
ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名

1 紫波町 高齢 紫波会 特別養護老人ホームにいやま荘

2 紫波町 高齢 志和大樹会 グループホームゆいっこ

3 紫波町 高齢 志和大樹会 百寿の郷介護保険相談所

4 矢巾町 障がい 新生会 障害者地域生活支援センターしんせい

5 矢巾町 高齢 睦喜会 ソフィアハウス睦喜

6 盛岡市 高齢 河北会 特別養護老人ホームさくらぎの里

7 盛岡市 高齢 幸星会 特別養護老人ホームカーサ南盛岡

8 盛岡市 児童 岩手愛児会 みちのく・みどり学園

9 盛岡市 障がい 岩手しいの木会 しいのみホーム

10 盛岡市 高齢 藤実会 特別養護老人ホーム都南あけぼの荘

11 盛岡市 高齢 永友会 特別養護老人ホーム鶴亀ながい

12 盛岡市 児童 一誠会 下太田保育園

13 盛岡市 高齢 土淵朗親会 特別養護老人ホームおでんせ本宮

14 盛岡市 高齢 土淵朗親会 ケアハウスおでんせ特定施設入居者生活介護

15 盛岡市 児童 アケボノ会 アケボノ保育園

16 盛岡市 高齢 玉山秀峰会 秀峰苑在宅介護支援センター

17 盛岡市 高齢 玉山秀峰会 特別養護老人ホーム秀峰苑

18 盛岡市 高齢 やよい福祉会 特別養護老人ホームコアトレース厨川

19 盛岡市 高齢 いわて共同福祉会 特別養護老人ホームはなみずき

20 盛岡市 児童 岩手県社会福祉事業団 和光学園

21 岩手町 高齢 春陽会 岩手町デイサービスセンターサテライト東部デイサービスセンター

22 葛巻町 高齢 誠心会 誠心会葛巻デイサービスセンター

23 雫石町 障がい 康済会 障害者支援施設うぐいすの郷

24 滝沢市 障がい 千慈会 障がい者支援施設瑞雲荘

25 滝沢市 高齢 松実会 住宅型有料老人ホームピースフル滝沢

26 八幡平市 高齢 みちのく協会 ケアハウスアーベイン八幡平

27 八幡平市 高齢 みちのく協会 特別養護老人ホーム富士見荘

28 八幡平市 高齢 西根会 特別養護老人ホームむらさき苑

29 八幡平市 高齢 安代会 特別養護老人ホームりんどう苑
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ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名

30 花巻市 障がい 東和仁寿会 ワークまほろば

31 花巻市 高齢 東和仁寿会 特別養護老人ホーム東和荘

32 花巻市 高齢 石鳥谷会 特別養護老人ホームいしどりや荘

33 花巻市 高齢 石鳥谷会 いしどりや荘指定居宅介護支援事業所

34 花巻市 児童 青松会 清光学園

35 花巻市 高齢 宇津野会 ケアハウス花巻

36 花巻市 高齢 宇津野会 ケアハウス金矢

37 花巻市 高齢 宝寿会 養護老人ホーム宝寿荘

38 花巻市 その他 岩手県社会福祉事業団 好地荘

39 花巻市 障がい 岩手県社会福祉事業団 やさわの園

40 花巻市 高齢 歳光会 特別養護老人ホームサンガ

41 花巻市 障がい 花巻ふれあいの里福祉会 障害福祉サービス事業所こぶし苑

42 花巻市 障がい 光林会 地域生活支援センターしおん

43 花巻市 障がい 光林会 ルンビニー苑

44 遠野市 障がい 睦会 相談支援事業所らいと

45 遠野市 高齢 とおの松寿会 特別養護老人ホーム遠野長寿の郷

46 遠野市 保育 遠野市保育協会 遠野市保育協会

47 北上市 高齢 立正会 特別養護老人ホーム敬愛園

48 北上市 その他 恩賜財団済生会支部岩手県済生会 北上済生会病院

49 北上市 高齢 常心福祉会 ケアハウス常盤台

50 北上市 障がい 方光会 障がい福祉サービス事業所和賀の園

51 北上市 高齢 清智会 特別養護老人ホームさくら爽

52 北上市 高齢 平和会 特別養護老人ホームいいとよ

53 奥州市 高齢 寿水会 特別養護老人ホーム立生苑

54 奥州市 高齢 寿水会 養護老人ホーム寿水荘

55 奥州市 高齢 美楽会 軽費老人ホームケアハウス水沢

56 奥州市 保育 愛護会 第二東水沢保育園

57 奥州市 障がい 愛護会 障がい者支援施設興郷塾

58 奥州市 障がい 愛護会 愛護会障害者相談支援センター

59 奥州市 障がい 愛護会 希望の園
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ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名

60 奥州市 高齢 愛護会 地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑

61 奥州市 障がい 愛護会 愛護会法人本部事務局

62 奥州市 高齢 岩手福寿会 福寿荘在宅介護支援センター

63 奥州市 高齢 岩手福寿会 特別養護老人ホーム福寿荘福原山荘

64 奥州市 高齢 つつじ会 特別養護老人ホームまえさわ苑

65 奥州市 児童 岩手県社会福祉事業団 たばしね学園

66 奥州市 高齢 江刺寿生会 特別養護老人ホームさくらの郷

67 金ケ崎 保育 愛護会 たんぽぽ保育園

68 金ケ崎 保育 白鶴会 たいよう保育園

69 一関市 障がい 仁愛会 一関ワークキャンパス

70 一関市 高齢 つくし会 特別養護老人ホーム関生園

71 一関市 高齢 つくし会 特別養護老人ホーム明生園

72 一関市 高齢 柏寿会 特別養護老人ホーム福光園

73 一関市 高齢 柏寿会 特別養護老人ホーム福光園アネックス

74 一関市 児童 ふじの園 児童養護施設一関藤の園

75 一関市 児童 さいわい会 幸町保育園

76 一関市 高齢 二桜会 在宅介護支援センター寿光荘

77 平泉町 高齢 稲泉会 特別養護老人ホームふくしの里慶泉荘

78 大船渡市 高齢 三陸福祉会 三陸福祉会指定居宅介護支援事業所

79 大船渡市 高齢 三陸福祉会 三陸福祉会

80 大船渡市 障がい 愛生会 障がい者支援施設吉浜荘

81 大船渡市 高齢 成仁会 特別養護老人ホーム成仁ハウス百年の里

82 大船渡市 高齢 成仁会 地域密着型介護老人福祉施設蔵ハウス大船渡

83 大船渡市 高齢 成仁会 特別養護老人ホーム富美岡荘

84 大船渡市 高齢 成仁会 富美岡荘介護センター

85 大船渡市 高齢 成仁会 養護（盲）老人ホーム祥風苑

86 大船渡市 高齢 成仁会 小規模多機能型居宅介護施設ひころいちの郷

87 陸前高田市 その他 恩賜財団済生会支部岩手県済生会 済生会陸前高田診療所

88 釜石 釜石市 高齢 愛恵会 養護老人ホーム五葉寮

89 宮古市 高齢 田老和心会 特別養護老人ホームふれあい荘

宮古

両磐
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ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名

90 宮古市 高齢 新里紫桐会 特別養護老人ホーム紫桐苑

91 宮古市 障がい 新里紫桐会 工房まんさく就労継続支援(B型)事業所

92 宮古市 高齢 恵心会 特別養護老人ホーム慈苑

93 宮古市 高齢 若竹会 サンホームみやこ

94 宮古市 高齢 若竹会 サンホームみやこ絆

95 宮古市 障がい 若竹会 相談支援事業所わかたけ

96 宮古市 障がい 若竹会 宮古地区チャレンジド就業・生活支援センター

97 宮古市 障がい 若竹会 わかたけ学園

98 宮古市 障がい 若竹会 あっとほうむLifeみやこ

99 宮古市 障がい 若竹会 ウイリー

100 宮古市 障がい 若竹会 セルプわかたけ

101 宮古市 障がい 若竹会 ワークプラザみやこ

102 宮古市 障がい 若竹会 すきっぷ

103 宮古市 その他 岩手県社会福祉事業団 松山荘

104 宮古市 高齢 川井心生会 特別養護老人ホーム心生苑

105 宮古市 高齢 川井心生会 心生会指定居宅介護支援事業所

106 岩泉町 高齢 恩賜財団済生会支部岩手県済生会 特別養護老人ホーム百楽苑

107 久慈市 障がい 天神会 ひばり療護園

108 久慈市 障がい 天神会 ひばり障害者支援センター

109 久慈市 障がい 修倫会 チャレンジドセンター久慈

110 洋野町 高齢 みちのく大寿会 特別養護老人ホーム久慈平荘

111 洋野町 高齢 みちのく大寿会 大寿会居宅介護支援事業所

112 野田村 高齢 野田白寿会 特別養護老人ホームことぶき荘

113 野田村 高齢 健慈会 特別養護老人ホーム結の里

114 普代村 高齢 普代福祉会 特別養護老人ホームうねとり荘

115 二戸市 児童 明照学園 マーヤ保育園

116 二戸市 高齢 共生会 特別養護老人ホームサントピア

117 二戸市 高齢 いつつ星会 特別養護老人ホームわくわく荘

118 一戸町 障がい 岩手県社会福祉事業団 障害者支援施設やまゆり

二戸

宮古

久慈
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