
【介護職インターンシップ　体験受入れ事業所一覧】

№ 地区 法人名 事業所名 住所 ℡

1 株式会社 倫風館 小規模多機能型居宅介護事業所 ひばり苑 長崎市小菅町29-3 095-816-1133

2 株式会社 ENTOWA エフステージ通所介護・訪問介護 等 長崎市諏訪町6-7 095-823-3230

3 社会福祉法人 朋永会 特別養護老人ホーム びわの園 長崎市茂木町2222 095-836-2800

4 社会福祉法人 優輝会 特別養護老人ホーム 恵珠苑 長崎市田上2丁目15-12 095-828-1332

5 株式会社 結弦 複合ケアホーム 悠寿の杜 長崎市高尾町46-33 095-848-0151

6 医療法人社団 健昌会
小規模多機能ホーム 新里城栄
ぐるーぷほーむ 新里城栄

長崎市城栄町11-2 095-813-1808

7 社会福祉法人 春秋会 ケアハウス リエゾン長崎 長崎市江川町100-1 095-879-7640

8 株式会社 希企画 クローバーハウス 赤迫 長崎市赤迫2丁目8-3 095-857-7779

9 社会福祉法人 クローバー 軽費老人ホーム ケアハウス大浜 長崎市大浜町934-1 095-865-5865

10 株式会社 ウェルズライフ デイサービス うぇるずらいふ大手 長崎市大手1丁目28-15 095-814-0010

11 社会福祉法人 清潮会 特別養護老人ホーム 三重の里 長崎市樫山町1470 095-850-3221

12 有限会社 トモメディカルサービス むつみの森 長崎市長浦町2584 095-886-3390

13 株式会社 ベスト・スマイル 有料老人ホーム 大浦十三番館 長崎市大浦町3-21 095-822-3355

14 医療法人 安中外科・脳神経外科医院 丸山デイサービスセンター むかーし、昔。 長崎市丸山町2-6-4F 095-821-0888

15 医療法人 秋桜会 グループホーム コスモス１及２ 長崎市京泊3丁目10-5 095-850-0100

16 一般社団法人 楢の木 ショートステイ ならの木 長崎市南山手町12-43 095-895-5080

17 合同会社 フラワーカンパニーズ 居宅介護 SOARE 長崎市新小が倉2丁目9-2 095-893-5787

18 社会医療法人 健友会 戸町ふくし村 長崎市戸町4丁目7-20 095-898-5020

19 株式会社 古川商会 シニアフィットネス長崎西山 長崎市西山2-12-14-1F 095-801-0390

20 社会福祉法人 啓正会 モン・サン・ノールながさき 長崎市豊洋台1丁目3-11 095-840-1810

21 社会福祉法人 クローバー 介護付有料老人ホーム よつば 長崎市滑石5丁目9-51 095-856-9608

22 社会福祉法人 樹陽会 特別養護老人ホーム プレジールの丘 長崎市立山2丁目16-5 095-829-3270

23 社会福祉法人 平成会 介護老人福祉施設 プライエム横尾 長崎市横尾3丁目26-1 095-856-6511

24 有限会社 Gracias かいごの花みずき（特定施設・デイサービス） 長崎市平和町17-7 095-842-8732

25 社会福祉法人 のぞみ会 のぞみの杜 介護老人福祉施設 西彼杵郡長与町吉無田郷1578 095-887-3333

26 社会福祉法人 ながよ光彩会 特別養護老人ホーム かがやき 西彼杵郡長与町本川内郷2-3 095-894-5555

27 株式会社 ニチイ学館 ニチイケアセンター まなび野 西彼杵郡長与町まなび野3丁目35-5 095-827-3705

28 社会福祉法人 寿泉会 特別養護老人ホーム 海風荘 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123-14 0959-22-0123

29 社会福祉法人 緑葉会 大瀬戸厚生園 西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷1603-12 0959-23-3030

30 社会福祉法人 福医会
特別養護老人ホーム さいかい
介護療養型老人保健施設 さいかい 他

西海市大島町1876-59 0959-34-2288

31 有限会社 和敬会 有料老人ホーム ひまわり 諫早市高来町黒崎79-3 0957-32-6022

32 株式会社 ジャストインケア 遊湯シニアランド 諫早市幸町294-1 0957-21-1255

33 社会福祉法人 芙蓉会 ケアハウス 椿寿荘 諫早市栄田町582-9 0957-20-9051

34 医療法人社団 八雄会 介護老人保健施設 ケアホーム・クローバー 諫早市長田町2547 0957-24-8810

35 合同会社 レディスタン デイサービスセンター じゅげむ 諫早市多良見町市布1272-3 0957-43-3534

36 社会福祉法人 見松会 特別養護老人ホーム しろみ 諫早市城見町43-1 0957-21-6263

37 大村市 社会福祉法人 恵光会 介護老人福祉施設 慈恵荘 大村市東大村2丁目1616-2 0957-20-7120

38 波佐見町 社会福祉法人 愛隣会 特別養護老人ホーム はさみ荘 東彼杵郡波佐見町稗木場郷794-1 0956-85-4598

39 社会福祉法人 真和会 介護老人保健施設 真寿苑 雲仙市瑞穂町伊福甲681 0957-77-2120

40 社会福祉法人 月光園
養護老人ホーム 月光園
月光園デイサービスセンター

雲仙市国見町土黒丙68-2 0957-78-3159

41 社会福祉法人 小浜会 デイサービスセンター 湯遊ハウス 雲仙市小浜町北本町217 0957-74-3711

42 社会福祉法人 白寿会 特別養護老人ホーム 愛の里 雲仙市愛野町乙2288-4 0957-36-0828

43 社会福祉法人 瑞幸会 特別養護老人ホーム うんぜんの里 雲仙市瑞穂町古部乙1392-1 0957-77-4011

44 特定非営利活動法人 輪が家 デイホーム 輪が家 島原市浜の町丁182 0957-73-9230

45 社会福祉法人 秩父会 特別養護老人ホーム 秩父が浦荘 島原市秩父が浦町丁3552 0957-63-6266

46 社会福祉法人 健老会 ケアハウス しまばら 島原市下川尻町8351 0957-64-8070
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47 社会福祉法人 宝寿会 デイサービスセンター 加津佐荘 南島原市加津佐町乙618 0957-87-2099

48 医療法人 栄和会 介護老人保健施設 フォンテ 南島原市深江町丁2421 0957-72-6123

49 社会福祉法人 翁寿会 特別養護老人ホーム 玉成園 南島原市口之津町甲1190-1 0957-86-2145

50 社会福祉法人 博仁会 特別養護老人ホーム 博仁荘 佐世保市花高2丁目1-35 0956-39-1511

51 有限会社 いこい 小規模多機能ホーム 栞莉（しおり） 佐世保市吉岡町725 0956-41-0010

52 株式会社 円
サービス付き高齢者向け住宅 のなか
サービス付き高齢者向け住宅 母屋
住宅型有料老人ホーム のなか家

佐世保市野中町171-1
佐世保市野中町171-1
佐世保市野中町139-1

0956-41-0339

53 社会福祉法人 清真会 有料老人ホーム シーサイドヴィラ音羽の浜 佐世保市東浜町139 0956-33-0110

54 社会医療法人財団 白十字会 介護老人保健施設 サン 佐世保市大和町30 0956-33-7771

55 社会福祉法人 江寿会 特別養護老人ホーム サンホーム江上 佐世保市江上町4847-6 0956-58-3707

56 有限会社 RAIMU グループホーム ほほえみ 佐世保市萩坂町1750-1 0956-59-2242

57 有限会社 RAIMU グループホーム 来夢 佐世保市日野町732 0956-28-4649

58 社会福祉法人 西友会 特別養護老人ホーム あいのうら 佐世保市相浦町606-1 0956-48-6001

59 社会医療法人財団 白十字会 介護老人保健施設 長寿苑 佐世保市日宇町2835 0956-32-3800

60 医療法人 誠愛会 佐世保記念病院 介護医療院 佐世保市鹿子前町104 0956-28-1111

61 社会福祉法人 幼老育成会 特別養護老人ホーム 花ぞ野 佐世保市折橋町54-34 0956-29-3001

62 社会福祉法人 アソカ仁寿会 特別養護老人ホーム あそかのもり 佐世保市松瀬町1150 0956-49-6070

63 医療法人 松栄会 介護老人保健施設 松寿園 佐世保市小佐世保町2-1 0956-26-0678

64 医療法人 梶田医院 有料老人ホーム 大塔 佐世保市田の浦町5-41 0956-39-2122

65 株式会社 わかば 共生型通所介護事業所 てとて 佐世保市権常寺町1444-1 0956-55-7108

66 社会福祉法人 大空の会 障害者支援施設 にじいろ 佐世保市大潟町50-1 0956-59-5552

67 社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会 社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会 北松浦郡佐々町市場免23-1 0956-63-5900

68 社会福祉法人 佐々川福祉会 特別養護老人ホーム 虹の里 北松浦郡佐々町八口免805-3 0956-41-1213

69 株式会社 ウェルライブパートナーズ グループホーム さくらプレイス佐々 北松浦郡佐々町羽須和免927 0956-42-7010

70 社会医療法人 青洲会 青洲会病院 平戸市田平町山内免612-4 0950-57-2155

71 社会福祉法人 白寿会 特別養護老人ホーム 平戸荘 平戸市紐差町494 0950-28-1155

72 社会福祉法人 聖婢姉妹会 養護老人ホーム 光の園 平戸市大久保町325 0950-23-8020

73 社会福祉法人 敬昌会 特別養護老人ホーム あんのん 平戸市戸石川町950 0950-23-8815

74 平戸市 国民健康保険 平戸市民病院 平戸市草積町1125-12 0950-28-1113

75 社会福祉法人 長松会 特別養護老人ホーム 青山荘 松浦市御厨町里免395-1 0956-75-2888

76 社会福祉法人 和光福祉会 養護老人ホーム 海光園 松浦市星鹿町北久保免682 0956-75-0359

77 社会福祉法人 なごみ会 かけはし福江 短期入所生活介護 五島市武家屋敷3丁目2-6 0959-75-0181

78 社会福祉法人 五島会 介護老人保健施設 五島福寿園 五島市吉久木町908-1 0959-74-2131

79 社会福祉法人 なる共生会 特別養護老人ホーム なるの里 五島市奈留町船廻879-1 0959-64-4848

80 社会福祉法人 五島市社会福祉協議会 五島市社会福祉協議会 通所介護事業所 五島市三尾野1丁目7-1 0959-74-5511

81 社会福祉法人 さゆり会 特別養護老人ホーム 只狩荘 五島市富江町黒瀬585 0959-86-2426

82 社会福祉法人 青山会 グリーンヒル かみごとう 南松浦郡新上五島町浦桑郷643-1 0959-43-6767

83 社会福祉法人 清和会 養護老人ホーム 朝海荘 南松浦郡新上五島町奈良尾郷805-1 0959-44-0270

84 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会 グループホーム さくら 南松浦郡新上五島町青方郷1379-1 0959-52-2593

85 社会福祉法人 清和会 特別養護老人ホーム 福見の園 南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷31-1 0959-45-2700

86 社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会 社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会 壱岐市芦辺町諸吉大石触179-2 0920-45-0048

87 医療法人社団 協生会 介護老人保健施設 壱岐 壱岐市勝本町本宮南触236 0920-43-0888

88 社会福祉法人 長崎厚生福祉団 特別養護老人ホーム いづはらⅡ 対馬市厳原町東里303-1 0920-52-2222

89 社会福祉法人 米寿会 対馬老人ホーム 対馬市美津島町鶏知甲663-12 0920-54-2045
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※参加ご希望の方は、参加申込書を介護労働安定センター長崎支部へお送りください。
※体験先は、参加申込者の希望（日程、立地、施設種別、その他の要望）や適性等（福祉・介護に関する
　学習進度等）をもとに、調整し決定します。
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