業所 くるみ館

029-255-4808 水戸市河和田町3335-1

3

社会福祉法人 翠清福祉会

指定居宅介護支援事業所 かたくり

029-255-5217 水戸市河和田町4510-1

4

社会福祉法人 愛の会

居宅介護支援事業所 桜川陽だまり館

029-257-7011 水戸市河和田町58

5

社会福祉法人 愛の会

居宅介護支援事業所「ハート２４」水戸事業所

029-257-2255 水戸市開江町7

6

株式会社 テンダーケアジャパン

ケアプランヘルパーコール

029-239-5377 水戸市笠原町1375-1

7

社会福祉法人 ユーアイ村

ユーアイケアプランセンター

029-222-1823 水戸市吉沼町1839-1

8

株式会社 ケアファクトリー

株式会社 ケアファクトリー

029-257-6650 水戸市見和1-298-7

9

社会福祉法人 聖愛会

聖愛園元吉田居宅介護支援センター

029-353-6100 水戸市元吉田町894-16

10

株式会社 ツクイ

ツクイ水戸

029-300-3939 水戸市五軒町3-3-45

11

社会福祉法人 北養会

もみじ館介護相談センター

029-259-9295 水戸市鯉淵町2222-1

12

社会福祉法人 翠清福祉会

指定居宅介護支援事業所 けやき

029-246-1114 水戸市酒門町4231-2

13

医療法人 博仁会

みとけやき台総合ケアプランセンター

029-304-1515 水戸市酒門町千束3283-1

14

いばらきコープ生活協同組合

コープケアプランセンター

029-257-8905 水戸市赤塚1-2029-121

15

株式会社 D

介護支援センターつむぎ

029-303-8015 水戸市千波町2431-1 2F

16

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸居宅介護支援事業所

029-254-8442 水戸市大塚町1661

17

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センターもくせい

029-303-7373 水戸市東原3-2-7

18

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センター はなみずき

029-303-3501 水戸市東原三丁目2番8号

19

茨城保健生活協同組合

城南 居宅介護支援事業所

029-302-0405 水戸市白梅3-13-8 水戸共同ビル201号室

20

株式会社 ゆりかご

ゆりかごケアプランセンター

029-229-7562 水戸市飯富町3467-1

21

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス百合が丘居宅介護支援事業所

029-304-1239 水戸市百合が丘町814-524

22

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス水戸

029-304-0058 水戸市百合が丘町8-3

23

有限会社 ロイエル商会

ロイエル商会 居宅介護支援事業所

029-244-9531 水戸市平須町1828-254

24

社会福祉法人 山水苑

居宅介護支援事業所山水苑

0294-59-0332 日立市下深荻町1770

25

医療法人社団 いばらき会

トマトケアプランセンター

0294-54-3600 日立市久慈町2-35-20コープカメリア405号

26

社会福祉法人 正和会

成華園 居宅介護支援事業所

0294-54-2385 日立市久慈町4-19-21

27

社会福祉法人 秀和会

ケアプランセンター 鮎川さくら館

0294-36-7300 日立市国分町3-12-10

28

医療法人 秀仁会

ケアプランセンター さくら日立

0294-27-6880 日立市城南町1-1-11

29

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 日立介護ステーション

0294-21-4422 日立市城南町3-4-1 らいふアシストセンター
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30

社会福祉法人 山桜会

介護サービス計画センター小咲園

0294-35-9000 日立市諏訪町5-5-1

31

医療法人 佐々木胃腸科外科

佐々木胃腸科外科居宅介護支援事業所

0294-43-0333 日立市折笠町５６４－２

32

社会福祉法人 聖愛会

聖愛園千石居宅介護支援センター

0294-33-5300 日立市千石町1-7-6

33

社会福祉法人 克信会

金沢弁天園居宅介護支援事業所

0294-28-7680 日立市東金沢町4-16-10

34

一般社団法人 茨城県日立市医師会

日立市医師会ケアプラン作成事業所ひたち

0294-37-0268 日立市東多賀町5-6-15

35

茨城県厚生農業協同組合連合会

土浦協同病院ケアプランセンター

029-846-3744 土浦市おおつ野4-1-1

36

医療法人社団 希望会

烏山診療所居宅介護支援事業所

029-843-2585 土浦市烏山2-530-386

37

株式会社 桑林

居宅介護支援事業所桑林

029-843-3373 土浦市荒川沖東3-17-28

38

医療法人社団 三輪会

指定居宅介護支援事業所 「山手」

0298-35-3223 土浦市国分町7-6

39

社会福祉法人 祥風会

飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所

0298-26-3822 土浦市小松3-18-18

40

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスケアセンター土浦

029-835-3339 土浦市真鍋3-3386 ヤックスドラック土浦真鍋店内

41

医療法人社団 朋友

ケアプランセンター天川長寿館

029-835-5550 土浦市天川2-3-28

42

株式会社 ケアプランセンター華林

株式会社ケアプランセンター華林

029-879-7153 土浦市藤沢1443-5

43

医療法人 茨城愛心会

医療法人茨城愛心会 古河病院

0280-47-1106 古河市駒ケ崎14-1

44

社会福祉法人 愛和会

居宅介護支援事業所 愛和苑

0280-93-0234 古河市駒羽根320-1

45

医療法人 仁寿会

総和中央病院 居宅介護支援事業所

0280-91-1256 古河市駒羽根825-1

46

社会福祉法人 下総プリンスクラブ

白英荘 居宅介護支援事業所

0280-98-4318 古河市小堤1796-2

47

社会福祉法人 愛光会

愛光園 居宅介護支援事業所

0280-48-6944 古河市新久田250-4

48

社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

古河社協介護ステーション居宅介護支援事業所

0280-47-0150 古河市新久田271-1

49

医療法人社団 友志会

けやきの舎居宅介護支援事業所

0280-77-3335 古河市仁連601

50

社会福祉法人 寿貢会

老人介護支援センタ－事業わたらせ

0280-47-0161 古河市大山西野507-5

51

株式会社 ツクイ

ツクイ 結城

0296-20-8577 結城市結城7189-8

52

医療法人 アスムス

居宅介護支援事業所生きいき

0296-20-8666 結城市結城9143-2

53

株式会社 エヌ・エフサポート

ケアプランセンターかいじ

0299-27-6667 石岡市貝地2-10-39

54

株式会社 仙

ケアプランセンター あんず

0299-46-0010 石岡市山崎3140-1

55

社会福祉法人 泰仁会

ケアプランセンター やさと

0299-43-0811 石岡市小倉442-1

56

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス石岡

0299-35-5588 石岡市石岡2280-2

57

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会 居宅介護支援事業所

0299-24-5706 石岡市大砂10528-14

58

株式会社 メイプルケアプランセンター

メイプルケアプランセンター

0299-56-5370 石岡市東光台3-10-9
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59

公益社団法人 地域医療振興協会

石岡第一病院 在宅支援センター 居宅介護支援事業所

0299-22-5151 石岡市東府中1-7

60

株式会社 和香紗

居宅介護支援事業所 わかさ

0297-61-1668 龍ケ崎市羽原町1918-1 わかさ羽原ﾋﾞﾚｯｼﾞ内

61

医療法人 竜仁会

指定居宅介護支援事業所 もみじ館

0297-63-2151 龍ケ崎市寺後3937-10

62

医療法人 竜仁会

牛尾病院指定居宅介護支援事業所

0297-60-2234 龍ケ崎市松葉1-6-1

63

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 居宅介護支援事業 龍ケ岡

0297-61-1300 龍ケ崎市中里1-1-17

64

医療法人社団 白峰会

介護老人保健施設 しろかね 居宅介護支援事業所

0296-30-1811 下妻市下栗1217

65

医療法人 光潤会

ルーエしもつま 居宅介護支援事業所

0296-44-8000 下妻市江1832

66

社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

下妻社協ケアセンター

0296-44-6993 下妻市別府545

67

社会福祉法人 東雲会

よしの荘 指定居宅介護支援事業所

0297-22-7716 常総市上蛇町1888-1

68

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

居宅介護支援事業所 きぬ医師会病院

0297-22-8755 常総市新井木町13-3

69

ウエルシア介護サービス 株式会社

ウエルシア介護サービス常総

0297-30-8313 常総市新石下3930-1

70

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

筑波キングス・ガーデン 居宅介護支援事業所

0297-24-5139 常総市大生郷町1818-2

71

医療法人 竹恵会

けんちの苑居宅介護支援センター

0297-24-5300 常総市豊岡町丙3264

72

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

常陸太田市指定居宅介護支援事業所「まごころ」

0294-80-7000 常陸太田市稲木町33

73

社会福祉法人 聖愛会

瑞竜温泉居宅介護支援センター

0294-33-5700 常陸太田市瑞龍町50-3

74

社会福祉法人翔馬会

居宅介護支援事業所えみの里

0294-70-7151 常陸太田市徳田町143

75

医療法人 貞心会

ケアプランセンターウィズ西山

0294-72-5121 常陸太田市木崎二町931-2

76

社会福祉法人 西山苑

指定居宅介護支援事業所 西山苑

0294-72-1525 常陸太田市木崎二町937-2

77

社会福祉法人 愛孝会

居宅介護支援センター 高萩聖孝園

0293-44-6222 高萩市上手綱2

78

社会福祉法人 愛孝会

聖孝園高萩東口 居宅介護支援センター

0293-44-3110 高萩市東本町2-73-8

79

常陸農業協同組合

JA常陸 高萩地区居宅介護支援センター

0293-24-2232 高萩市本町1-100-2

80

医療法人 秀仁会

ケアプランセンター おはよう館

0293-44-0088 北茨城市磯原町磯原前大沢1919-4

81

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

北茨城市社協ケアプランナ－「のぞみ」

0293-42-0782 北茨城市磯原町本町2-4-16

82

特定非営利活動法人 虹

ケアプランセンター きずな

0293-30-2111 北茨城市大津町五浦1-99-1

83

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 中郷介護ステーション

0293-30-1313 北茨城市中郷町上桜井2865番地らいふアシストセンター中郷介護ステーション

84

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会

笠間市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0296-73-5650 笠間市笠間4364-2

85

社会福祉法人 慈永会

宍戸苑指定居宅介護支援事業所

0296-78-2901 笠間市橋爪462-1

86

社会福祉法人 尚生会

指定居宅介護支援センター かさまグリーンハウス

0296-72-8011 笠間市石井32-1

87

医療法人社団 聖嶺会

シルバービイレッジ居宅介護支援センター

0296-78-0500 笠間市南小泉977-1
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88

社会福祉法人 輝寿会

指定居宅介護支援事業所 ケア・アシスト はあとぴあ

0297-74-3339 取手市井野253

89

株式会社 シニアライフパートナー

藤代ケアプランセンター

0297-70-8451 取手市宮和田298

90

セントケア茨城 株式会社

セントケア取手

0297-70-6381 取手市寺田2427-1

91

公益財団法人 取手市健康福祉医療事業団

指定居宅介護支援事業所 緑寿荘

0297-70-2538 取手市野々井1926-8

92

一般社団法人 竜ケ崎市・牛久市医師会

訪問看護ステーションうしく

0298-72-8889 牛久市結束町495－4

93

社会福祉法人 博慈会

指定居宅介護支援事業所 博慈園

0298-71-1070 牛久市女化町253-2

94

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

牛久市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

029-871-0547 牛久市女化町859-3 牛久市総合福祉センター内

95

社会医療法人 若竹会

指定居宅介護支援事業所 たいせつの家

029-871-1088 牛久市上柏田1-17-19

96

社会福祉法人 若竹会

牛久さくら園 居宅介護支援事業所

0298-78-0711 牛久市上柏田1-18-4

97

株式会社 長寿館

ケアプランセンター柏田長寿館

029-830-7766 牛久市上柏田2-36-24

98

社会福祉法人 慈陽会

元気館居宅介護支援事業所

029-830-8186 牛久市城中町148-1

99

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス牛久

0298-71-5918 牛久市神谷5-1-1

100

医療法人社団 常仁会

うしく総合介護サービス

029-871-3380 牛久市猪子町891-2

101

社会医療法人 若竹会

指定居宅介護支援事業所 ケアネット セントラル

0298-72-8800 牛久市柏田町1589-3

102

社会福祉法人 筑南会

新つくばホーム指定居宅介護支援事業所

0298-56-4472 つくば市学園の森3-29-2

103

医療法人社団 双愛会

つくば双愛 居宅介護支援事業所

029-873-2771 つくば市高崎1008

104

ケアパートナー 株式会社

ケアパートナーつくば

029-839-0311 つくば市高野台3-5-1

105

有限会社 アイシーネット

アイシーネット介護センター

029-896-5300 つくば市柴崎1055

106

一般財団法人 筑波麓仁会

指定居宅介護支援事業所 そよかぜ

0298-36-7991 つくば市上横場2573-1

107

社会福祉法人 愛信会

介護保険センター くきの里

029-840-1169 つくば市上岩崎1845-27

108

社会福祉法人 豊里園

美健荘居宅介護支援事業所

0298-47-4194 つくば市上郷1438-3

109

社会福祉法人 健誠会

居宅介護支援事業所 シニアガーデンアネックス

029-867-7800 つくば市水守1189-5

110

社会福祉法人 北養会

コミュニティガーデンつくば居宅介護支援センター

029-896-6031 つくば市西大井1733-33

111

株式会社 長寿館

ケアプランセンタ－長寿館

029-855-0184 つくば市大角豆1807-1

112

医療法人 健佑会

いちはら病院介護支援センター

029-864-7336 つくば市大曽根3681

113

社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

.社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

029-879-5923 つくば市筑穂1-10-4

114

公益財団法人 筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター 居宅介護支援事業所

029-855-6505 つくば市天久保1-1-1

115

ウエルシア介護サービス 株式会社

居宅介護支援センターさとのこハウス学園中央

029-850-3878 つくば市東新井25-2

116

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくば

029-848-2008 つくば市豊里の杜2-1-1

平成２９年度介護支援専門員実務研修 実習受入予定事業所一覧
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事業所-名称

事業所-電話番号 事業所-所在地

117

医療法人社団 筑波記念会

医療法人社団 筑波記念会 指定居宅介護支援事業所

0298-64-1212 つくば市要1187-299

118

医療法人 森田記念会

居宅介護支援事業所 プロスペクトガーデンはなみずき

029-354-3211 ひたちなか市高野2455-1

119

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ ひたちなか介護ステーション

029-270-0056 ひたちなか市石川町20-1

120

医療法人 博仁会

ひたちなか総合ケアプランセンター

029-275-5050 ひたちなか市足崎1474-7

121

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センター 北勝園

029-272-1178 ひたちなか市津田2093-1

122

医療法人 秀仁会

ケアプランセンター さくら

029-271-1100 ひたちなか市東石川1581

123

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841 ひたちなか市東石川2-6-10

124

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスひたちなか

029-275-1766 ひたちなか市馬渡西谷津3845-2

125

株式会社パソナライフケア

鹿嶋ふれあいケアプランセンター

0299-85-0033 鹿嶋市宮中2030-1

126

社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所 鹿嶋市社会福祉協議会 ウェルポート鹿嶋の郷 0299-90-3123 鹿嶋市宮中4603-1

127

医療法人 社団善仁会

小山記念病院居宅介護支援事業所

0299-90-7311 鹿嶋市宮津台188-17

128

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター鹿嶋

0299-90-8061 鹿嶋市鉢形台2-1-3 三廣ビル2F

129

有限会社 エスエス住建

居宅介護支援事業所 くぬぎの森

0299-90-9900 鹿嶋市和825-2

130

社会福祉法人 江戸川豊生会

福楽園居宅介護支援事業所

0299-64-6767 潮来市上戸1921-1

131

社会福祉法人 至福会

指定居宅介護支援事業所あやめ

0299-80-2223 潮来市水原3474

132

株式会社 ツクイ

ツクイ守谷

0297-20-0267 守谷市松前台4-10-1

133

医療法人 慶友会

医療法人慶友会指定居宅介護支援事業所サンタ

0297-46-0404 守谷市松並1630-1

134

医療法人社団 源守会

ケアサービス あいた

0297-48-4660 守谷市同地358-5

135

医療法人 芳栄会

医療法人 芳栄会 双葉指定居宅介護支援事業所

0295-52-5777 常陸大宮市宇留野3109

136

医療法人 一貫堂会

居宅介護支援事業所 ひまわり

0295-54-7777 常陸大宮市下町3993

137

社会福祉法人 常陸大宮市社会福祉協議会

社会福祉法人 常陸大宮市社会福祉協議会

0295-58-3818 常陸大宮市下檜沢3632

138

医療法人 博仁会

やまがた総合ケアプランセンター

0295-54-4522 常陸大宮市山方1361

139

医療法人 博仁会

おおみや総合ケアプランセンター

0295-53-0001 常陸大宮市上町321

140

社会福祉法人 永寿会

ケアプランセンター ドルフィン

0295-53-1191 常陸大宮市泉497-1

141

社会福祉法人 博友会

ごぜんやま総合ケアプランセンター

0295-54-2110 常陸大宮市野口平146-1

142

社会福祉法人 美光会

みわ居宅介護支援事業所

0295-58-3882 常陸大宮市鷲子2023-2

143

医療法人 香風会

居宅介護支援事業所「ケア・サポート うりづら」

029-296-2066 那珂市古徳538-2

144

有限会社 えくぼ

ケアプランセンターえくぼ

029-353-0136 那珂市後台1495-1

145

社会福祉法人 豊潤会

居宅介護支援事業所ゆたか

029-295-1287 那珂市後台2045-4

平成２９年度介護支援専門員実務研修 実習受入予定事業所一覧

整理番号 法人名

事業所-名称

事業所-電話番号 事業所-所在地

146

医療法人 貞心会

ケアプランセンター けいわ

029-295-5126 那珂市鴻巣3247-1

147

医療法人社団 青燈会

のぞみ居宅介護支援事業所

029-295-5217 那珂市菅谷605

148

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス那珂

0293-52-0588 那珂市竹ノ内3-7-3

149

社会福祉法人 ナザレ園

ナザレ園居宅介護支援事業所

029-270-9315 那珂市中里361-2

150

医療法人社団 有朋会

指定居宅介護支援事業所 クリクリ

029-298-0175 那珂市豊喰505

151

社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会

筑西市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0296-52-5308 筑西市新井新田41-2

152

株式会社 コモドヴィータ

コモドヴィータ下館

0296-22-0101 筑西市二木成1530

153

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス下館

0296-24-6028 筑西市二木成944

154

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和中央病院 居宅介護支援事業所

0296-57-7205 筑西市門井1676-1

155

医療法人 清風会

医療法人 清風会 寿桂苑

0297-44-2345 坂東市沓掛4527-1

156

社会福祉法人 中川福祉会

ハートフル広侖居宅介護支援事業所

0297-38-1111 坂東市小山258

157

社会福祉法人 法師会

長寿の里 居宅介護支援事業所

0297-36-8080 坂東市中里1213

158

社会福祉法人 緑平会

延寿館 居宅介護支援事業所

0297-35-3715 坂東市長須1188-2

159

社会福祉法人 河内厚生会

介護サービスひだまり

029-893-6588 稲敷郡阿見町中郷2-3-4

160

特定非営利活動法人 あゆみ

あゆみ介護ステーション

029-892-7801 稲敷市蒲ケ山655

161

社会福祉法人 盡誠会

指定居宅介護支援事業所 水郷荘

0299-79-2319 稲敷市幸田1252

162

医療法人社団 広文会

居宅介護支援事業所 いなしきの郷

0299-79-3811 稲敷市佐原組新田1378-1

163

株式会社 ソーシャルワーカーズオフィス吉田

ソーシャルワーカーズオフィス吉田

0299-59-7338 かすみがうら市向原土地区画整理地内9街区①-４画地

164

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会 かすみがうら市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所

029-898-2527 かすみがうら市深谷3719-1

165

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協岩瀬指定居宅介護支援事業所

0296-76-1357 桜川市鍬田612

166

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協真壁指定居宅介護支援事業所

0296-54-2361 桜川市真壁町山尾604-1

167

医療法人 昭徳会

マカベシルバートピア居宅介護支援事業所

0296-54-2802 桜川市真壁町東山田1945

168

社会福祉法人 白十字会

社会福祉法人 白十字会 神栖ケアサポート居宅介護支援事業所

0299-91-1015 神栖市賀2108-17

169

株式会社 ハーベストシーズン

ケアプラン 碧の空

0299-77-8691 神栖市息栖3079-782

170

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 済生会居宅介護支援事業所かみす

0299-94-5566 神栖市知手中央7-2-45

171

株式会社 カシマクオリティ－ライフ

株式会社カシマクオリティ－ライフ指定居宅介護支援事業所

0479-21-6212 神栖市矢田部12642-11

172

社会福祉法人行方市社会福祉協議会

行方市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0299-36-2020 行方市玉造甲403

173

医療法人 青藍会

かすみがうら介護支援事業所

0299-35-6271 行方市若海793-5

174

医療法人 社団 光会

指定居宅介護支援事業所 リヒトハウス北浦

0291-35-0471 行方市繁昌1712-1

平成２９年度介護支援専門員実務研修 実習受入予定事業所一覧
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175

社会福祉法人 うぇるさんて

居宅介護支援事業所 うぇるさんて大洋

0291-39-7701 鉾田市上幡木1512-4

176

社会福祉法人 和楽日会

谷和原居宅介護支援事業所

0297-52-1280 つくばみらい市古川1047

177

合同会社 ケアワーカーズ

居宅介護支援事業所ケアワーカーズ

0297-44-4589 つくばみらい市古川840

178

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくばみらい

0297-20-7818 つくばみらい市陽光台1-14-1

179

社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協ケアプランセンター玉里

0299-58-0511 小美玉市上玉里1122小美玉市保健福祉センター内

180

社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協ケアプランセンター美野里

0299-48-2005 小美玉市部室1106

181

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所

029-292-6171 東茨城郡茨城町小堤1037-1

182

社会福祉法人 大洗町社会福祉協議会

大洗町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

029-266-3021 東茨城郡大洗町港中央26-1 健康福祉センターゆっくら健康館

183

医療法人 渡辺会

居宅介護支援センターこうよう

029-267-0130 東茨城郡大洗町大貫町1212-11

184

社会福祉法人 清寿会

居宅介護支援センター ひぬま苑

029-267-0537 東茨城郡大洗町大貫町3269-1

185

医療法人 恒仁会

居宅介護支援事業所しろさとケアサポート

029-240-9355 東茨城郡城里町阿波山602

186

社会福祉法人城里町社会福祉協議会

城里町社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0296-88-2128 東茨城郡城里町小勝1400 城里町七会保健福祉ｾﾝﾀｰ内

187

医療法人 白櫻会

居宅介護支援事業所「さくら」

029-291-8809 東茨城郡城里町那珂西1416エコス城里ショッピングプラザ内

188

医療法人社団 村松会

サンフラワーケアプランセンター

029-287-3361 那珂郡東海村舟石川689-4

189

医療法人社団 いばらき会

ケアプランセンターとうかい

029-283-2323 那珂郡東海村石神内宿1724-1

190

社会福祉法人 清和会

久慈川荘 居宅介護支援事業所

02957-2-3133 久慈郡大子町北田気551-1

191

医療法人 久仁会

温泉リハビリセンター 虹の丘

02957-2-6331 久慈郡大子町矢田93-1

192

社会福祉法人 紬会

居宅介護支援事業所 玉樹

0296-49-3886 結城郡八千代町菅谷1021-1

193

社会福祉法人 八千代町社会福祉協議会

八千代町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

0296-49-3949 結城郡八千代町菅谷1033

194

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所

0280-84-0765 猿島郡五霞町江川3201

195

社会福祉法人 さしま福祉会

ファミール境 居宅支援事業所

0280-87-7111 猿島郡境町塚崎4864

196

社会福祉法人 河内厚生会

指定居宅介護支援事業所もえぎ野

0297-84-6081 北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

