
（様式第6号） 平成31( 2019) 年度実習施設利用願い先事業所(施設)名

ｈ 26ｈ h

訪問介護 （福）大津市社会福祉事業団

訪問介護 公益社団法人大津市シルバー人材センター

施設・居住型 (福)真盛園　特別養護老人ホーム　真盛園

住所　：　大津市坂本五丁目13番1号

通所・小規模多機能型 (福)真盛園　デイサービスセンター　真盛園

住所　：　大津市坂本五丁目13番1号

施設・居住型 (福)滋賀同仁会　特別養護老人ホーム千寿の郷

住所　：　大津市石山千町276-1

通所・小規模多機能型 (福)滋賀同仁会　デイサービスセンター千寿の郷

住所　：　大津市石山千町276-1

施設・居住型 (福)華頂会　特別養護老人ホーム　福寿荘

住所　：　大津市大萱七丁目7番1号

通所・小規模多機能型 (福)華頂会　福寿荘デイサービスセンター

住所　：　大津市大萱七丁目7番1号

施設・居住型 (福)桐生会　桐生園グループホーム

住所　：　大津市桐生一丁目26番7号

通所・小規模多機能型 (福)桐生会　桐生園デイサービスセンター

住所　：　大津市桐生一丁目26番7号

訪問介護 (福)彦根市社会福祉協議会　ホームヘルパーステーション

訪問介護 東びわこ農業協同組合 JA東びわこ愛あいステーション

訪問介護 鈴木ヘルスケアサービス　訪問介護

施設・居住型 (福)さざなみ会　特別養護老人ホームさざなみ苑

通所・小規模多機能型 (福)さざなみ会　さざなみ苑デイサービスセンター

訪問介護
(福)長浜市社会福祉協議会
ほのぼのヘルパーステーション第一事業所

施設・居住型 (福)青祥会　特別養護老人ホーム 青浄苑

通所・小規模多機能型 (福)青祥会　アンタレスデイサービスセンター

訪問介護
(福)オアシス倶楽部
ホームヘルパーステーション「オアシス」

訪問介護 ＪＡグリーン近江　介護福祉課訪問介護事業所

施設種別 実習施設名

人数・時間

施設等の
実習指導者名

当初
見学

現場
実習

最終
見学

1 10人 上嶋　智子
住所　：　大津市浜大津四丁目1-1　明日都浜大津5階

2 10人 中島　慶次
住所　：　大津市中央二丁目2-5　中央市民ｾﾝﾀｰ3F

3

2人 原　　健

2人 佐藤　佐枝子

4

2人 森田　優子

2人 西原　多都子

5

5人 早瀬　司

5人 福岡　毅

6

5人 山本　奈津美

5人 山本　奈津美

7 5人 青木　博美
住所　：　彦根市平田町670番地彦根市福祉センター別館

8 3人 中嶋　敏江
住所　：　彦根市賀田山町234-6

9 1人 田中　久美子
住所　：　彦根市後三条町350-3

竹田　佐千代

住所　：　長浜市湖北町速水2745番地

田丸　　忍
住所　：　彦根市城町2-13-3

5人 曽我　英美

10

5人

12 5人

11 2人

住所　：　彦根市城町2-13-3

中村　節子
住所　：　長浜市加田町2995

13 1人 武田　香奈
住所　：　長浜市加田町3360

14 3人 朝倉　里美

住所　：　近江八幡市馬渕町690番地

15 2人 中小路 修子
住所　：　近江八幡市中小森町1138
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（様式第6号） 平成31( 2019) 年度実習施設利用願い先事業所(施設)名

ｈ 26ｈ h

施設種別 実習施設名

人数・時間

施設等の
実習指導者名

当初
見学

現場
実習

最終
見学

施設・居住型 (福) 一善会　特別養護老人ホーム 赤煉瓦の郷

通所・小規模多機能型 (福) 一善会　デイサービスセンター赤煉瓦の郷

施設・居住型 (福)サルビア会　特別養護老人ホーム水茎の里

通所・小規模多機能型 (福)サルビア会　水茎の里デイサービスセンター

施設・居住型 (福)しあわせ会　特別養護老人ホームやわらぎ苑

通所・小規模多機能型 (福)みのり 　草津市上笠デイサービスセンター湯楽里

施設・居住型 (福)聖優会 特別養護老人ホーム第二菖蒲の郷

通所・小規模多機能型 (福)寿会　草津市北部デイサービスセンター　常輝の里

訪問介護 （社医）誠光会　草津ケアセンター 訪問介護ステーション

施設・居住型 (社医)誠光会　介護老人保健施設　草津ケアセンター

訪問介護 (福)守山市社会福祉協議会  訪問介護事業所

施設・居住型 (福)慈恵会　グループホームゆい

通所・小規模多機能型 (福)慈恵会　ゆいの里守山デイサービスセンター

施設・居住型 (福)永山会 特別養護老人ホームしがそせい苑

通所・小規模多機能型 (福)永山会 デイサービスセンターしがそせい苑

訪問介護 (福)栗東市社会福祉協議会　栗東市訪問介護事業所

通所・小規模多機能型
(福)栗東市社会福祉協議会
　　　栗東市通所介護事業所　なごやか

訪問介護 田中ケアサービス㈱　栗東支援センター

施設・居住型 (福)恩賜財団済生会　特別養護老人ホーム淡海荘

通所・小規模多機能型 (福)恩賜財団済生会　淡海荘　栗東デイサービスセンター

20 2人 祝部　知大
住所　：　草津市追分南5丁目18番8号

16

2人 北川　喜博
住所　：　近江八幡市船木町59-3

2人 山口　貴子
住所　：　近江八幡市船木町59-3

17

2人 徳永　貴也
住所　：　近江八幡市牧町1885

2人 延時　佳世
住所　：　近江八幡市牧町1885

18 3人 井上　悦子
住所　：　草津市南草津2丁目2番地2

19 5人 山口　昌子
住所　：　草津市上笠一丁目9番11号

21 3人 中村　秀樹
住所　：　草津市志那中町25

22 2人 岡　まり子
住所　：　草津市野村二丁目13番13号

23 4人 宮城　いずみ
住所　：　草津市野村二丁目13番13号

24 10人 新野　るみ子
住所　：　守山市石田町422番地

25

5人 田中　義規
住所　：　守山市洲本町１

5人 増井　宏典
住所　：　守山市洲本町１

26

2人 片山　謙治
住所　：　守山市水保町2650-1

2人 片山　謙治
住所　：　守山市水保町2650-1

27

2人 塚田　祐子
住所　：　栗東市安養寺190（なごやかセンター内）

3人 石田　敦志
住所　：　栗東市安養寺190（なごやかセンター内）

28 3人 水野　雅子
住所　：　栗東市大橋7-7-7

口村　淳
住所　：　栗東市出庭697-1

5人 角田　耕一郎

29

5人

住所　：　栗東市出庭697-1
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（様式第6号） 平成31( 2019) 年度実習施設利用願い先事業所(施設)名

ｈ 26ｈ h

施設種別 実習施設名

人数・時間

施設等の
実習指導者名

当初
見学

現場
実習

最終
見学

施設・居住型 (福)すみれ厚生会　特別養護老人ホーム　栗東すみれ園

訪問介護 (福)甲賀市社会福祉協議会　訪問介護事業所

施設・居住型 (福)天地会　　特別養護老人ホーム　兆生園

通所・小規模多機能型 (福)天地会　兆生園　デイサービスセンター

施設・居住型 (福)甲南会　特別養護老人ホーム　せせらぎ苑

通所・小規模多機能型 (福)甲南会　せせらぎ苑デイサービスセンター

訪問介護 （株）あいむ　あいむ野洲訪問介護

施設・居住型 (福)野洲慈恵会　特別養護老人ホーム悠紀の里

通所・小規模多機能型 (福)野洲慈恵会　デイセンターさくら

施設・居住型 (福)野洲慈恵会　特別養護老人ホームぎおうの里

通所・小規模多機能型 (福)野洲慈恵会　デイサービスセンターぎおうの里

施設・居住型 (福)野洲慈恵会　特別養護老人ホームあやめの里

通所・小規模多機能型 (福)野洲慈恵会　デイサービスセンターあやめの里

訪問介護 (福)八起会 八起会ホームヘルプステーション

施設・居住型 (福)八起会 　特別養護老人ホームあぼし

通所・小規模多機能型 (福)八起会　石部デイサービスセンター

訪問介護 （福）近江ちいろば会　ぼだいじホームヘルパーステーション

訪問介護 (福)高島市社会福祉協議会　きらり高島

施設・居住型 (福)光養会　特別養護老人ホームふじの里

通所・小規模多機能型 (福)光養会　ふじの里デイサービスセンター

熊澤　勇人
住所　：　栗東市小野363

31 5人

30 3人

合屋　圭子
住所　：　甲賀市水口町水口5609番地　水口社会福祉センター内

32

1人 市田　満里奈
住所　：　甲賀市水口町今郷1032-25

1人 市田　満里奈
住所　：　甲賀市水口町今郷1032-25

33

5人 西村　裕次
住所　：　甲賀市甲南町葛木855

5人 谷　彰人
住所　：　甲賀市甲南町葛木855

34 5人 山田 友里江
住所　：　野洲市冨波乙190番地

35

3人 朝倉　愛子
住所　：　野洲市南桜2131番地1

3人 朝倉　愛子
住所　：　野洲市南桜2292番56

36

3人 今井　裕美子
住所　：　野洲市冨波甲1340番地1

3人 三品　光美
住所　：　野洲市冨波甲1340番地1

37

3人 松尾　道子
住所　：　野洲市吉川3854-1

3人 松尾　道子
住所　：　野洲市吉川3854-1

38

3人 山田　純子
住所　：　湖南市丸山4丁目5番1号

5人 中村　由香
住所　：　湖南市丸山4丁目5番1号

5人 藤谷　さやか
住所　：　湖南市丸山4丁目5番1号

39 2人 羽賀　美弥子
住所　：　湖南市菩提寺東4-1-5

40 5人 西川　範子
住所　：　高島市勝野215番地  高島市役所高島支所2階

藤田　友美
住所　：　高島市安曇川町下小川3220-1

5人 澤　由香里

41

5人

住所　：　高島市安曇川町下小川3220-1
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（様式第6号） 平成31( 2019) 年度実習施設利用願い先事業所(施設)名

ｈ 26ｈ h

施設種別 実習施設名

人数・時間

施設等の
実習指導者名

当初
見学

現場
実習

最終
見学

訪問介護
(福)東近江市社会福祉協議会
　　　　　ヘルパーステーションせせらぎ

施設・居住型 (福)雪野会　介護老人保健施設ケアセンター蒲生野

通所・小規模多機能型 (福)雪野会　介護老人保健施設ケアセンター蒲生野

施設・居住型 (福)八幸会　介護老人福祉施設こぼしの家

通所・小規模多機能型 (福)八幸会　こぼしデイサービスセンター

施設・居住型 (福)恵泉会　特別養護老人ホーム菊水園

通所・小規模多機能型 (福)恵泉会　菊水園デイサービスセンター

施設・居住型 (福)六心会　特別養護老人ホーム清水苑

通所・小規模多機能型 (福)六心会  清水苑デイサービスセンター

施設・居住型 (福)真寿会　特別養護老人ホーム能登川園

通所・小規模多機能型 (福)真寿会　能登川園デイサービスセンター

訪問介護
(福)米原市社会福祉協議会
ヘルパーステーション山東伊吹

施設・居住型 (福)青祥会　特別養護老人ホーム坂田青成苑

通所・小規模多機能型 (福)青祥会　坂田デイサービスセンター

訪問介護
(福)日野町社会福祉協議会
ホームヘルパーステーションひだまり

施設・居住型 (福)日野友愛会　特別養護老人ホーム　誉の松

通所・小規模多機能型 (福)日野友愛会　デイサービスセンター誉の松

訪問介護 (福)竜王町社会福祉協議会　訪問介護事業所

施設・居住型 (福)雪野会　特別養護老人ホーム万葉の里

通所・小規模多機能型 (福)雪野会　第１デイサービス万葉の里

山名　典子

住所　：　東近江市今崎町21-1　 八日市福祉センターハートピア

43

2人

42 10人

北川　瞳
住所　：　東近江市桜川西町340番地

2人 谷口　紀美子
住所　：　東近江市桜川西町340番地

44

2人 泉山　　智
住所　：　東近江市市辺町3477

2人 奥田　真規
住所　：　東近江市市辺町3477

45

2人 大谷　俊介
住所　：　東近江市下里町789番地

2人 吉澤　麻祐加
住所　：　東近江市下里町789番地

46

2人 中村　嘉伸
住所　：　東近江市五個荘川並町268番地

2人 松澤　清司
住所　：　東近江市五個荘川並町268番地

47

2人 馬場　祐輔
住所　：　東近江市新宮町547番地

2人 馬場　祐輔
住所　：　東近江市新宮町547番地

48 3人 藤居　みゆき
住所　：　米原市三吉570番地　

廣部　真樹
住所　：　米原市野一色1136

3人 宮川　正信
住所　：　米原市野一色1136

50 3人 谷口　公子

住所　：　蒲生郡日野町上野田273-2

49

3人

中野　厚子
住所　：　蒲生郡竜王町小口4-1　福祉ステーション2F

岡本　優
住所　：　蒲生郡日野町大字深山口524

3人 山川　ひろみ

51

3人

住所　：　蒲生郡日野町大字深山口524

53

3人

52 3人

樋田　真一
住所　：　蒲生郡竜王町山之上632

3人 小畠　満
住所　：　蒲生郡竜王町山之上632

4



（様式第6号） 平成31( 2019) 年度実習施設利用願い先事業所(施設)名

ｈ 26ｈ h

施設種別 実習施設名

人数・時間

施設等の
実習指導者名

当初
見学

現場
実習

最終
見学

訪問介護 (福)愛荘町社会福祉協議会　訪問介護事業所

施設・居住型 (福)青祥会　特別養護老人ホームやまびこ

通所・小規模多機能型 (福)青祥会　デイサービスセンターやまびこ

施設・居住型 (福)湖東会　特別養護老人ホームいぬかみ

通所・小規模多機能型 (福)湖東会　ハートフルデイサービスセンター

290人

19人

54 3人 一岡　孝子
住所　：　愛知郡愛荘町安孫子1216番地1 福祉センターラポール秦荘いきいきセンター内

住所　：　愛知郡愛荘町安孫子1235

3人 北川　保枝

田口　あゆみ
住所　：　犬上郡多賀町中川原605番地の2

3人

55

3人 佐藤　貴紀

大伴　修平
住所　：　犬上郡多賀町中川原605番地の2

実習人数合計

募集定員

住所　：　愛知郡愛荘町安孫子1235

56

3人

5


