
ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名 職　　名 氏　　名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

1 中央 紫波町 高齢 紫波会 特別養護老人ホームにいやま荘 事務長 菅原　裕司 028-3307 紫波郡紫波町桜町字三本木46-1 019-676-5777 019-676-5857

2 中央 紫波町 高齢 紫波会 特別養護老人ホームにいやま荘 生活相談員 佐藤　涼奈 028-3307 紫波郡紫波町桜町字三本木46-1 019-676-5777 019-676-5857

3 中央 紫波町 高齢 紫波会 特別養護老人ホームにいやま荘 主任生活相談員 藤村　宜平 028-3307 紫波郡紫波町桜町字三本木46-1 019-676-5777 019-676-5857

4 中央 紫波町 高齢 紫波会 にいやま荘デイサービスセンター 生活相談員 西野　愛栞 028-3307 紫波郡紫波町桜町字三本木46-1 019-676-5777 019-676-5857

5 中央 紫波町 高齢 志和大樹会 百寿の郷介護保険相談所 管理者 阿部　鮎美 028-3453 紫波郡紫波町土舘字関沢24-1 019-671-7050 019-671-7051

6 中央 紫波町 高齢 志和大樹会 特別養護老人ホーム百寿の郷 生活相談員 青苅　泰則 028-3453 紫波町土舘字関沢24-1 019-671-7211 019-671-7051

7 中央 紫波町 高齢 志和大樹会 特別養護老人ホーム百寿の郷 介護支援専門員 及川　慎也 028-3453 紫波町土舘字関沢24-1 019-671-7211 019-671-7051

8 中央 矢巾町 障がい 新生会
医療型障害児入所施設
みちのく療育園

上席相談支援専門
員

八重嶋　幸子 028-3614 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田6-17-2 019-697-3300 019-601-2826

9 中央 矢巾町 障がい 新生会 紫波地域障がい者基幹相談支援センター 所長 田代　拓之 028-3614 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田6-17-2 019-697-3300 019-601-2826

10 中央 矢巾町 高齢 睦喜会 ソフィアハウス睦喜 生活相談員 石亀　啓一 028-3617 紫波郡矢巾町太田17-13-1 019-697-1601 019-697-1602

11 中央 盛岡市 高齢 河北会 特別養護老人ホームさくらぎの里 生活相談員 中村　健太郎 020-0102 盛岡市上田字松屋敷103番地1 019-664-1188 019-664-1160

12 中央 盛岡市 高齢 河北会 特別養護老人ホームさくらぎの里 生活相談員 瀧澤　愛華 020-0102 盛岡市上田字松屋敷103番地1 019-664-1188 019-664-1160

13 中央 盛岡市 高齢 河北会 特別養護老人ホームさくらぎの里 事務長 雪ノ浦　需 020-0102 盛岡市上田字松屋敷103番地1 019-664-1188 019-664-1160

14 中央 盛岡市 高齢 幸星会 特別養護老人ホームカーサ南盛岡 主任介護支援専門員 藤村　順子 020-0403 盛岡市乙部4地割139番10 019-696-1717 019-696-1313

15 中央 盛岡市 児童 岩手愛児会 みちのく・みどり学園 主任児童指導員 髙橋　伸広 020-0102 盛岡市上田字松屋敷11番地14 019-662-5696 019-662-5695

16 中央 盛岡市 児童 岩手愛児会 児童心理治療施設ことりさわ学園
家庭支援専門相談

員
佐々木　暢 020-0102 盛岡市上田字松屋敷11番地14 019-662-5696 019-662-5695

17 中央 盛岡市 障がい 岩手しいの木会 しいのみホーム
相談支援事業所管

理者
井上　純司 020-0146 盛岡市長橋町3番42号 019-647-5444 019-647-5860

18 中央 盛岡市 高齢 藤実会 特別養護老人ホーム都南あけぼの荘 介護支援専門員 熊谷　美佐子 020-0842 盛岡市湯沢4地割25-1 019-639-2525 019-639-2529

19 中央 盛岡市 高齢 藤実会 特別養護老人ホーム都南あけぼの荘 社会福祉士 佐藤　支帆子 020-0842 盛岡市湯沢4地割25-1 019-639-2525 019-639-2529

20 中央 盛岡市 高齢 ○永友会 特別養護老人ホーム鶴亀ながい 施設長 米田　勝彦 020-0834 盛岡市永井16-55-1 019-632-8008 019-632-8020

21 中央 盛岡市 高齢 ○永友会 特別養護老人ホーム鶴亀ながい 副施設長 藤原　隆悦 020-0834 盛岡市永井16-55-1 019-632-8008 019-632-8020

22 中央 盛岡市 高齢 ○永友会 特別養護老人ホーム鶴亀ながい 介護支援専門員 板山　慶子 020-0834 盛岡市永井16-55-1 019-632-8008 019-632-8020

23 中央 盛岡市 児童 一誠会 下太田保育園 園長 髙橋　学 020-0051 盛岡市下太田榊14番地21 019-658-0078 019-658-0079

24 中央 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 介護支援専門員 方波見　勇人 020-0866 盛岡市本宮小板小瀬20-1 019-656-3011 019-656-3022

25 中央 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 生活相談員 澁田　利彦 020-0143 盛岡市上厨川字横長根76番地1 019-645-8211 019-648-0620

26 中央 盛岡市 児童 アケボノ会 アケボノ保育園 園長 角掛　美子 020-0013 盛岡市愛宕町18-36 019-622-4353 019-626-0267

27 中央 盛岡市 高齢 玉山秀峰会 秀峰苑在宅介護支援センター 支援相談員 韮野　優紀 028-4134 盛岡市下田字石羽根99-901 019-669-5101 019-669-5103

28 中央 盛岡市 高齢 玉山秀峰会 特別養護老人ホーム秀峰苑 施設長 西尾　卓樹 028-4134 盛岡市下田字石羽根99-901 019-683-1516 019-683-1517

29 中央 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 生活相談員 新井田　智成 020-0124 盛岡市厨川二丁目7番20号 019-648-0841 019-648-0843

30 中央 盛岡市 障がい カナンの園 ののさわ事業所 所長 鈴木　直人 020-0147 盛岡市大館町28−53 019-646-8581 019-646-8582

31 中央 盛岡市 障がい カナンの園 ヒソプ工房事業所 副所長 西澤　道徳 020-0147 盛岡市大館町28−53 019-646-8581 019-646-8582

32 中央 盛岡市 障がい カナンの園 となんカナン事業所 副所長 刈屋　百恵 020-0836 盛岡市津志田西二丁目16-91 019-681-3004 019-637-2601

33 中央 盛岡市 高齢 みやぎ会 特別養護老人ホームなのりの杜 生活相談員 斎藤　政博 020-0001 盛岡市上米内字名乗沢 1-58  019-665-1310 019-665-1313

34 中央 盛岡市 高齢 みやぎ会 特別養護老人ホームなのりの杜2号館 介護支援専門員 倉澤　希美 020-0001 盛岡市上米内字名乗沢 1-58  019-665-1310 019-665-1313

35 中央 盛岡市 高齢 みやぎ会 特別養護老人ホームなのりの杜2号館 生活相談員 吉田　奈津美 020-0001 盛岡市上米内字名乗沢 1-58  019-665-1310 019-665-1313

36 中央 盛岡市 高齢 みやぎ会 特別養護老人ホームなのりの里 生活相談員 外川　香菜子 020-0001 盛岡市上米内字名乗沢 1-58 019-665-1300 019-665-1303

37 中央 盛岡市 児童
岩手県社会福祉事業

団
和光学園 保育士 米澤　剛 020-0114 盛岡市高松三丁目7-33 019-662-6851 019-647-2842

38 中央 盛岡市 障がい 岩手更生会 障害者支援施設緑生園 総務課長 小野寺　嘉明 020-0854 盛岡市上飯岡2地割51番地3 019-639-6170 019-639-6171

39 中央 盛岡市 高齢 日新福祉会 特別養護老人ホームすずらんガーデン 生活相談員 佐藤　裕輔 028-4125 盛岡市好摩字芋田向83-25 019-669-3600 019-669-3601

ＩＷＡＴＥ・あんしんサポート事業　参画法人（相談員）名簿（令和3年11月1日現在）

1



ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名 職　　名 氏　　名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

40 中央 盛岡市 高齢 日新福祉会 養護老人ホーム玉寿荘 生活相談員 井上　克己 028-4134 盛岡市下田字石羽根99-902 019-683-2965 019-683-2268

41 中央 盛岡市 高齢 日新福祉会 特別養護老人ホーム　ジャスミン
生活相談員兼介護

支援専門員
髙橋　玄央 028-4125 盛岡市好摩字芋田向83番地25 019-669-5050  019-669-5200

42 中央 盛岡市 高齢 千晶会 特別養護老人ホーム千年苑本館
副主任兼生活相談

員
八重樫　宗俊 020-0053 盛岡市上太田穴口５３ 019-658-1173 019-658-1174

43 中央 盛岡市 高齢 千晶会 特別養護老人ホーム千年苑新館
副主任兼生活相談

員
右京　昌太郎 020-0053 盛岡市上太田穴口５３ 019-658-1173 019-658-1174

44 中央 盛岡市 高齢 千晶会 千歳苑介護支援センター 相談員 武内　寛子 020-0053 盛岡市上太田穴口５３ 019-658-1173 019-658-1174

45 中央 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 相談員 阿部　琴恵 020-0835 盛岡市津志田26地割30番地1 019-631-1770 019-631-1771

46 中央 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 介護支援専門員 中嶋　幸恵 020-0835 盛岡市津志田26地割30番地1 019-631-1770 019-631-1771

47 中央 岩手町 高齢 春陽会 岩手町デイサービスセンター
センター長兼生活相

談員
山本　晴美 028-4307

岩手郡岩手町大字五日市第11地割71
番地3

0195-62-1336 0195-62-1339

48 中央 岩手町 高齢 春陽会 岩手町デイサービスセンター
生活相談員兼主任

介護職員
平野　孝弘 028-4307

岩手郡岩手町大字五日市第11地割71
番地3

0195-62-1336 0195-62-1339

49 中央 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

生活相談員兼副主
任介護職員

見澤　裕也 028-4211
岩手郡岩手町大字川口第41地割159番

地7
0195-62-9191 0195-62-9191

50 中央 岩手町 高齢 春陽会 特別養護老人ホームあんずの里
主任生活相談員兼
介護支援専門員

日野　信道 028-4211
岩手郡岩手町大字川口第41地割159番

地7
0195-62-9191 0195-62-9191

51 中央 岩手町 高齢 日新福祉会 特別養護老人ホームラベンダー 生活相談員 濱　朋哉 028-4303
岩手郡岩手町大字江刈内第10地割28-

3
0195-68-7085 0195-68-7086

52 中央 葛巻町 高齢 誠心会 特別養護老人ホーム高砂荘 介護施設室長 冬村　忍 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻7-104-2 0195-66-2100 0195-66-2168

53 中央 葛巻町 高齢 誠心会 養護老人ホーム葛葉荘
養護施設室長兼
主任生活相談員

丸山　小雪 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻第17地割39番地3 0195-66-2141 0195-66-2168

54 中央 葛巻町 高齢 誠心会 養護老人ホーム葛葉荘 副主任事務員 服部　千里 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻第17地割39番地3 0195-66-2141 0195-66-2168

55 中央 葛巻町 高齢 誠心会 誠心会葛巻デイサービスセンター 通所事業室長 田澤　真澄 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻7-104-2 0195-66-3010 0195-66-3012

56 中央 雫石町 障がい 康済会 障害者支援施設うぐいすの郷 相談支援員 菊池　裕太郎 020-0572 雫石町西安庭26-130-1 019-692-5888 019-692-5882

57 中央 雫石町 障がい 康済会 障害者支援施設うぐいすの郷 総務部長 小笠原　あゆみ 020-0572 雫石町西安庭26-130-1 019-692-5888 019-692-5882

58 中央 滝沢市 障がい 千慈会 障がい者支援施設瑞雲荘 サービス管理責任者 川原　怜子 020-0778 滝沢市大釜吉水96-1 019-684-1621 019-684-1622

59 中央 滝沢市 障がい 千慈会 障がい者支援施設瑞雲荘
生活相談員兼生活

支援員
松岡　研二 020-0778 滝沢市大釜吉水96-1 019-684-1621 019-684-1622

60 中央 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 主任生活相談員 熊谷　優樹 020-0668 滝沢市鵜飼狐洞1-162 019-601-2502 019-601-2501

61 中央 滝沢市 障がい
岩手県社会福祉事業

団
相談支援事業所「みたけ」 主任生活相談員 工藤　玲子 020-0633 滝沢市穴口203-4 019-641-0205 019-641-7460

62 中央
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

副施設長兼生活相
談員

田代　貴典 028-7303 八幡平市柏台2丁目9番3号 0195-78-2710 0195-78-3055

63 中央
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

副主任介護支援専
門員

遠藤　学 028-7303 八幡平市柏台2丁目9番3号 0195-78-2710 0195-78-3055

64 中央
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 生活相談員 立花　智美 028-7303 八幡平市柏台2丁目9番3号 0195-78-2710 0195-78-3055

65 中央
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 副主任生活相談員 遠藤　美佳 028-7302 八幡平市松尾寄木11-13-1 0195-78-2455 0195-78-2467

66 中央
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 総務部長 熊谷　剛 028-7302 八幡平市松尾寄木11-13-1 0195-78-2455 0195-78-2467

67 中央
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 事務主任 髙橋　正光 028-7302 八幡平市松尾寄木11-13-1 0195-78-2455 0195-78-2467

68 中央
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 生活相談員 工藤　恵美 028-7302 八幡平市松尾寄木11-13-1 0195-78-2455 0195-78-2467

69 中央
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 事務員 山本　真菜実 028-7302 八幡平市松尾寄木11-13-1 0195-78-2455 0195-78-2467

70 中央
八幡平

市
高齢 みちのく協会 地域密着型介護老人福祉施設はらからの里 生活相談員 関川　加津子 028-7301 八幡平市野駄21-299-1 0195-68-7880 0195-68-7836

71 中央
八幡平

市
高齢 西根会 特別養護老人ホームむらさき苑 副主任生活相談員 藤田　陽太 028-7112 八幡平市田頭24-36 0195-76-3100 0195-76-5226

72 中央 八幡平市 高齢 西根会 特別養護老人ホームむらさき苑 管理者 藤村　いさ子 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚77-1 0195-35-3844 0195-35-3840

73 中央
八幡平

市
高齢 安代会 特別養護老人ホームりんどう苑 施設長 奈良　忍 028-7604 八幡平市丑山口27-5 0195-73-2855 0195-73-2828

74 中央
八幡平

市
高齢 安代会 安代会居宅介護支援事業所 管理者 奈良　美佳子 028-7604 八幡平市丑山口27-5 0195-73-2855 0195-73-2828

75 県南 花巻市 障がい 東和仁寿会 特別養護老人ホーム東和荘 施設長 多田　正和 028-0113 花巻市東和町東晴山7区6番地1 0198-36-2025 0198-36-2026

76 県南 花巻市 高齢 〇　石鳥谷会 特別養護老人ホームいしどりや荘 副施設長 去石　誠 028-3101 花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 0198-45-6730 0198-45-6747

77 県南 花巻市 高齢 〇　石鳥谷会 いしどりや荘指定居宅介護支援事業所 介護支援専門員 荒谷　政博 028-3101 花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 0198-45-6730 0198-45-6747

78 県南 花巻市 高齢 〇　石鳥谷会 特別養護老人ホームいしどりや荘 生活相談員 小松平　誠 028-3101 花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 0198-45-6730 0198-45-6747

79 県南 花巻市 高齢 〇　石鳥谷会 特別養護老人ホームいしどりや荘 介護係長 赤坂　秋彦 028-3101 花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 0198-45-6730 0198-45-6747
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ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名 職　　名 氏　　名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

80 県南 花巻市 高齢 〇　石鳥谷会 特別養護老人ホームいしどりや荘 介護副主任 髙橋　恵利 028-3101 花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 0198-45-6730 0198-45-6747

81 県南 花巻市 高齢 〇　石鳥谷会 特別養護老人ホームいしどりや荘 介護副主任 沼田　美佐子 028-3101 花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 0198-45-6730 0198-45-6747

82 県南 花巻市 児童 青松会 清光学園 園長 高橋　一栄 028-3101 花巻市石鳥谷町好地4-80-13 0198-45-5173 0198-45-5945

83 県南 花巻市 児童 青松会 清光学園
家庭支援専門相談

員
菅野　隆行 028-3101 花巻市石鳥谷町好地4-80-13 0198-45-5173 0198-45-5945

84 県南 花巻市 児童 青松会 清光学園 事務兼児童指導員 高橋　健祐 028-3101 花巻市石鳥谷町好地4-80-13 0198-45-5173 0198-45-5945

85 県南 花巻市 高齢 宇津野会 ケアハウス金矢 生活相談員 櫻井　由佳子 025-0304 花巻市湯本第19地割408番地 0198-27-3955 0198-27-3956

86 県南 花巻市 高齢 宝寿会 養護老人ホーム宝寿荘 生活相談員 菊池　理恵子 028-3102 花巻市石鳥谷町上口一丁目3番地3 0198-45-2143 0198-45-4391

87 県南 花巻市 高齢 宝寿会 養護老人ホーム宝寿荘 生活相談員 中里　洋介 028-3102 花巻市石鳥谷町上口一丁目3番地3 0198-45-2143 0198-45-4391

88 県南 花巻市 障がい
岩手県社会福祉事業

団
好地荘 副園長 髙橋　由起子 028-3170 花巻市石鳥谷町中寺林7地割46－2 0198-45-3024 0198-45-6621

89 県南 花巻市 その他
岩手県社会福祉事業

団
好地荘 業務係長 浅沼　浩美 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林7地割46－3 0198-45-3024 0198-45-6621

90 県南 花巻市 その他
岩手県社会福祉事業

団
松風園 副園長 久慈　隆広 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林7地割46－3 0198-45-3024 0198-45-6621

91 県南 花巻市 高齢 歳光会 特別養護老人ホームサンガ 生活相談員 八重樫　真由子 025-0022 花巻市十二丁目577番1 0198-45-3016 0198-29-5673

92 県南 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 園長 小崎　憲博 025-0244 花巻市湯口字鳥谷17-1 0198-28-2088 0198-38-1156

93 県南 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 事務局長 伊藤　真治 025-0244 花巻市湯口字鳥谷17-1 0198-28-2088 0198-38-1156

94 県南 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 サービス管理責任者 伊藤　瑠美子 025-0244 花巻市湯口字鳥谷17-1 0198-28-2088 0198-38-1156

95 県南 花巻市 障がい 　光林会 地域生活支援センターしおん 相談支援専門員 佐藤　くみ子 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7 0198-45-2714 0198-45-6861

96 県南 花巻市 障がい 　光林会 地域生活支援センターしおん 相談支援専門員 三井　耕心 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7 0198-45-2714 0198-45-6861

97 県南 花巻市 障がい 　光林会 地域生活支援センターしおん 地域支援係長 田村　理恵 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7 0198-45-2714 0198-45-6861

98 県南 花巻市 障がい 　光林会 ルンビニー苑 副苑長 釣木澤　真 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7 0198-45-2706 0198-45-6733

99 県南 花巻市 障がい 　光林会 ルンビニー苑 相談支援専門員 横澤　亜弓 028-3171 花巻市石鳥谷町中寺林12-54-7 0198-45-2706 0198-45-6733

100 県南 花巻市 障がい 　光林会 就労支援センタールンビニー 就労支援課長 高橋　紀子 025-0065 花巻市星が丘1-21-29 0198-29-5395 0198-29-5396

101 県南 遠野市 障がい 睦会 相談支援事業所らいと
主任相談支援専門

員
岩渕　修 028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4番地1 0198-62-5111 0198-62-1599

102 県南 遠野市 障がい 睦会 相談支援事業所らいと 相談支援専門員 荻野　理英 028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4番地1 0198-62-5111 0198-62-1599

103 県南 遠野市 高齢 とおの松寿会 地域密着型サービス拠点長寿庵 管理者 佐々木　貴洋 028-0521 遠野市材木町2-22 0198-63-1328 0198-63-1338

104 県南 遠野市 児童 遠野市保育協会 法人本部事務局 主事 佐々木　伊久衣 028-0515 遠野市東舘町8番12号 0198-62-9256 0198-62-9257

105 県南 遠野市 児童 遠野市保育協会 白岩保育園 主任保育士 大萱生　瞳 028-0525 遠野市六日町8-22 0198-62-2036 0198-62-2036

106 県南 遠野市 児童 遠野市保育協会 法人本部事務局 主事 菅野　茉歩 028-0515 遠野市東舘町8番12号 0198-62-9256 0198-62-9257

107 県南 遠野市 障がい ともり会 障害者支援施設高舘の園 施設長 菊池　昌浩 028-0303 遠野市宮守町下鱒沢33-216-5 0198-66-2576 0198-66-2524

108 県南 北上市 高齢 立正会 特別養護老人ホーム敬愛園 相談員兼事務員 扇柳　直彦 024-0051 北上市相去町高前壇6番地14 0197-67-3111 0197-72-5252

109 県南 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

主任医療社会事業
士

菊池　涼子 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

110 県南 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 医療社会事業士 菅原　詩織 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

111 県南 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 医療社会事業士 熊谷　麻未 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

112 県南 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 臨時社会事業士 山田　富貴子 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

113 県南 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 医療社会事業士 高橋　隼人 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

114 県南 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 医療社会事業士 佐々木　達紀 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

115 県南 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 医療社会事業士 佐々木　夏実 024-0035 北上市九年橋三丁目15-33 0197-64-7722 0197-64-2666

116 県南 北上市 高齢 常心福祉会 ケアハウス常盤台 介護支援専門員 櫻井　美奈 024-0012 北上市常盤台4-7-28  0197-61-3260 0197-61-3261

117 県南 北上市 高齢 常心福祉会 ケアハウス常盤台 生活相談員 照井　剛志 024-0012 北上市常盤台4-7-28  0197-61-3260 0197-61-3261

118 県南 北上市 高齢 常心福祉会 常盤台居宅介護支援事業所 管理者 髙橋　恒信 024-0012 北上市常盤台4-7-28 0197-61-3262 0197-61-3261

119 県南 北上市 障がい 方光会 萩の江 施設長 川村　護 024-0334 北上市和賀町藤根14-144-15 0197-71-7066 0197-73-8622
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120 県南 北上市 高齢 清智会 特別養護老人ホームさくら爽 生活相談員 高橋　一樹 024-0084 北上市さくら通り三丁目7番7号 0197-61-5117 0197-65-0026

121 県南 北上市 高齢 平和会 特別養護老人ホームいいとよ 生活相談員 佐々木　雄太 024-0004 北上市村崎野12-74-28 0197-71-1377 0197-71-1822

122 県南 北上市 高齢 博愛会 特別養護老人ホーム 八天の里 介護支援専門員 八重樫　良子 024-0103 北上市更木34-320-1 0197-66-6000 0197-66-6200

123 県南 奥州市 高齢 寿水会 特別養護老人ホーム立生苑 上席生活相談員 浅利　正光 023-0874 奥州市水沢見分森16 0197-25-3131 0197-25-3051

124 県南 奥州市 高齢 寿水会 養護老人ホーム寿水荘
施設長補佐兼上席

生活相談員
紺野　信一 023-0874 奥州市水沢見分森16 0197-25-3132 0197-25-3051

125 県南 奥州市 高齢 美楽会 軽費老人ホームケアハウス水沢 施設長 佐藤　公典 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢506-6 0197-51-3111 0197-51-3151

126 県南 奥州市 高齢 美楽会 軽費老人ホームケアハウス水沢 生活相談員 羽田野　真紀 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢506-6 0197-51-3111 0197-51-3151

127 県南 奥州市 障がい 　愛護会 障がい者支援施設興郷塾 施設長補佐 菊池　勝行 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 0197-25-5058 0197-24-7458

128 県南 奥州市 障がい 　愛護会 障がい者支援施設興郷塾 生活支援員 佐々木　加代 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 0197-25-5058 0197-24-7458

129 県南 奥州市 障がい 　愛護会 奥州市基幹相談支援センター 相談支援専門員 佐藤　美保 023-0801 奥州市水沢字横町2-1 メイプル地階 0197-34-2160 0197-34-2161

130 県南 奥州市 障がい 　愛護会 障がい者支援施設希望の園 生活支援員 佐藤　貴幸 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢491番地 0197-24-6688 0197-24-6699

131 県南 奥州市 障がい 　愛護会 障がい者支援施設希望の園 生活支援員 徳山　由加利 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢491番地 0197-24-6688 0197-24-6699

132 県南 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 部長兼生活相談員 川村　幸子 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3 0197-51-6835 0197-51-6836

133 県南 奥州市 障がい 　愛護会 障がい者支援施設希望の園 園長 阿部　京子 023-0132 奥州市水沢羽田町字門下11番地2 0197-24-8633 0197-24-8006

134 県南 奥州市 障がい 　愛護会 愛護会法人本部事務局 事務局次長 小野寺　敏也 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢491 0197-25-3732 0197-25-6662

135 県南 奥州市 障がい 　愛護会 愛護会法人本部事務局 総務課総務係 近藤　ひかる 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢491 0197-25-3732 0197-25-6662

136 県南 奥州市 障がい 　愛護会 地域生活援助センター 所長 伊藤　智之 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢491 0197-25-3732 0197-25-6662

137 県南 奥州市 障がい 　愛護会 障害者相談支援センター 相談支援専門員 高橋　めぐみ 023-0841 奥州市水沢真城垣ノ内6-14 0197-51-6306 0197-51-6307

138 県南 奥州市 高齢 岩手福寿会 福寿荘指定居宅介護支援事業所
課長兼主任介護支

援専門員
鈴木　幸一 023-0833 奥州市水沢上姉体2-1-22 0197-28-1234 0197-28-1230

139 県南 奥州市 高齢 岩手福寿会 特別養護老人ホーム福寿荘 施設部長 内野　誠 023-0867 奥州市水沢字大橋34番地4 0197-28-1234 0197-22-8566

140 県南 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
生活相談員兼介護

支援専門員
山田　優規 023-0833 奥州市水沢上姉体2-1-22 0197-22-8555 0197-28-1230

141 県南 奥州市 障がい
岩手県社会福祉事業

団
たばしね学園 園長 白畑　勇 029-4208 奥州市前沢宇田畠18-5 0197-56-2160 0197-56-6471

142 県南 奥州市 障がい
岩手県社会福祉事業

団
たばしね学園 寮棟主任 長田　亮 029-4208 奥州市前沢宇田畠18-5 0197-56-2160 0197-56-6471

143 県南 奥州市 高齢 つつじ会 特別養護老人ホームまえさわ苑 総務課 阿部　芳昭 029-4207 奥州市前沢字塔ケ崎7番地 0197-56-5600 0197-56-5640

144 県南 奥州市 高齢 江刺寿生会 特別養護老人ホームさくらの郷 生活相談員 菅原　長幸 023-1101 奥州市江刺岩谷堂字下惣田290-1 0197-31-2771 0197-31-2772

145 県南 奥州市 高齢 江刺寿生会 養護老人ホーム江寿園 生活相談員 及川　史佳 023-1101 奥州市江刺岩谷堂字下惣田290-1 0197-31-2771 0197-31-2772

146 県南 金ケ崎 児童 　愛護会 たんぽぽ保育園 副園長 佐藤　泉 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根辻岡30 0197-41-0288 0197-41-0287

147 県南 金ケ崎 児童 　愛護会 金ケ崎保育園 副園長 松本　レイ子 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根下餅田14-1 0197-42-2808 0197-42-2809

148 県南 金ケ崎 児童 白鶴会 認定こども園　たいよう保育園 園長 渡邊　つる代 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根寺下101 0197-42-5005 0197-42-5006

149 県南 金ケ崎 高齢 友愛会 友愛会法人本部事務局 総務室長 高橋　徳行 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根揚場後8-2 0197-44-4111 0197-44-4113

150 県南 金ケ崎 高齢 友愛会 特別養護老人ホーム友愛園 主任 佐藤　明美 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根揚場後8-2 0197-44-4111 0197-44-4113

151 県南 金ケ崎 高齢 ふるさと福祉会 特別養護老人ホーム穂の香の郷 生活相談員 高橋　久江 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根北荒巻21番地19 0197-47-4424 0197-47-4437

152 両磐 一関市 障がい 仁愛会 一関ワークキャンパス 次長 千葉　研吾 021-0901 一関市真柴字枛木立46-18 0191-23-7210 0191-23-0017

153 両磐 一関市 障がい 仁愛会 障害者支援施設一関リハビリセンター サービス管理責任者 遊佐　隆次 021-0901 一関市真柴字枛木立46-18 0191-23-7210 0191-23-0017

154 両磐 一関市 高齢 つくし会 特別養護老人ホーム明生園 生活相談員 鈴木　壽高 029-0132 一関市滝沢字寺下2-1 0191-23-0478 0191-23-0260

155 両磐 一関市 高齢 つくし会 特別養護老人ホーム明生園 生活相談員 菅原　紗来 029-0132 一関市滝沢字寺下2-1 0191-23-0478 0191-23-0260

156 両磐 一関市 高齢 ◎柏寿会 特別養護老人ホーム福光園 園長 菅原　甚吾 021-0902 一関市萩荘字大袋56番地4 0191-24-5020 0191-24-5021

157 両磐 一関市 高齢 ◎柏寿会 特別養護老人ホーム福光園 主任生活相談員 和賀　敬 021-0902 一関市萩荘字大袋56番地4 0191-24-5020 0191-24-5021

158 両磐 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 園長 鈴木　佐知子 021-0901 一関市真柴字武奈沢39番地 0191-21-3141 0191-21-3140

159 両磐 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 介護支援専門員 青木　さゆり 021-0901 一関市真柴字武奈沢39番地 0191-21-3141 0191-21-3140
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ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名 職　　名 氏　　名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

160 両磐 一関市 児童 ふじの園 児童養護施設一関藤の園 施設長 渡部　俊幸 021-0061 一関市山目字館2-5 0191-23-1544 0191-23-1545

161 両磐 一関市 児童 ふじの園 児童養護施設一関藤の園 個別対応職員 千葉　幸江 021-0061 一関市山目字館2-5 0191-23-1544 0191-23-1545

162 両磐 一関市 児童 ふじの園 児童養護施設一関藤の園 基幹的職員 佐藤　道也 021-0061 一関市山目字館2-5 0191-23-1544 0191-23-1545

163 両磐 一関市 児童 ふじの園 児童養護施設一関藤の園
家庭支援専門相談

員
千葉　美樹子 021-0061 一関市山目字館2-5 0191-23-1544 0191-23-1545

164 両磐 一関市 児童 さいわい会 認定こども園幸町保育園 事務局長 千葉　美恵子 021-0024 一関市幸町１−１４ 0191-21-0370 0191-48-3480

165 両磐 一関市 高齢 二桜会 寿光荘介護相談センター 管理者 佐々木　茂伸 029-3101 一関市花泉町花泉字上舘70番地3 0191-82-4932 0191-82-4391

166 両磐 一関市 高齢 二桜会 デイサービスセンターソエル花泉 生活相談員 森　みず恵 029-3105 一関市花泉町涌津字一ノ町76番地 0191-36-1224 0191-36-1228

167 両磐 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
生活相談員兼介護

支援専門員
小岩　良 029-4102 西磐井郡平泉町平泉字片岡69番地7 0191-46-3228 0191-46-3229

168 沿岸
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 介護支援専門員 菊地　ゆか 022-0101 大船渡市三陸町越喜来字所通91番地 0192-44-3577 0192-44-3660

169 沿岸
大船渡

市
高齢 三陸福祉会 三陸福祉会 総務課長 神永　二三男 022-0101 大船渡市三陸町越喜来字所通91番地 0192-44-3577 0192-44-3660

170 沿岸
大船渡

市
障がい 愛生会 障がい者支援施設吉浜荘 主任生活支援員 熊谷　昌子 022-0102

大船渡市三陸町吉浜字上野125番地
224

0192-45-2111 0192-45-2112

171 沿岸
大船渡

市
障がい 愛生会 障がい者支援施設吉浜荘 副主任生活支援員 木村　直樹 022-0102

大船渡市三陸町吉浜字上野125番地
224

0192-45-2111 0192-45-2112

172 沿岸
大船渡

市
高齢 　成仁会 成仁会 法人本部長 和田　工 022-0006 大船渡市立根町字宮田9番地1 0192-27-7111 0192-26-5008

173 沿岸
大船渡

市
高齢 　成仁会 特別養護老人ホーム富美岡荘 課長 山崎　絹花 022-0004 大船渡市猪川町冨岡148 0192-21-1118 0192-21-1233

174 沿岸
大船渡

市
高齢 　成仁会 富美岡荘介護センター センター長 後藤　俊一 022-0003 大船渡市盛町字町6番地1 0192-25-1234 0192-26-1230

175 沿岸
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 生活相談課長 佐々木　三千代 022-0006 大船渡市立根町字宮田9番地1 0192-27-7111 0192-26-5008

176 沿岸
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 事務長 菊池　郁子 022-0006 大船渡市立根町字宮田9番地1 0192-27-7111 0192-26-5008

177 沿岸
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 施設長 小笠原　登志江 022-0003 大船渡市盛町字町3番地1 0192-21-1112 0192-25-1515

178 沿岸
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 副施設長 金野　文子 022-0003 大船渡市盛町字町3番地1 0192-21-1112 0192-25-1515

179 沿岸
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 生活相談課長 遠藤　宏 022-0006 大船渡市立根町字宮田9番地1 0192-27-7111 0192-21-1233

180 沿岸
大船渡

市
高齢 　成仁会 養護（盲）老人ホーム祥風苑 生活相談副部長 菅野　洋子 022-0004 大船渡市猪川町字冨岡176番地 0192-26-3111 0192-27-8807

181 沿岸
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 所長 三浦　くみ子 022-0005 大船渡市日頃市町字上宿17-4 0192-22-7888 0192-22-7881

182 沿岸
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 課長補佐 西條　直美 022-0005 大船渡市日頃市町字上宿17-4 0192-22-7888 0192-22-7881

183 沿岸
大船渡

市
高齢 　成仁会 大船渡市デイサービスセンター 所長 金野　晃 022-0006 大船渡市立根町字田ノ上30番地22 0192-27-3300 0192-26-7373

184 沿岸
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 主事 片山　明美 029-2204 陸前高田市気仙町字中井194番地 0192-22-7515 0192-22-7516

185 沿岸 釜石市 高齢 愛恵会 法人本部 部長 有井　洋成 026-0301 釜石市鵜住居町第2地割20-1 0193-28-3005 0193-28-3007

186 沿岸 釜石市 高齢 愛恵会 養護老人ホーム五葉寮 支援員 佐々木　朋子 026-0301 釜石市鵜住居町第2地割20-1 0193-28-3005 0193-28-3007

187 沿岸 釜石市 高齢 愛恵会 養護老人ホーム五葉寮 施設長 及川　制子 026-0301 釜石市鵜住居町第2地割20-1 0193-28-3005 0193-28-3007

188 沿岸 釜石市 高齢 愛恵会 養護老人ホーム五葉寮 主任相談員 菊池　悦子 026-0301 釜石市鵜住居町第2地割20-1 0193-28-3005 0193-28-3007

189 沿岸 釜石市 高齢 　岩手徳栄会 地域密着型介護老人福祉施設三峯の杜 主任生活相談員 鈴木　彰 026-0301 釜石市鵜住居町第2地割22番地1 0193-27-8040 0193-27-8041

190 沿岸 釜石市 高齢 　岩手徳栄会 地域密着型介護老人福祉施設三峯の杜 生活相談員 青澤　美貴 026-0301 釜石市鵜住居町第2地割22番地1 0193-27-8040 0193-27-8041

191 沿岸 宮古市 高齢 田老和心会 特別養護老人ホームふれあい荘 施設長 松本　勝徳 027-0341 宮古市田老字養呂地6番地2 0193-88-1200 0193-88-1201

192 沿岸 宮古市 高齢 田老和心会 特別養護老人ホームふれあい荘 主任生活相談員 菊地　勤 027-0341 宮古市田老字養呂地6番地2 0193-88-1200 0193-88-1201

193 沿岸 宮古市 高齢 新里紫桐会 特別養護老人ホーム紫桐苑 副施設長 川崎　賢一 028-2101 宮古市茂市第1地割115番地1 0193-72-2300 0193-72-2301

194 沿岸 宮古市 高齢 新里紫桐会 地域密着型特別養護老人ホーム桐の花 生活相談員 佐々木　善憲 028-2101 宮古市茂市第１地割124番地2 0193-77-3857 0193-77-3867

195 沿岸 宮古市 高齢 恵心会 特別養護老人ホーム慈苑 事務部長 佐々木　浩 027-0041 宮古市西ヶ丘四丁目53番地8 0193-62-7496 0193-64-3934

196 沿岸 宮古市 高齢 恵心会 特別養護老人ホーム慈苑 主任生活相談員 木村　隆宏 027-0041 宮古市西ヶ丘四丁目53番地8 0193-62-7496 0193-64-3934

197 沿岸 宮古市 高齢 恵心会 特別養護老人ホーム慈苑 主事 佐々木　友輔 027-0041 宮古市西ヶ丘四丁目53番地8 0193-62-7496 0193-64-3934

198 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 施設介護課長 三浦　歩 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

199 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 通所介護課長 山崎　来真 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012
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ブロック 市町村 分　野 法人名 施設名 職　　名 氏　　名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

200 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 介護係長 鳥取　美和子 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

201 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 訪問介護係長 中嶋　美千子 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

202 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ
主任介護支援専門

員
下平　美穂子 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

203 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 生活相談係長 畠山　御幸 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

204 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 生活相談係長 舘崎　孝史 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

205 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 生活相談員 横屋　裕昭 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

206 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ 介護係長 鈴木　洋司 027-0096 宮古市崎鍬ケ崎第４地割1番地20 0193-62-7011 0193-62-7012

207 沿岸 宮古市 高齢 　若竹会 サンホームみやこ絆
主任介護支援専門

員
毛内　亜貴子 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎4-1-43 0193-62-7011 0193-62-7012

208 沿岸 宮古市 障がい 　若竹会 相談支援事業所わかたけ（レインボーネット）
副主任相談支援専

門員
粟津　優 027-0073 宮古市緑ヶ丘２番３号 0193-64-7878 0193-77-3921

209 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 相談支援事業所わかたけ（レインボーネット） 相談支援専門員 斉藤　歩 027-0073 宮古市緑ヶ丘２番３号 0193-64-7878 0193-77-3921

210 沿岸 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
主任就業支援ワー

カー
小林　和信 027-0073 宮古市緑ヶ丘２番３号 0193-71-1245 0193-71-1246

211 沿岸 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 就業支援ワーカー 梅澤　久美子 027-0073 宮古市緑ヶ丘２番３号 0193-71-1245 0193-71-1246

212 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 わかたけ学園 サービス管理責任者 斉藤　昌弘 027-0097 宮古市崎山第5地割94番地 0193-62-8011 0193-62-8088

213 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 わかたけ学園 サービス管理責任者 熊谷　昌子 027-0097 宮古市崎山第5地割94番地 0193-62-8011 0193-62-8088

214 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 わかたけ学園 サービス管理責任者 女供　大生 027-0097 宮古市崎山第5地割94番地 0193-62-8011 0193-62-8088

215 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 わかたけ学園 生活支援員 勝山　慎弥 027-0097 宮古市崎山第5地割94番地 0193-62-8011 0193-62-8088

216 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 わかたけ学園 生活支援員 古舘　志穂 027-0097 宮古市崎山第5地割94番地 0193-62-8011 0193-62-8088

217 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 あっとほうむLifeみやこ サービス管理責任者 野崎　翔太 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎4-1-11 0193-64-7855 0193-64-7879

218 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 あっとほうむLifeみやこ サービス管理責任者 佐々木　尚美 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎4-1-11 0193-64-7855 0193-64-7879

219 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 ウイリー 所長 山木　一英 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎4-1-11 0193-64-7855 0193-64-7879

220 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 セルプわかたけ サービス管理責任者 根市　欣幸 027-0075 宮古市山口5-5-10 0193-64-5555 0193-63-3785

221 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 ワークプラザみやこ 所長 畠山　兼 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎4-1-6 0193-64-6196 0193-64-6196

222 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 ワークプラザみやこ サービス管理責任者 久坂　義臣 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎4-1-6 0193-64-6196 0193-64-6196

223 沿岸 宮古市 障がい 若竹会 すきっぷ サービス管理責任者 鷺田　敦子 027-0073 宮古市緑ヶ丘２番３号 0193-71-1245 0193-71-1246

224 沿岸 宮古市 その他
岩手県社会福祉事業

団
松山荘 生活指導員 柴田　武 027-0037 宮古市松山第８地割19-1 0193-62-7921 0193-64-3530

225 沿岸 宮古市 その他
岩手県社会福祉事業

団
松山荘 生活指導員 小笠原　富美子 027-0037 宮古市松山第８地割19-1 0193-62-7921 0193-64-3530

226 沿岸 宮古市 高齢 川井心生会 特別養護老人ホーム心生苑 主任生活相談員 立花　福男 028-2302 宮古市川井2-24-3 0193-76-2300 0193-76-2301

227 沿岸 宮古市 高齢 川井心生会 特別養護老人ホーム心生苑 介護支援専門員 中家　栄治 028-2302 宮古市川井2-24-3 0193-76-2300 0193-76-2301

228 沿岸 宮古市 高齢 川井心生会 特別養護老人ホーム心生苑 生活相談員 中野　大樹 028-2302 宮古市川井2-24-3 0193-76-2300 0193-76-2301

229 沿岸 宮古市 高齢 川井心生会 心生会指定居宅介護支援事業所 介護支援専門員 夏屋　郷治 028-2302 宮古市川井2-24-3 0193-76-2300 0193-76-2301

230 沿岸 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 副苑長 佐々木　誠 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40番地 0194-22-4511 0194-22-5001

231 県北 久慈市 障がい 天神会 ひばり療護園 地域支援課長 及川　英子 028-0031 久慈市天神堂32-8 0194-61-1111 0194-61-1195

232 県北 久慈市 障がい 天神会 ひばり療護園 総括課長 佐々木　健行 028-0031 久慈市天神堂32-8 0194-61-1111 0194-61-1195

233 県北 久慈市 障がい 天神会 ひばり療護園 サービス管理責任者 吉田　幸治 028-0031 久慈市天神堂32-8 0194-61-1111 0194-61-1195

234 県北 久慈市 障がい 天神会 ひばり障害者支援センター 相談支援専門員 川戸　正人 028-0031 久慈市天神堂32-8 0194-61-1111 0194-61-1195

235 県北 久慈市 障がい 修倫会 チャレンジドセンター久慈 所長 鈴木　潔 028-0061 久慈市中央4-34 0194-66-8585 0194-66-8033

236 県北 久慈市 高齢 琥珀会 特別養護老人ホームこはく苑 施設長 田代　誠 028-0071 久慈市小久慈町第19地割118番地１ 0194-53-3600 0194-53-3614

237 県北 久慈市 高齢 琥珀会 特別養護老人ホームこはく苑 副施設長 石川　直江 028-0071 久慈市小久慈町第19地割118番地１ 0194-53-3600 0194-53-3614

238 県北 久慈市 高齢 琥珀会 特別養護老人ホームこはく苑 生活相談員 村木　恵果 028-0071 久慈市小久慈町第19地割118番地１ 0194-53-3600 0194-53-3614

239 県北 久慈市 高齢 琥珀会 特別養護老人ホームこはく苑 介護支援専門員 大畑　麻依 028-0071 久慈市小久慈町第19地割118番地１ 0194-53-3600 0194-53-3614
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240 県北 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 副施設長 野田　大介 028-8802 九戸郡洋野町大野60-41-8 0194-77-2771 0194-77-2772

241 県北 洋野町 高齢 みちのく大寿会 大寿会居宅介護支援事業所 相談指導員 山根　直子 028-8802 九戸郡洋野町大野8-83-2 0194-77-2058 0194-77-2078

242 県北 洋野町 高齢 みちのく大寿会 大寿会居宅介護支援事業所 生活相談員 中屋敷　ひとみ 028-8802 九戸郡洋野町大野8-83-2 0194-77-2058 0194-77-2078

243 県北 洋野町 高齢 みちのく大寿会 大寿会居宅介護支援事業所
主任会議支援専門

員
柴田　知毅 028-8802 九戸郡洋野町大野8-83-2 0194-77-2058 0194-77-2078

244 県北 野田村 高齢 野田白寿会 特別養護老人ホームことぶき荘 主任生活相談員 小原　裕樹 028-8201
九戸郡野田村大字野田第２２地割４４番

地１
0194-78-2006 0194-78-2219

245 県北 野田村 高齢 健慈会 特別養護老人ホーム結の里 生活相談員 本波　純子 028-8202 九戸郡野田村大字玉川第５地割45-22 0194-78-3290 0194-78-3297

246 県北 野田村 高齢 健慈会 特別養護老人ホーム結の里 理事 泉　伸 028-8202 九戸郡野田村大字玉川第５地割45-22 0194-78-3290 0194-78-3297

247 県北 普代村 高齢 普代福祉会 特別養護老人ホームうねとり荘 副施設長 中山　学 028-8323 下閉伊郡普代村第24地割鳥居5-1 0194-35-3577 0194-35-3579

248 県北 普代村 高齢 普代福祉会 特別養護老人ホームうねとり荘 施設サービス課長 山本　修一 028-8323 下閉伊郡普代村第24地割鳥居5-1 0194-35-3577 0194-35-3579

249 県北 普代村 高齢 普代福祉会 普代村デイサービスセンター
在宅介護サービス係

長
山田　豊美 028-8323 下閉伊郡普代村第24地割鳥居5-1 0194-35-3577 0194-35-3579

250 県北 二戸市 高齢 共生会 特別養護老人ホームサントピア 施設長 小野寺　悦夫 028-6721 二戸市似鳥字上平15番地1 0195-20-1010 0195-20-1012

251 県北 二戸市 高齢 いつつ星会 特別養護老人ホームわくわく荘 生活相談員 森　洋輔 028-6106 二戸市仁左平字横手6-1 0195-23-8989 0195-23-8999

252 県北 二戸市 高齢 いつつ星会 特別養護老人ホームわくわく荘 生活相談員 寺崎　拓哉 028-6106 二戸市仁左平字横手6-1 0195-23-8989 0195-23-8999

253 県北 二戸市 児童 明照学園 認定こども園ともいき 子育て支援 田代　奈津子 028-6101 二戸市福岡字上平27 0195-23-2530 0195ｰ25ｰ5956

254 県北 一戸町 障がい
岩手県社会福祉事業

団
相談支援事業所「中山の園」 やまゆり寮棟主任 紺野　真 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚90-2 0195-35-2024 0195-35-2126

255 県北 一戸町 障がい
岩手県社会福祉事業

団
相談支援事業所「中山の園」 主任生活相談員 菅原　諾子 028-5133 二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1 0195-35-2566 0195-35-2126

256 県北 一戸町 障がい
岩手県社会福祉事業

団
共同生活事業所「中山の園」 生活支援員 荒谷　るみ子 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚90-2 0195-35-2024 0195-35-2126

257 県北 一戸町 障がい
岩手県社会福祉事業

団
共同生活事業所「中山の園」 寮棟主任 吉田　豊 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚90-2 0195-35-2024 0195-35-2126

258 県北 一戸町 障がい カナンの園 生活支援センター 生活支援員 澤村　美代子 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚77-1 0195-35-3844 0195-35-3840

259 県北 一戸町 障がい カナンの園 小さき群の里事業所 所長 服部　勉 028-5133 二戸郡一戸町中山字大塚77-1 0195-35-3844 0195-35-3840

事務局
岩手県社会福祉協議

会
福祉経営支援部 部長 楢木　英裕

事務局
岩手県社会福祉協議

会
福祉経営支援部 専門員 大崎　賢司

◎拠点法人（調整中）　　〇地域公益活動専門部会補佐員所属法人
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