介護実習施設一覧
No

設置者

施設の種別

施設名

〒

住所

1 社会福祉法人 永光会

特別養護老人ホーム

永光荘

377-0004

群馬県渋川市半田785-5

2 社会福祉法人 ほたか会

特別養護老人ホーム

川場春光園

378-0113

群馬県利根郡川場村生品1861

3 社会福祉法人 みずほ会

特別養護老人ホーム

せきね園

371-0047

群馬県前橋市関根町668

4 社会福祉法人 橘風会

特別養護老人ホーム

ねむの丘

377-0064

群馬県渋川市北橘町八崎2365-1

5 社会福祉法人 健生会

特別養護老人ホーム

花の苑

378-0015

群馬県沼田市戸鹿野町375-1

6 社会福祉法人 ほたか会

介護老人保健施設

青梨子荘

370-3573

群馬県前橋市青梨子町1670

7 医療法人 群馬会

介護老人保健施設

赤城苑

379-1111

群馬県渋川市赤城町北赤城山南平1055-1

8 医療法人社団 ほたか会

介護老人保健施設

武尊荘

378-0113

群馬県利根郡川場村生品1861

9 医療法人社団 ほたか会

介護老人保健施設

武尊荘通所リハビリテーション

378-0113

群馬県利根郡川場村生品1861

10 社会福祉法人 二之沢愛育会

療養介護事業所 医療型障害児入所施設

群馬整肢療護園

370-3531

群馬県高崎市足門町146-1

11 社会福祉法人 恵の園

障害者支援施設

あけぼのホーム

377-0008

群馬県渋川市渋川3645-17

12 社会福祉法人 誠光会

障害者支援施設

誠光荘

377-0008

群馬県渋川市渋川2908-1

13 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会

沼田市社会福祉協議会訪問介護事業所

378-0053

群馬県沼田市利根郡大楊1085-3

14 社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会

東吾妻町社会福祉協議会訪問介護事業所

377-0802

群馬県東吾妻町川戸233

15 社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会

みなかみ町社会福祉協議会月夜野ヘルパーステーション

379-1313

群馬県利根郡みなかみ町月夜野118

16 社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

榛東村社会福祉協議会訪問介護事業所

370-3503

群馬県北群馬郡榛東村新井789-3

17 社会福祉法人 桔梗会

ききょうヘルパーステーション

378-0002

群馬県沼田市岡谷町689

18 医療法人 関越中央病院

ホームヘルプステーション関越中央

370-3513

群馬県高崎市北原町29

19 社会福祉法人 健生会

特別養護老人ホーム花の苑訪問介護事業所

378-0015

群馬県沼田市戸鹿野町375-1

20 医療法人 富士たちばなクリニック

ヘルパーステーション創春

371-0116

群馬県前橋市富士見町原之郷975

21 医療法人社団 ほたか会

軽費老人ホーム

378-0004

群馬県沼田市下久屋町940-1

22 医療法人社団 ほたか会

ほたか通所リハビリテーション

378-0004

群馬県沼田市下久屋町940-1

23 医療法人社団 ほたか会

こすもすクリニック通所リハビリテーション

377-0004

群馬県渋川市半田1048

24 株式会社ヴィラージュ

有料老人ホーム

ヴィラージュ尾瀬

378-0113

群馬県利根郡川場村生品1828

25 株式会社ヴィラージュ

グループホーム

高山の家

377-0702

群馬県吾妻郡高山村中山6859-186

26 社会福祉法人 はるな郷

障害者支援施設

こがね荘

370-3573

群馬県前橋市青梨子1655

27 社会福祉法人 北毛清流会

障害者支援施設

たけのこ学園

379-1205

群馬県利根郡昭和村川額1306

28 社会福祉法人 恒星会

特別養護老人ホーム

シリウス

370-3402

群馬県高崎市倉渕町三ノ倉533－1

29 社会福祉法人 春日園

特別養護老人ホーム

春日園

377-0202

群馬県渋川市中郷2399-7

30 株式会社エムダブルエス日高

エムダブルエス日高沼田事業所

378-0031

群馬県沼田市薄根町3300-1

31 社会福祉法人 春日園

デイサービスセンター春日の家

377-0202

群馬県渋川市中郷454-28

32 社会福祉法人 健生会

特別養護老人ホーム花の苑デイサービスセンター

378-0015

群馬県沼田市戸鹿野町375-1

33 医療法人 パテラ会

介護老人保健施設りんどうの里通所リハビリテーション

377-0702

群馬県吾妻郡高山村大字中山2715-2

ケアハウス沼田
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34 社会福祉法人 永光会

永光荘デイサービスセンター

377-0004

群馬県渋川市半田785-5

35 社会福祉法人 みずほ会

前橋市せきね園デイサービスセンター

371-0047

群馬県前橋市関根町668

36 社会福祉法人 視覚障害者福祉会

養護盲老人ホーム

明光園

371-0221

群馬県前橋市樋越町19-1

37 社会福祉法人 はるな郷

障害者支援施設

みのわ育成園

370-3113

群馬県高崎市箕郷町松之沢333

38 社会福祉法人 はるな郷

障害者支援施設

さわら荘

370-3113

群馬県高崎市箕郷町松之沢333

39 社会福祉法人 はるな郷

障害者支援施設

かつら荘

370-3113

群馬県高崎市箕郷町松之沢333

40 社会福祉法人 はるな郷

障害者支援施設

ひのき荘

370-3113

群馬県高崎市箕郷町松之沢333

41 社会福祉法人 はるな郷

障害者支援施設

あすなろ荘

370-3113

群馬県高崎市箕郷町松之沢333

42 社会福祉法人 赤城会

障害者支援施設

しきしま

379-1103

群馬県渋川市赤城町津久田194-8

43 社会福祉法人 赤城会

障害者支援施設

あかぎ育成園

379-1103

群馬県渋川市赤城町津久田3998-2

44 社会福祉法人 ニ之沢愛育会

障害者支援施設

大地

45 社会福祉法人 前橋至道会

特別養護老人ホーム

46 医療法人 健英会

370-3531

群馬県高崎市足門町287-5

シャリティエまえばし

371-0024

群馬県前橋市表町2丁目18-8

介護老人保健施設

おうみ

371-0852

群馬県前橋市総社町総社2628番地

47 中之条町

介護老人保健施設

ゆうあい荘

377-0541

群馬県吾妻郡中之条町上沢渡2133-4

48 社会福祉法人 なごみの杜

特別養護老人ホーム

菜の花館

379-1203

群馬県利根郡昭和村糸井1757-311

49 社会福祉法人 北毛清流会

障害福祉サービス事業所

くりのみ学園

379-1205

群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1

50 社会福祉法人 北毛清流会

障害福祉サービス事業所

へいせい学園

377-0433

群馬県吾妻郡中之条町大字折田58-2

51 社会福祉法人 三愛荘

指定障がい者支援施設

清泉園

377-0008

群馬県渋川市渋川3668-4

52 社会福祉法人 三愛荘

指定障がい者支援施設

かおる園

377-0008

群馬県渋川市渋川3668-4

53 社会福祉法人 三愛荘

指定障がい者支援施設

さくら園

377-0008

群馬県渋川市渋川3668-4

54 社会福祉法人 高嶺会

障害者支援施設

並木路荘

377-0202

群馬県渋川市中郷2684-615

55 社会福祉法人 緑陽会

障害者支援施設

みらい

370-2456

群馬県富岡市上小林47

56 社会福祉法人 前光会

障害者支援施設

青空

379-2114

群馬県前橋市上増田町178番地

57 コーディアル・ケア有限会社

あっとほうむケア

377-0022

群馬県渋川市渋川4021-2

58 社会福祉法人 川場村社会福祉協議会

川場村社会福祉協議会ふれあいの館

378-0101

群馬県利根郡川場村谷地3086-1

59 社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

渋川市社協ヘルパーステーション

377-0008

群馬県渋川市渋川1760-1

60 社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会

吉岡町社会福祉協議会訪問介護事業所

370-3604

群馬県北群馬郡吉岡町南下1333-4

61 社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

渋川市子持デイサービスセンター

377-0203

渋川市吹屋658番地20

62 社会福祉法人 二之沢愛育会

ひかりの里デイサービスセンター

377-0008

群馬県渋川市渋川2216-1

63 社会福祉法人 春風会

デイサービスやまゆり

377-0433

群馬県吾妻郡中之条町大字折田2515

64 社会福祉法人 永光会

清流の郷デイサービスセンター

379-1104

群馬県渋川市赤城町敷島44-1

65 社会福祉法人 崇山会

デイサービス サザン倶楽部

377-0424

群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町714-1

66 医療法人 菊栄会

渋川中央病院デイケアセンター

377-0007

群馬県渋川市石原508-1

67 社会福祉法人 橘風会

ヘルパーステーションねむの丘

377-0064

群馬県渋川市北橘町八崎2365番地1

68 医療法人 大誠会

いきいきヘルパーステーションうちだ

378-0005

群馬県沼田市久屋原町340-3 いきいきトレーニングセンター2F

69 社会福祉法人 春日園

かすがホームヘルパーステーション

377-0202

群馬県渋川市中郷2399-7
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70 北毛保健生活協同組合

北毛ヘルパーステーション

377-0008

群馬県渋川市有馬230-1

71 社会医療法人 輝城会

ホームケアまつかぜ

378-0053

群馬県沼田市東原新町1549-1

72 社会福祉法人 昭和村社会福祉協議会

昭和村社会福祉協議会 昭和の里

379-1203

群馬県利根郡昭和村大字糸井624番地

73 北群渋川農業協同組合

JA北群馬渋川福祉センター

377-0008

群馬県渋川市渋川1981-3

74 社会福祉法人 ほたか会

あおなしデイサービスセンター

370-3573

群馬県前橋市青梨子町1670

75 医療法人 健英会

おうみ通所リハビリテーション

371-0852

群馬県前橋市総社町総社2628

76 社会福祉法人 なごみの杜

菜の花デイサービス

379-1203

群馬県利根郡昭和村糸井1757-311

77 社会福祉法人 恒星会

スピカデイサービスセンター

370-3402

群馬県高崎市倉渕町三ノ倉533－1

銀玲

377-0007

群馬県渋川市石原564-1

79 特定非営利活動法人いこい

いこい介護サービス

377-0008

群馬県渋川市渋川1830-40

80 株式会社フォレスト

楽笑会ヘルパーステーション

378-0005

群馬県沼田市久屋原町２２８-４

81 特定非営利活動法人尾瀬なでしこの会

なでしこ訪問介護事業所

378-0061

群馬県沼田市岡谷町１０７７-２

370-0065

群馬県高崎市末広町115-1 高崎市総合福祉センター3階

78 医療法人社団 平形会

82 社会福祉法人 高崎市社会福祉協議会

介護老人保健施設

