
№ 法人名 事業所名 市町村

1 （社福）光塩会 特別養護老人ホーム　上毛の里 前橋市

2 （社福）恵風会 特別養護老人ホーム　恵風園 前橋市

3 （社福）視覚障害者福祉会
養護盲老人ホーム　明光園
特別養護老人ホーム　第二明光園

前橋市

4 （社福）上川会 特別養護老人ホーム　春日の里 前橋市

5 （社福）ほたか会
介護老人保健施設　青梨子荘
介護付有料老人ホーム　まえばし上泉の里
特別養護老人ホーム　川場春光園

前橋市　他

6 （医）健英会 介護老人保健施設　おうみ 前橋市

7 （株）まりも 住宅型有料老人ホーム　まりも神沢の森 前橋市

8 （株）ビジュアルビジョン けあビジョン前橋 前橋市

9
（社福）緑風会
（株）プライスレス

特別養護老人ホーム　桜桃園
前橋セジュールの丘たぐち

前橋市

10 （株）ニチイ学館 ニチイケアセンター前橋・伊勢崎 前橋市

11 ちよだ（株） 介護付有料老人ホーム　グランヴィル前橋 前橋市

12 （社福）前橋あそか会 特別養護老人ホーム　やすらぎ園 前橋市

13 （医）中嶋会 介護老人保健施設　やまぶき 前橋市

14 群馬中央医療生協 ふれあいの家六供　他 前橋市

15 （社福）すてっぷ （社福）すてっぷ 前橋市

16 （社福）清栄会 北保育園 前橋市

17 （社福）一越会 障害福祉サービス事業所　ワークハウスドリーム 前橋市

18 （株）ケアステーション・こりき ケアステーション・こりき 前橋市

19 （社）我人村 サービス付高齢者向住宅　サンローズ赤城 前橋市

20 （社福）陽光会 特別養護老人ホーム　サンライフ問屋町 前橋市

21 （社福）前橋至道会 特別養護老人ホーム　シャリティエまえばし 前橋市

22 （株）ヴァティー サービス付高齢者向住宅　ふるさとホーム　他 前橋市　他

23 群馬県厚生農業協同組合連合会 ＪＡ群馬厚生連介護センター 前橋市

24 （医）関越中央病院
地域ケアセンター
介護・福祉村　北原の里

高崎市

25 （株）プランドゥ ケアサポートセンターようざん 高崎市

26
（社福）恒星会
（医社）水火会

特別養護老人ホーム　シリウス
もてき脳神経外科介護福祉センター

高崎市

27 （社福）二之沢真福会 特別養護老人ホーム　ルネス二之沢 高崎市

28 （財）榛名荘
介護老人保健施設　あけぼの苑
介護老人保健施設　あけぼの苑高崎

高崎市

29 （社福）新生会 （社福）新生会 高崎市

30 （社福）清光会 特別養護老人ホーム　泉の園 高崎市

31 （社福）宏志会
特別養護老人ホーム　天界園
小規模特別養護老人ホーム　双樹園

高崎市

32 （NPO）かんわケア大地 グループホームひびき 高崎市

33 （社福）恵林 特別養護老人ホーム　森の小径 高崎市

34 （医）瑞穂会 介護老人保健施設　みさと 高崎市

35 （医）井上病院 介護老人保健施設　太陽 高崎市

36 （社福）長野会 特別養護老人ホーム　菊地の園 高崎市

37 （社福）榛桐会 はんな・さわらび療育園 高崎市

38 （社福）希望館
児童養護施設　希望館
特別養護老人ホーム　希望館

高崎市

39 （社福）高崎福祉倶楽部
特別養護老人ホーム　悠ゆう
特別養護老人ホーム　悠ゆうみなみちょう

高崎市　他

40
（医社）三思会
（医社）醫光会

（医社）三思会
（医社）醫光会

高崎市　他

41
ケアサプライシステムズ(株)
（医）和み会

ケアサプライシステムズ(株)
（医）和み会

高崎市　他

42 （株）グールド デイサービスセンターあんじゅ高崎店　他 高崎市　他

43 （株）こもれび
サービス付高齢者向住宅　ひだまりの家倉賀野
デイハウスこもれび

高崎市　他

44 （社福）邦知会 （社福）邦知会 桐生市

45 （社福）泰和会 特別養護老人ホーム　しみずの里 桐生市

46 （社福）徳昌会 特別養護老人ホーム　思いやり 桐生市

47 （社福）桐生療育双葉会 障害者支援施設　桐花園 桐生市
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48 （社福）三和会
障害者支援施設　エルシーヌ藤ヶ丘
特別養護老人ホーム　山笑　他

桐生市

49 （社福）広済会 （社福）広済会 桐生市

50 （社福）赤堀・東福祉会 特別養護老人ホーム　サルビア荘 伊勢崎市

51 （社福）さかい福祉会
特別養護老人ホーム　いこいの里
特別養護老人ホーム　銀杏の丘

伊勢崎市

52 （社福）伊勢崎明和会 ひばり保育園 伊勢崎市

53 （社福）樫の木 （社福）樫の木 伊勢崎市

54 （社福）群馬県社会福祉事業団 県立障害者リハビリテーションセンター　他 伊勢崎市　他

55 （株）創和
ひかりヘルパーステーション
ひかり居宅介護支援事業所
優楽舎デイサービスセンター

伊勢崎市　他

56 （社福）明光会 特別養護老人ホーム　清和荘 太田市

57 （社福）圓会 特別養護老人ホーム　にらがわの里 太田市

58 （医）三省会 介護付有料老人ホーム　ラッパーズ太田 太田市

59 （社福）太田松翠会
障害福祉サービス事業所　かなやま学園
障害者支援施設　とうもうさわの寮

太田市

60 （NPO）あんだんて 放課後等デイサービス事業　放課後クラブキャンバス 太田市

61 （社福）杜の舎 （社福）杜の舎 太田市

62 （社福）桔梗会 特別養護老人ホーム　ききょうの里 沼田市

63
（医）大誠会
（社福）久仁会

介護老人保健施設　大誠苑
特別養護老人ホーム　くやはら

沼田市

64 （医）群馬会 介護老人保健施設　赤城苑 渋川市

65 （株）フジ建装 シルバークラブ八崎の家 他 渋川市

66 （株）大和ケアサービス デイサービスセンター大和　他 渋川市

67 （社福）春日園 特別養護老人ホーム　春日園 渋川市

68 （有）かがやきケアサービス 北牧デイサービス　他 渋川市

69 （社）ポラリス　 住宅型有料老人ホーム　ホームひなたぼっこ 渋川市

70 （社福）赤城会
障害者支援施設　あかぎ育成園
障害者支援施設　しきしま

渋川市

71 （社福）恵の園 （社福）恵の園 渋川市

72 （社福）誠光会 障害者支援施設　誠光荘 渋川市

73 （社福）松寿会 特別養護老人ホーム　かない苑 渋川市

74 （社福）橘風会 特別養護老人ホーム　ねむの丘 渋川市

75 （社福）永光会
特別養護老人ホーム　永光荘
特別養護老人ホーム　清流の郷

渋川市

76 （社福）伸和会 特別養護老人ホーム　つどい 藤岡市

77 （社福）みやび会 特別養護老人ホーム　ふじの里 藤岡市

78 （社福）恵済会 特別養護老人ホーム　鏑泉苑 富岡市

79 （社福）共生 特別養護老人ホーム　ふれあいホーム 富岡市

80 （医）緑陽会 介護老人保健施設こまち　他 富岡市

81 （社福）愛友会 障害者支援施設　妙義もみじ学園 富岡市

82 （社福）美幸会 特別養護老人ホーム　かさかけの里 みどり市

83 （社福）チハヤ会 障害者支援施設　はーとふるチハヤ みどり市

84 （株）ハーモニー 朝日ハーモニークラブ みどり市

85 （医）群栄会 介護老人保健施設　みずき荘 吉岡町

86 （社福）かんら会 特別養護老人ホーム　シルク 甘楽町

87 （社福）志純会 特別養護老人ホーム　やまぶきの苑 みなかみ町

88 （社福）昭和ゆたか会 障害福祉サービス事業所　星夜の森学舎 昭和村

89
（医）樹心会
（社福）グリーンハート

介護老人保健施設　たまむら
特別養護老人ホーム　タマビレッジ

玉村町

90 （社福）邑友会 特別養護老人ホーム　やまつつじ 邑楽町

※平成２６年７月３１日現在での参加予定となります。


