介護体験研修受入承諾施設一覧
区

施設名

中区

東区

西区

南区

北区

浜北区

天竜区

磐田市

湖西市

*

2018.11.01 現在
所在地

電話番号

設置主体

いずみ

浜松市中区泉4-20-1

053-416-1010

(福) 陽翔会

浅田ふるさと庵

浜松市中区神田町191

053-441-6520

(福) 悠泰の郷

和合せいれいの里

浜松市中区和合町555

053-478-0800

(福) 聖隷福祉事業団

葵の里

浜松市中区葵西6-10-62

053-420-2220

(福) 行和会

藤乃花

浜松市中区幸4-21-1

053-472-1187

(福) 藤花幸寿会

城北の家

浜松市中区城北1-24-5

053-412-0030

(福) 天竜厚生会

浜松中央長上苑

浜松市中区中島2-7-1

053-411-5550

(福) 七恵会

白梅県居ケアホーム

浜松市中区東伊場2-14-35

053-458-2100

(医) 白梅会

神田ふるさと庵

浜松市中区神田町510-1

053-441-4165

(福) 悠泰の郷

ツクイ浜松曳馬

浜松市中区曳馬2-14-16

053-467-5039

(株) ツクイ

白梅下石田ホーム

浜松市東区下石田町1588-1

053-422-2800

(福) 白梅福祉会

おおしま

浜松市東区大島町891

053-431-1111

(福) 陽翔会

一空園

浜松市東区安新町61-1

053-421-3173

(福) 八生会

さぎの宮寮

浜松市東区小池町38-1

053-434-5710

(福) 峰栄会

第二長上苑

浜松市東区中田町590

053-411-0022

(福) 七恵会

長鶴の郷

浜松市東区長鶴町290

053-423-2700

(医) 拓己会

デイサービスグリーンサンガ

浜松市東区積志町108

053-431-5333

(有) グリーンサンガ

デイサービス小春日和

浜松市東区中野町2407

053-571-0844

(Ｎ) はままつ福祉応援団

舘山寺の里

浜松市西区舘山寺町463-1

053-487-3050

(福) 庄栄会

湖東の杜

浜松市西区湖東町1074

053-486-3586

(福) 晃仁会

朝霧の園

浜松市西区庄和町2476-1

053-487-2202

(福) 和光会

神久呂の園

浜松市西区神ヶ谷町6611

053-485-6320

(福) 遠淡海会

西山病院

浜松市西区西山町500

053-485-5558

(医) 一穂会

三幸の園

浜松市西区大平台1-34-30

053-485-1136

(福) 三幸会

入野ケアセンター

浜松市西区入野町6417

053-440-1200

(医) 和恵会

宇布見の里

浜松市西区雄踏町宇布見9481-1

053-401-3280

(福) 三和会

グリーンヒルズ東山

浜松市西区大山町2958-1

053-414-6001

(福) 慶成会

まほら舞阪

浜松市西区舞阪町弁天島3481-26

053-597-2000

(福) 井友会

山崎園

浜松市西区雄踏町山崎2829

053-597-2586

(福) 三幸会

るぴなすはうす

浜松市西区西鴨江町254-1

053-582-8036

(株) ウェル恵明会

第二砂丘寮

浜松市南区田尻町1182

053-442-2531

(福) 三和会

芳川の里

浜松市南区石原町739

053-426-1500

(福) たんぽぽ会

芳川の里

浜松市南区石原町739

053-426-1500

(福) たんぽぽ会

認知症デイサービスかよい

浜松市南区石原町749

053-426-1500

(福) たんぽぽ会

いしはらの里

浜松市南区石原町749

053-426-1500

(福) たんぽぽ会

南風

浜松市南区倉松町593

053-449-8101

(福) ほなみ会

西島寮

浜松市南区西島町101

053-425-2000

(福) 慈恵会

ワークショップくるみ

浜松市南区小沢渡町2923-2

053-440-4666

(福) 復泉会

引佐みやまの里

浜松市北区引佐町奥山1576-81

053-528-4050

(福) 奥山老人ホーム

花平ケアセンター

浜松市北区引佐町花平708

053-542-4187

(医) 藤花会

みずうみ

浜松市北区三ケ日町三ケ日1148-2

053-528-0300

(福) 松風

はまなこ介護老人保健施設

浜松市北区三ヶ日町都筑3664-10

053-526-1154

(医) 豊岡会

ケアホームしあわせ

浜松市北区都田町9220-1

053-428-5551

(福) 公友会

ケアホーム三方原

浜松市北区東三方町239

053-439-0777

(福) 公友会

ふるさと庵

浜松市北区豊岡町273-2

053-438-5785

(福) 悠泰の郷

第三静光園・あかり・いこい

浜松市北区根洗町681-4

053-437-8288

(福) ひかりの園

第２アドナイ館

浜松市北区三方原町3014-1

053-582-8181

(福) 十字の園

しあわせの園

浜松市北区都田町1854

053-428-2189

(福) 公友会

浜松協働学舎根洗寮

浜松市北区根洗町681-5

053-430-0596

(福) ひかりの園

聖隷デイサービスセンター三方原

浜松市北区三方原町509-1

053-482-9011

(福) 聖隷福祉事業団

きじの里

浜松市浜北区染地台5-4-3

053-585-3333

(福) 峰栄会

翠松苑

浜松市浜北区於呂4201-6

053-583-1135

生協ヘルパーステーション

浜松市浜北区高畑213-3

053-586-8730

サテライト天竜

浜松市天竜区二俣町南鹿島5-1

053-922-2635

(福) 大善福祉会

百々山

浜松市天竜区渡ケ島217-3

053-583-1134

(福) 天竜厚生会

みのり

浜松市天竜区渡ケ島6-2

053-583-1191

(福) 天竜厚生会

豊田えいせい病院

磐田市小立野102

0538-34-6131

(医) 恵成会

西之島の郷

磐田市西之島26-1

0538-39-4165

(福) 斉慎会

於保老健センター

磐田市一色26

0538-58-2550

(医) 木野記念会

遠州の園

磐田市大久保522-1

0538-38-2145

(福) 遠江厚生園

燦光

湖西市新居町新居1800-1

053-594-5655

(福) 新和会

まんさくの里

湖西市新所岡崎梅田入会地15-70

053-577-2333

(医) 浜名会

は、学生の体験研修受入れ可能施設

(福) 天竜厚生会
(生協) 浜北医療生活協働組合

