
・特別養護老人ホーム寿楽荘

・寿楽荘ショートステイ

・寿楽荘デイサービスセンター

・デイサービスセンター石堂さくら通りルエ

社会福祉法人 ・グループホームたむかい寿楽荘 部長 沼畑　健一

寿栄会 ・デイサービスセンター石堂さくら通りしおん 係長 沢田　朋康

・りんごっこ寿楽荘

・寿楽荘　居宅介護支援事業所

・いしどう寿楽荘居宅介護支援事業所

・たむかい寿楽荘居宅介護支援事業所

・介護老人保健施設はくじゅ

・居宅療養管理指導　シルバークリニック

・居宅療養管理指導　メディカルコート八戸西病院

・通所リハビリテーション　介護老人保健施設はくじゅ

・認知症対応型共同生活介護　グループホーム市川

・訪問介護　はくじゅ訪問介護事業所

・訪問看護　訪問看護ステーションケアサポート 事務長 田中　孝幸

・訪問看護　ステーションケアサポートしもだ 看護師長 冨田　由香里

・訪問看護　シルバークリニック

・訪問リハビリテーション　メディカルコート八戸西病院

・訪問リハビリテーション　シルバークリニック

・訪問入浴介護　はくじゅ訪問入浴介護事業所

・居宅介護支援　シルバー居宅介護支援事業所

・居宅介護支援　八戸西居宅介護支援事業所

・特別養護老人ホーム福寿草　インスプリング

・ショートステイさざなみ

・デイサービスセンターさざなみ

・福寿草デイサービスセンター

・福寿草デイサービスセンターかりん 副施設長 森　忠義 八戸市

・福寿草ヘルパーステーション 事務係長 五戸　玲子

・ヘルパーステーションさざなみ

・福寿草居宅介護支援センター

・居宅介護支援センターさざなみ

・青南病院

・介護老人保健施設　「南山苑」

・通所リハビリテーションセンター「南陽館」

・認知症対応型共同生活介護　南寿の里「丘の家」

・認知症対応型通所介護「南陽館」

・訪問看護　介護ステーション　「五福」

・特別養護老人ホーム　瑞光園

・通所介護事業所　あんずの里白銀デイサービスセンター

・通所介護事業所　あんずの里寄り合い所　町畑の家

・通所介護事業所　瑞光園デイサービスセンター　もも

・認知症対応型通所介護　デイサービスセンターもも

・認知症対応型共同生活介護　グループホームほたる

・認知症対応型通所介護　デイサービスセンターゆう

・地域密着型介護老人福祉施設　瑞光園ハイツ白銀台

・小規模多機能型居宅介護　あんずの里　小規模多機能ホームにいだ

・小規模多機能型居宅介護　あんずの里　小規模多機能ホームおりあい

・訪問介護　瑞光園ヘルパーステーション

・居宅介護支援事業所　瑞光園居宅介護支援センター

・居宅介護支援事業所　瑞光園ケアマネステーション山手通り
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　高齢者

5
社会福祉法人

同伸会
瑞光園ハイツ白銀台　管理者

八戸市

社会福祉法人
スプリング

3

西塚　依子 八戸市

2
公益財団法人

　ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ協会

八戸市

4
医療法人
青仁会

介護老人保健施設南山苑
管理者

野々上　千秋

八戸市

介護老人保健施設南山苑
管理者

高坂　大一郎
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・特別養護老人ホーム　ほっとハウス

・短期入所生活介護　ほっとハウス

・デイサービスセンター　ほっとハウス 介護主任 武石　真奈美

・小規模多機能ホーム　ほっとハウス 事務主任 奥寺　由美

・小規模多機能ホーム　長根の森

・居宅介護支援事業所　ほっとハウス

特別養護老人ホーム百石荘

特別養護老人ホーム阿光坊の郷

デイサービスセンターたんぽぽ

デイサービスセンターあゆみの里

デイサービスセンター和花

デイサービスセンターガーデンプレイスおいらせ 事務長 小向　妙子

デイサービスセンター阿光坊の郷 介護職員 大坂　純平 おいらせ町

グループホームたんぽぽ

グループホームあゆみの里

ケアハウス百石荘ゆうゆう庵

在宅介護支援センターたんぽぽ

居宅介護支援センターたんぽぽ

訪問介護事業所たんぽぽ

訪問入浴介護事業所たんぽぽ

・特別養護老人ホームみろく苑

・ショートステイひだまり

・ショートステイ　ラ・メール白山台

・ショートステイ　ラ・メール小中野

・ショートステイ　みろく苑

・デイサービスセンターみろく苑 フロアチーフ 岩間　俊幸

・グループホームみろく苑/けんど/かぐち 事務 田中　優子

・特別養護老人ホーム　ラ・メール小中野

・特別養護老人ホーム　ラ・メール白山台

・特別養護老人ホーム　ひだまり(五戸町)

・居宅介護支援センター　うらら

・居宅介護支援センター　みろくの郷

・特別養護老人ホーム　見心園

・見心園デイサービスセンター 園長代理 小谷　淑子

・見心園在宅介護支援事業所 管理部長 久保田　恭弘

・見心園居宅介護支援センター

・デイサービスセンターメープル

・在宅介護支援センターメープル

・特別養護老人ホームメープル

・グループホームメープル

・訪問介護・訪問看護・通所介護

・訪問入浴 主任 大程　慎太郎

・福祉用具貸与・販売サービス 下舘　真登香

・児童デイサービス

　高齢者・保育・障がい
・相談支援事業所　療育センター　い～はと～ぶ（放課後デイ）

・こども発達支援センター虹（児童発達支援センター虹）

・サポートセンター虹（放課後デイ）

・サポートセンターあさひ（放課後デイ）

・共同生活援助事業所（グループホーム）

・デイサービスセンター（生活介護）

・就労継続支援Ｂ型（白山台）

・サポートセンター虹（生活介護）

・明幸園（五戸町）

・多機能型就労移行・就労継続（あさひ）
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12

社会福祉法人
吉幸会

10

八戸市

八戸市
五戸町

訪問看護・介護

六戸町

11

8

9

株式会社
ビリーブケアサ

ポート

社会福祉法人
徳望会

社会福祉法人
メープル

社会福祉法人
サポートセンター

虹

施設長 佐藤　将広

6
社会福祉法人

友の会

理事長

社会福祉法人
奥入瀬会

湖東　正美

階上町

八戸市
南部町
五戸町

八戸市
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・就労移行支援　就労継続支援B型

・共同生活援助事業所　グループホームこだま 統括課長 小笠原　基

社会福祉法人 ・短期入所事業　レストこだま サービス管理責任者 出雲　梢

親泉会 ・放課後等デイサービス　ピュアこだま サービス管理責任者 荒屋敷　祥子

・放課後等デイサービス　第二ピュアこだま

・居宅介護等事業ほか　在宅サービス課 

・障害児入所施設　うみねこ学園

・放課後等デイサービスセンター　うみねこ塾

・障害者支援施設　いちい寮

・養護老人ホーム　長生園 事務局管理課　総括主任 松田　佳代

・長生園デイサービスセンター 

・ケアプランセンター長生園

・児童養護施設　浩々学園

・母子生活支援施設　小菊荘

・障害者支援施設　妙光園

・妙光園相談支援センター

・シャイニー妙光園（放課後等デイサービス）

・ヘルプフル妙光園（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援） 総括本部長 池田　浩章

・アネックス妙光園（生活介護） 管理部長 寺井　美雅

・ＨＯＰＥ（生活介護）

・ライブリー妙光園（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

・グッジョブ妙光園（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

・身体障がい者支援施設　松舘療護園

・障害福祉サービス事業（生活介護事業、短期入所事業）

・身体障害者福祉センター

・地域交流ホーム

・サービス付高齢者向け住宅　白山台やすらぎ館

・指定障害者支援施設 清岳園

・指定短期入所事業 清岳園

・指定特定相談支援事業

・指定障害児相談支援事業

社会福祉法人 ・地域生活支援センター 清岳園 支援課長 田中　悟史

清慈会 ・指定障害福祉サービス事業所 清岳園そら 班長支援員 石倉　康光

・放課後等デイサービス 清岳園いっぽ

・指定障害福祉サービス事業所 森の菜園

・指定障害福祉サービス事業所 森の菜園・たっこ

・指定共同生活援助事業 ケアホーム清岳園

養護老人ホーム 晴ヶ丘老人ホーム

特別養護老人ホーム 三沢老人ホーム

三沢デイサービスセンター

三沢介護支援センター

三沢訪問看護ステーション

はるが丘デイサービスセンター・はるが丘介護支援センター・グループホームはるが丘

ホームヘルパーステーション青空 

はるが丘ホームヘルパーステーション

特定施設入居者生活介護 松園ケアラウンジ、デイサービス 、グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所「岡三沢コラボケアセンター」「栄町コラボケアセンター」

地域密着型介護老人福祉施設「岡三沢ぬくもりの家」、栄町ぬくもりの家

楽晴会介護タクシー事業

小規模多機能型居宅介護事業　松原コラボケアセンター」

特別養護老人ホーム　「松原ぬくもりの家」

児童デイサービス6ヵ所

障がい者就労移行・継続支援事業6カ所　等
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17
南部町
田子町

八戸市

総務次長 石澤　英行

八戸市

16
社会福祉法人

やすらぎ会 サービス管理責任者 森川　裕也

15

14
社会福祉法人

八戸市社会福祉
事業団

八戸市

18
社会福祉法人

楽晴会
青森採用担当 橋本　聖樹

三沢市
おいらせ町

六戸町

社会福祉法人
豊寿会

八戸市
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　その他（福祉のお仕事なんでも相談）

次長兼福祉支援課長 御厨　一之

事務員 上野　幸

八戸市19 厚生労働省
八戸公共職業安定所
・職安における求人・求職相談

次長 浜山　剛

久慈　奈保子 青森市

21
社会福祉法人

八戸市社会福祉
協議会

八戸福祉人材バンク
 ・福祉関係資格取得相談
 ・求職者登録受付
 ・求人情報・求職者相談

八戸市

20
社会福祉法人

青森県社会福祉
協議会

青森県福祉人材センター
 ・福祉関係資格取得相談
 ・福祉なんでも相談

相談員


