ひろしま保育・介護人財サポート事業 加入事業者および事業所一覧（順不同）
通し番号
1
2
3
4

法人名
NPO法人中央・幸工房
アコースアイエヌシージャパン株式会社
株式会社ビッグサン
社会福祉法人広島青樹会

5 社会福祉法人広島愛育会

6 有限会社かざぐるま
7 NPO法人スマイル中山
8 株式会社オウエン
9 株式会社オフィス心絆
10
11
12
13

有限会社ＴＥＮ
株式会社ヤシロ
社会福祉法人順正寺福祉会
株式会社プライマリ・ケア

14 社会福祉法人微妙福祉会
15 NPO法人ヘルパーステーション優

16 社会福祉法人広島常光福祉会

17 宗教法人正専寺
18 株式会社マーガレット

19 株式会社広の島

20 医療法人サツキ会津元クリニック
21 学校法人翠光学園
22 社会福祉法人しみず会
23 社会福祉法人川内福祉会
24 NPO法人広島自立支援ｾﾝﾀｰともに

25 株式会社ＴＩＣ
26 医療法人社団和楽会
27 社会福祉法人可部大文字会
28 社会福祉法人おりづる

令和元年7月現在
事業所名
NPO法人中央・幸工房
介護ステーションアコース
リハプライド広島不動院前
亀山みどり保育園
認定こども園五日市乳児保育園
保育園花ぞの
にじ保育園
五日市すみれ保育園
グループホームはるかぜ
はるかぜのヘルパー
ミニデイホーム小春
かざぐるま居宅介護支援事業所
フリースペース・スマイル中山
SunSun保育園
こころねデイサービスセンター
こころねケアプランサポート
わくわく保育園井口明神
グループホームふじの里
順正寺こども園
あるケア
みみょう保育園
第二みみょう保育園
段原みみょう保育園
日出みみょう保育園
訪問介護ステーション優
ラポーレ東千田
サンヒルズ広島
老人保健施設スカイバード
げんき福田
げんき高陽
げんき馬木
げんき中山
広島市段原地域包括支援センター
ふくだの里
ケアハウスラポーレひろしま
矢野おりづる園
サンヒルズ保育園
ふくだの里ヘルパーステーション
げんき保育園
船越町めぐみ保育所
マーガレット訪問介護事業所
グループホーム古の市
ヘルパーステーション古の市
居宅介護支援事業所古の市
デイサービスセンター古の市
訪問介護ステーション古の市
多機能型事業所古の市
リハビリデイサービス古江のひまわり
津元クリニック
すいこう認定こども園
清水谷保育園
みのり愛児園
みのり祇園
原田橋事業所
ライフサポート・ともに
相談支援事業所
石内事業所
いつかいちちびっこの森保育園
いつかいちちびっこの森保育園分園
ふるいちちびっこの森保育園
伊藤内科医院
特別養護ホーム山まゆ
特別養護老人ホーム山まゆ2号館
おりづる作業所
オリーブ
ホーム クローバー
サポートセンターおりづる

29 株式会社ニックス

30 株式会社三和会

31 社会福祉法人希望の丘

32 社会福祉法人和楽会
33 一般社団法人エンパワメント

34 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会

35 社会福祉法人慈光会
36 中島保育園

37 社会福祉法人光清学園

38 医療法人せせらぎ会
39 NPO法人あおぎり
40 ロング株式会社
41 株式会社コミュニティライフもみじ
42 医療法人社団まりも会

43 株式会社奏音

グループホームかぐや姫
ニックスデイサービスセンター南
グループホーム花咲楼
ニックス南訪問介護事業所
ニックスデイサービスセンター東
レスパイトケア 住マイル
ニックスデイサービスセンター五日市
ニックス東訪問介護事業所
ニックスデイサービスセンター西
レスパイトケア住マイル五日市
佐伯ヘルパー・ナース24
ニックスヘルパーナース24
ニックス西部訪問介護事業所
ニックス中訪問介護事業所
ニックス安芸訪問介護事業所
レスパイトケア住マイル安芸
スマイル永久の楽園
グループホーム桃太郎
トゥモローランド西
訪問介護事業所若葉台
通所介護事業所若葉台
若葉台(障がい者支援)
ショートステイわかば
ショートステイ虹
どんぐり学園（入所）
どんぐり学園（通所）
広島どんぐり作業所
あいの木
ホームいぶき
相談支援事業所ぷらっとほーむ
特別養護老人ホーム和楽荘
和楽荘訪問介護事業部
和楽荘通所介護事業部
広島市戸山・伴・大塚地域包括支援センター
居宅介護センター和楽荘
セルフヘルプ宝町
広島市東部障害者デイサービスセンター
グループホームこいうえ
グループホームよこがわ
障害者支援施設いくせい
広島障害者雇用支援センター
広島作業所
広島作業所 短期入所事業
育成会上安事業所
多機能型事業所よこがわ
広島市西部障害者デイサービスセンター
慈光園
上安慈光園
石内慈光園
東原慈光園
中島保育園
特別養護老人ホーム光清苑
通所介護事業所光清苑
居宅介護支援事業所光清苑
広島市翠町地域包括支援センター
光清学園成人部
ワークセンター光清学園
さなだ内科デイサービスセンター
あおぎり
ロング介護支援事業所
児童デイサービスばななん
児童デイサービスいちごん
ヘルパーステーション鷹野橋
居宅介護支援事業所ひらまつ
訪問介護事業所サポートひらまつ
訪問看護事業所サポートひらまつ
デイサービスサポートひらまつ
発達支援ルームどれみ
発達支援ルームふぁそら
発達支援ルームしどれ
いろは訪問看護リハビリステーション
発達支援ルームみふぁそ

44 株式会社Merci
45 社会福祉法人伴福祉会
46 社会福祉法人あさ
47 株式会社幸の樹
48 社会福祉法人二葉会

49 社会福祉法人あと会

50 医療法人社団あと会

51 社会福祉法人共助会
52 有限会社東洋住建
53 医療法人社団つばさ会
54 合同会社Maklia
55 NPO法人エス・アイ・エヌ
56
57
58
59
60
61
62
63

一般社団法人協働
創生株式会社
Be the light株式会社
プロジェクトケンコー株式会社
株式会社慈莉庵
有限会社メルシー
社会福祉法人広島県視覚障害者団体連合会
株式会社あかしあ

64 株式会社DAYS
65
66
67
68

NPO法人トムハウス
NPO法人わくわく
社会福祉法人松風会
一般社団法人にこにこ保育園

69 社会福祉法人交響

70 NPO法人オレンジハウス
71 社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団

ヘルパーステーション梨杏
伴保育園
特別養護老人ホームみくに
デイサービスセンターみくに
みくに居宅介護支援事業所
みくにデイサービスセンターコムズ
訪問介護事業所しあわせの樹
千田保育園
特別養護老人ホーム くにくさ苑
デイサービスセンターくにくさ
広島阿戸・矢野地域包括支援センター
くにくさ訪問介護事業所
グループホームくにくさの家
くにくさ居宅介護支援事業所
デイサービスセンターダーラナやの・くにくさ
グループホームダーラナやの・くにくさ
小規模多機能型居宅介護 やの・くにくさ
くにくさ訪問看護ステーション
特別養護老人ホーム でじま・くにくさ
介護つき有料老人ホームでじま・くにくさ
デイサービスセンターでじま・くにくさ
老人保健施設 りは・くにくさ
宇品・くにくさ訪問介護事業所
でじま・くにくさ居宅介護支援事業所
宇品・くにくさ居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム くにくさ苑
介護老人保健施設ふかわ・くにくさ
ふかわ・くにくさ訪問看護ステーション
ふかわ・くにくさ居宅介護支援事業所
ふかわ・くにくさ訪問介護事業所
高陽デイサービス
時計台 障害者支援施設
グループホーム畑賀時計台
時計台 相談支援事業所
ヘルパーステーション七福神
横山内科クリニック
横山内科クリニック 訪問介護事業所
合同会社Maklia
みんなの働く場 いっぽ
協働カンパニー ステップ
集いの場 あゆみ
訪問介護事業所テレサ
FORTIA平野町
デイサービスセンターくるみ
アイ･アイ介護センター
デイサービスセンターけいあい園
ヘルパーステーション メルシー
愛命園
介護付有料老人ホームあかしあ大河
DAYS介護ステーション
放課後等デイサービス ハート 中筋
放課後等デイサービス ハート
生活介護 クローバー
トムハウス
作業所わくわく
新都西風苑
にこにこ保育園
第一きつつき共同作業所
第二きつつき共同作業所
うぐいす共同作業所
ＳＯＡＲきつつき
交響ホーム
地域支援室交響
きつつき第三作業所
オレンジハウス
共同作業所オレンジハウス
広島キリスト教社会館保育所
デイサービスセンターかりん
訪問介護事業所かりん
居宅介護支援事業所かりん

72 株式会社アイオライト
73 NPO法人法人さわやかライフクラブ
74 株式会社ウィズケアサービス

まごころの家 高陽
まごころの家高陽
まごころの家 倉掛
まごころの家 可部
まごころの家 若草
すみれ訪問介護事業所
デイサービスつどい高取

