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施設・事業所

住所

1 株式会社 Breams 機能訓練型デイサービスEast-one 高齢者 三島市

2 合同会社 アイタス アイタス 障がい者 沼津市

3 社会福祉法人 あしたか太陽の丘 あまぎ学園 障がい者 沼津市

富士見学園 障がい者 富士市

かぬき学園 障がい者 沼津市

ワークスとおがさ 障がい者 沼津市

地域サポートセンターひまわり 障がい者 沼津市

4 株式会社 イー・ケア りなの森 高齢者 沼津市

フローレンス新富士 高齢者 富士市

フローレンス富士の郷 高齢者 富士宮市

フローレンス南箱根 高齢者 函南町

フローレンス川島田 高齢者 御殿場市

5 一般財団法人 日本老人福祉財団　 伊豆高原<ゆうゆうの里> 高齢者 伊東市

6 地域医療振興協会 伊東市介護老人保健施設みはらし 伊東市介護老人保健施設みはらし 高齢者 伊東市

7 社会福祉法人 ウェルネスケア 地域密着型特別養護老人ホーム　ノアノアテラス 高齢者 沼津市

いづの里ヘルパーステーション 高齢者 三島市

ショートステイ　ノアノア 高齢者 沼津市

デイサービス　のあのあ 高齢者 沼津市

8 株式会社 うさぎ薬局 グループホームうさぎ 高齢者 伊東市

9 医療法人社団 榮紀会 東名裾野病院 高齢者 裾野市

10 株式会社 エフ・エム・シー ヒューマンヒルズ新富士 高齢者 富士市

ヒューマンヒルズ富士 高齢者 富士市

ヒューマンヒルズ森島 高齢者 富士市

ヒューマンヒルズ吉原 高齢者 富士市

11 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部静岡県済生会 静岡県済生会支部事務局 その他 静岡市

伊豆医療福祉センター 障がい者 伊豆の国市

12 医療法人社団 勝友会 介護老人保健施設サン静浦 高齢者 沼津市

サン静浦通所リハビリテーション 高齢者 沼津市

13 社会福祉法人 輝望会 沼津のぞみの里 障がい者 沼津市

あしたか学園 児童 沼津市

沼津のぞみの園 障がい者 沼津市

ミルキーウェイ 障がい者 沼津市

ビーンズ 障がい者 沼津市

14 社会福祉法人 共済福祉会 伊豆白寿園 高齢者 函南町

伊豆ライフケアホーム 障がい者 函南町

15 社会福祉法人 共生会 きさらぎ 障がい者 沼津市

いっぷく 障がい者 富士市

16 医療法人社団 啓仁会 介護老人保健施設　いとうの杜 高齢者 伊東市

17 社会福祉法人 湖成会 特別養護老人ホーム月のあかり 高齢者 富士市

特別養護老人ホーム楓の丘 高齢者 富士宮市

特別養護老人ホーム百恵の郷 高齢者 富士宮市

複合型老人福祉施設熱海伊豆海の郷 高齢者 熱海市
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18 医療法人社団 志仁会 介護老人保健施設ラ・サンテふよう 高齢者 三島市

19 社会福祉法人 秀生会 特別養護老人ホームヴィラージュ富士 高齢者 富士市

介護老人保健施設富士中央ケアセンター 高齢者 富士市

特別養護老人ホームヒューマンヴィラ伊豆 高齢者 西伊豆町

20 社会福祉法人 春風会 あしたかホーム 高齢者 沼津市

伊豆中央ケアセンター 高齢者 伊豆市

ぬくもりの里 高齢者 伊豆の国市

みはるの丘浮島 高齢者 沼津市

認定こども園 児童 伊豆市

21 社会福祉法人 城ヶ崎いこいの里 障害者支援施設碧の園 障がい者 伊東市

特別養護老人ホーム城ヶ崎いこいの園 高齢者 伊東市

特別養護老人ホーム奥野苑 高齢者 伊東市

生活介護事業所こもれび 障がい者 伊東市

児童発達支援センター　クローバー 児童 伊東市

22 社会福祉法人 信愛会 特別養護老人ホーム　和みの郷 高齢者 沼津市

特別養護老人ホーム　ぬまづホーム 高齢者 沼津市

特別養護老人ホーム　天間荘 高齢者 富士市

特別養護老人ホーム　土肥ホーム 高齢者 伊豆市

ひかりの丘 障がい者 富士市

23 社会福祉法人 聖家族の園 ながいずみホーム 高齢者 長泉町

24 社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会 (福)沼津市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 高齢者 沼津市

千本デイサービスセンター 高齢者 沼津市

千本居宅介護支援事業所 高齢者 沼津市

(福)沼津市社会福祉協議会指定居宅介護事業所 障がい者 沼津市

25 社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 回復期リハビリテーション病棟 その他 伊豆市

農協共済中伊豆リハビリテーションセンターわかば 障がい者 伊豆市

農協共済中伊豆リハビリテーションセンターさわらび 障がい者 伊豆市

就労継続支援B型事業所あゆみ 障がい者 伊豆市

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘いずみ 障がい者 伊東市

26 医療法人社団 弘仁会　中根クリニック デイサービスふじの花 高齢者 富士市

小規模多機能・グループホームももの花 高齢者 富士市

小規模多機能・グループホームかりんの花 高齢者 富士市

ケアプラザふじの花 高齢者 富士市

看護小規模多機能さくらの花 高齢者 富士市

27 株式会社 フイユ マ・メゾン花水木　長泉 高齢者 長泉町

マ・メゾン三島　エスプリーブル 高齢者 三島市

マ・メゾン花水木　ゆうすい 高齢者 清水町

28 社会福祉法人 富岳会 富岳の園 障がい者 御殿場市

富岳保育園 児童 御殿場市

富岳学園 児童 御殿場市

オレンジシャトー富岳 高齢者 御殿場市

富岳ダイヤモンドライフすその 高齢者 裾野市
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29 社会福祉法人 富士厚生会 特別養護老人ホーム　富士宮荘 高齢者 富士宮市

障害者支援施設　三和荘 障がい者 富士宮市

特別養護老人ホーム　シャローム富士川 高齢者 富士市

障害者支援施設　きぼうの里 障がい者 富士市

障害者支援施設　くぬぎの里 障がい者 富士市

30 特定非営利活動法人 マム サポートチームマム 障がい者 沼津市

31 社会福祉法人 見晴学園 みはらしの里 障がい者 三島市

みはらしの丘 障がい者 三島市

グループホームやまと 障がい者 三島市

そおれ 障がい者 三島市

32 社会福祉法人 美芳会 特別養護老人ホームすどの杜 高齢者 富士市

特別養護老人ホーム風の杜 高齢者 富士市

養護老人ホームするが荘 高齢者 富士市

元吉原デイサービスセンターはまかぜ 高齢者 富士市

富士市東部地域包括支援センター 高齢者 富士市

33 社会福祉法人 武蔵野会 さくら学園 障がい者 御殿場市

34 株式会社 メディカル・ケア・サービス 愛の家グループホーム沼津我入道 高齢者 沼津市

愛の家グループホーム熱海 高齢者 熱海市

愛の家グループホーム伊東南町 高齢者 伊東市

愛の家グループホーム富士宮 高齢者 富士宮市

愛の家グループホーム三保松原 高齢者 静岡市

35 社会福祉法人 湧泉会 特別養護老人ホームかわせみ 高齢者 清水町

デイサービスセンターかわせみ 高齢者 清水町

36 株式会社 リヴ・レーダ デイサービスグラーダ小泉 高齢者 富士宮市

デイサービス・グラーダ 高齢者 富士市

37 社会福祉法人 炉暖会 特別養護老人ホーム炉暖の郷 高齢者 沼津市

38 特定非営利活動法人 わ・く・ら わくら 障がい者 沼津市

39 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ夢コープ 夢コープ沼津事業所 高齢者 沼津市


