
NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称

1 株式会社マザーズ グループホーム円頓寺東館 1 有限会社サン グループホーム虹色

2 株式会社マザーズ グループホーム円頓寺 2 有限会社サン グループホームよろこび

3 株式会社マザーズ グループホーム円頓寺北館 3 有限会社かがやき グループホーム「かがやき」

4 医療法人慈照会 グループホームひまわり 4 株式会社アイ・ユーネット グループホームとまり木守山

5 株式会社アバンセライフサポート グループホームこころ比良 5 株式会社パートナーシップ グループホーム優楽家

6 有限会社アット アットホームあいり 6 三菱電機ライフサービス株式会社 守山ケアハートガーデン　グループホーム　つづみの丘

7 有限会社丸八介護サービス 丸八グループホーム日吉 7 三菱電機ライフサービス株式会社 守山ケアハートガーデングループホームつづみの郷

8 株式会社プラス グループホームあかり（中村苑） 8 有限会社サンクチュアリ グループホーム樹樹

9 株式会社シャトラス グループホームはるた 9 株式会社イズミ グループホーム東山ハウス

10 株式会社山市 グループホームグリーンハウス 10 株式会社プラス グループホームあかり（千種苑）

11 株式会社ないすらいふ グループホームセラビ高畑 11 株式会社プラス グループホームあかり（名古屋苑）

12 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム中川吉津 12 カルミア株式会社 グループホーム咲花　唐山

13 医療法人西口整形外科 グループホーム　千音寺 13 有限会社スリーハンズ グループホームなでしこ猪子石原

14 医療法人純正会 医療法人純正会　グループホームサンハウス荒子 14 有限会社スリーハンズ グループホームなでしこ

15 有限会社あおば会 グループホーム一色 15 株式会社アイ・ユーネット グループホームとまり木名東

16 メディカル・ケア・サービス株式会社 愛の家グループホーム中川新家 16 株式会社波の女 グループホーム滝子通一丁目

17 有限会社菜花 グループホーム正木の家 17 敬愛有限会社 瑞穂ケアセンターあおぞら

18 カルミア株式会社 グループホーム咲花　新栄 18 社会福祉法人高坂福祉会 グループホーム高坂苑

19 株式会社クレイドル グループホーム　あつた荘 19 杉友商事株式会社 グループホームふれんど

20 株式会社クレイドル グループホームよびつ木 20 杉友商事株式会社 グループホームあすか

21 株式会社イズミ グループホームくつろ樹 21 杉友商事株式会社 グループホームあすなろ

22 株式会社イズミ グループホーム彩りの泉 22 杉友商事株式会社 グループホームあいか

23 有限会社名古屋シルバーサポート グループホーム水草

24 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム名古屋北久手

25 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム八百島

名古屋支部　選挙人名簿



NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称

1 社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会 グループホーム春緑苑 1 社会福祉法人薫風会 稲沢第二大和の里指定認知症対応型共同生活介護事業所 1 社会福祉法人高坂福祉会 グループホーム扶桑苑

2 医療法人北陽会 グループホーム　ふくふくのさと 2 株式会社だいふく グループホームほのぼの広場 2 株式会社クレイドル グループホームもみの木

3 三菱電機ライフサービス株式会社 春日井ケアハートガーデングループホーﾑ細木の杜 3 株式会社だいふく グループホーム花*花 3 株式会社ニーノコーポレーション グループホームはなえくぼ扶桑

4 三菱電機ライフサービス株式会社 春日井ケアハートガーデングループホーﾑ小喜多 4 株式会社アイミ グループホームソブエピア 4 医療法人丹羽外科 中央グループホーム和（なごみ）

5 株式会社パートナーシップ グループホーム暖楽家 5 有限会社ジェイ・スパック グループホーム白寿の里 5 社会福祉法人一期一会福祉会 グループホーム岩倉一期一会荘

6 株式会社アバンセライフサポート グループホームこころ春日井 6 株式会社愛敬 グループホームみどり 6 株式会社イズミ グループホームいわくらの泉

7 株式会社イズミ グループホーム笑顔の泉 7 株式会社サンケイ グループホームチアフル笑明かり・咲明かり 7 株式会社サンケイ グループホームチアフル虹明かり・里明かり

8 有限会社冨士松 グループホーム輪楽笑 8 株式会社イズミ  グループホーム真清田 8 株式会社ニーノコーポレーション グループホームはなえくぼ江南

9 有限会社冨士松 グループホーム輪楽笑Ⅱ 9 株式会社オフィスシンセリティ グループホームやまと桜館 9 特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会 宅老所グループホーム今井あんきの家

10 有限会社三ヶ所 グループホームむつみ苑 10 株式会社オフィスシンセリティ グループホームやまと紅葉館 10 株式会社ニーノコーポレーション グループホームはなえくぼひくみ

11 医療法人名翔会 グループホーム和合の家 11 株式会社サンケイ グループホームチアフル友明かり 11 社会福祉法人成祥福祉会 グループホーム岩崎あいの郷

12 社会福祉法人愛知たいようの杜 グループホーム嬉楽家 12 株式会社サンケイ グループホームチアフル音明かり・詩明かり 12 社会福祉法人成祥福祉会 グループホームゆうあい

13 有限会社たつみ グループホーム悠遊荘 13 株式会社アバンセライフサポート アバンセグループホームこころ 13 株式会社イズミ グループホームこまきの泉

14 有限会社たつみ グループホーム　ほっと 14 株式会社オフィスシンセリティ グループホームやまと椿館 14 シルバーサービス株式会社 グループホーム安心樹

15 社会福祉法人尾張健友福祉会 萩原グループホームちあき 15 株式会社イズミ グループホーム希望の泉

16 社会福祉法人西春日井福祉会 グループホームペガサス春日 16 株式会社サンケイ グループホームチアフル　夢明かり・幸明かり

17 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム北名古屋徳重

18 株式会社福祉の里 グループホーム遊楽苑師勝

19 株式会社福祉の里 グループホーム遊楽苑西春

20 株式会社クレイドル グループホームいせ木

21 株式会社イズミ グループホーム西春の泉

22 医療法人　三善会 グループホームぬくもり

23 医療法人三善会 医療法人三善会　グループホームふるかわ

24 社会福祉法人嘉祥福祉会 恵寿荘認知症対応型共同生活介護事業所

25 社会福祉法人嘉祥福祉会 認知症対応型老人共同生活援助事業｢グループホームあま恵寿荘｣

26 社会福祉法人嘉祥福祉会 グループホーム第二あま恵寿荘

27 有限会社あおば会 あおば会グループホームやすらぎの家

28 株式会社ライフサポート・タカラ グループホーム七宝

29 アリス有限会社 グループホームアリスの家

30 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホームおおはる

31 株式会社ライフサポート・タカラ グループホームシャルル

32 株式会社瑞穂介護センター グループホームあいる弥冨

33 メディカル・ケア・サービス株式会社 愛の家グループホーム弥富

尾張支部　選挙人名簿



NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称

1 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホーム白珠 1 有限会社ムラセ いやしの里　ハナモト　グループホーム 1 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホームかぐや姫

2 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホーム常盤 2 社会福祉法人昭徳会 高齢者グループホーム小原安立 2 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホーム千姫

3 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホームカサデヴェルデ 3 医療法人豊成会 グループホーム　此の花 3 社会福祉法人瑞穂会 グループホームかみさの家

4 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホーム　フジ 4 医療法人豊和会 グループホームプルミエールさなげ 4 東洋ウェルフェア株式会社 グループホーム燦　むつみ

5 社会福祉法人寿宝会 グループホーム真寿苑 5 医療法人豊和会 グループホームメナージュかずえ 5 東洋ウエルフェア株式会社 グループホーム燦　ふくおか

6 社会福祉法人寿宝会 グループホーム喜寿苑 6 株式会社さちコーポレーショングループホームさち 6 株式会社オハナ 滝町グループホーム

7 社会福祉法人豊生会 グループホーム大清水彩幸 7 株式会社　下山の森 グループホーム　下山の森 7 有限会社真壽会 グループホーム楽楽苑

8 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームくらら 8 メディカル･ケア･サービス東海株式会社 愛の家グループホーム豊田高岡 8 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム岡崎本宿

9 医療法人光生会 グループホームエバグリーン 9 メディカル･ケア･サービス東海株式会社 愛の家グループホーム豊田松ヶ枝 9 株式会社アバンセライフサポート アバンセグループホームこころ岡崎

10 医療法人常念会 グループホーﾑもみじ 10 有限会社おおぎもと グループホームJO･さざんか 10 株式会社夢と希望の華 グループホームたなお

11 医療法人常念会 グループホームきのみ 11 有限会社おおぎもと グループホームJO.さざんか第2 11 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホームおり姫

12 医療法人豊岡会 元町グループホーム 12 有限会社大翔 グループホーム日和 12 医療法人翔友会 医療法人　翔友会　グループホーム　おり姫2

13 医療法人信愛会 グループホームみゆき 13 有限会社ウイング 介護支援センターつばさグループホーム事業部 13 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会
高浜市社会福祉協議会指定認知症対応型共同生活介護
事業所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあ・うん

14 医療法人有心会 グループホームあいちの森 14 有限会社ウイング グループホームつばさ今町 14 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会
高浜市社会福祉協議会指定認知症対応型共同生活介護
事業所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあっぽ

15 株式会社シミズ グループホームジョイア・ミユキ 15 有限会社ウイング グループホームつばさ吉原 15 医療法人社団福祉会 グループホーム高須

16 株式会社オリジン グループホーム　フラワーサーチ 16 有限会社みふねの家 グループホームあさがお 16 医療法人米津会 グループホームつるしろ

17 有限会社たけのこ グループホームたけのこ 17 メディカル･ケア･サービス株式会社 愛の家グループホーム刈谷野田 17 医療法人米津会 グループホームよねづ

18 メディカル･ケア･サービス株式会社 愛の家グループホーム豊橋牛川薬師町 18 医療法人光慈会 グループホームながしのの里 18 社会福祉法人幡豆福祉会 グループホームしはと

19 株式会社大木家 まちのオアシス　グループホーム前田 19 メディカル･ケア･サービス株式会社 愛の家グループホーム知立西町 19 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホーム矢曽根せんりょう・まんりょう

20 株式会社大木家 グループホーム牟呂 20 株式会社プラス グループホームあかり（みよし苑） 20 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホームとみやま

21 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームきらら 21 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホームきら

22 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームうらら 22 有限会社ティーアンドエム グループホームやまお

23 医療法人静巌堂医院 グループホーム好日庵 23 医療法人　十喜会 グループホーム向陽

24 医療法人双樹会 グループホームサマリヤの家 24 社会福祉法人百陽会 グループホーム　アルクオーレ碧南

25 社会福祉法人鳳寿会 グループホームとみさか 25 社会福祉法人長寿会 グループホームみどり

26 愛知県厚生農業協同組合連合会
JA愛知厚生連あつみの郷グループホーム　さざなみ・せせ
らぎ 26 社会福祉法人碧晴会 グループホーム川口結いの家

27 自然株式会社 グループホーム　じねん 27 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム安城今本町

28 社会福祉法人寿宝会 グループホーム寿宴 28 株式会社大木家 グループホーム横山

29 医療法人信愛会 グループホームみかんの樹

30 医療法人信愛会 グループホーム秋桜の里

31 有限会社高良 グループホームゆたか

32 有限会社あおいの里 グループホームあおいの里

33 有限会社あおいの里 グループホームれんげそう

34 社会福祉法人寿宝会 グループホーム輝楽苑

35 社会福祉法人美竹会 グループホーム　みその

36 社会福祉法人寿宝会 グループホーム百楽苑

37 社会福祉法人和敬会 グループホームなごみの郷

38 有限会社はっぴい グループホームはっぴい

三河支部　選挙人名簿



NO. 法人名 事業所名称

1 社会福祉法人瑞祥 グループホームオレンジ

2 医療法人大岩医院 グループホームヒラソルとよはま

3 株式会社　ハーブライフケア ハーブゆぃまある

4 株式会社瑞穂介護センター グループホームあいる岡田

5 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム知多新知

6 社会福祉法人知多学園 前山ホームらく楽

7 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム常滑社辺

8 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム常滑大谷

9 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホームとこなめ

10 社会福祉法人知多学園 板山ホームらく楽

11 株式会社Ｌｉｌｙ’ｓ グループホームごんの里

12 医療法人　中野会 グループホームＲＵ・ＲＵ・ＲＵ

13
特定非営利活動法人東海市在宅
介護家事援助の会　ふれ愛

特定非営利活動法人東海市在宅介護家事援助の
会　ふれ愛グループホーム

知多支部　選挙人名簿


