コーディネーター修了生名簿
氏 名
法 人 名
事 業 所 名
住
所
大竹 由紀枝
社会福祉法人 宏友会
数馬 愛子
グループホーム風車の家
札幌市西区宮の沢490番地87
中川 奏子
有限会社シャイニング
吉田 健司
グループホームトトロの森
札幌市清田区美しが丘4条7丁目7-12
株式会社
橙果舎
河田 光博
グループホームめぐみの
恵庭市恵み野里美１丁目１番２６号
有限会社 ナイスケア
浜 陽介
グループホームひまわりの家
千歳市北斗4丁目14番4号
株式会社 橙果舎
瀬川 裕章
グループホームこもれびの家
恵庭市島松寿町1丁目16番5号
有限会社スローライフ
亘 和代
グループホームこもれび
余市郡余市町美園199番地
平山 すみ子 医療法人社団 滋恒会
療養型介護老人保健施設 なかじま 余市郡余市町黒川町3丁目109番地
特定非営利活動法人NPO社会福祉振興会 グループホームななかまど美唄館
加藤 聖子
美唄市3条南4丁目8-10
特定非営利活動法人NPO社会福祉振興会 グループホームななかまど歌志内館
湯澤 佳彦
歌志内市字中村34番地1
株式会社 日総
堀川 智幸
特定施設ふれあいの里華音
旭川市4条通17丁目1481-1
有限会社ウィズ
松川 郁美
小規模多機能わとな
北斗市七重浜8丁目3-37
有限会社
四海堂
平山 美果
グループホームおだやか
桧山郡上ノ国町字上ノ国274番地の1
有限会社 ハマダコーポレーション
村田 葉子
グループホームおもひで
函館市東山3丁目2番4号
医療法人大庚会
生田 友希
グループホーム街
函館市時任町35-3
藤田 ひとみ
北斗市社会福祉協議会
坂本 梢
北斗市社会福祉協議会
北斗市中野通2丁目18-1
深山 勢都子 日胆勤医協在宅
グループホームコスモスとまこまい
苫小牧市しらかば町2丁目15-2
特定医療法人 社団千寿会
荒川 裕貴
グループホームみずばしょう
登別市登別東町4丁目48番地１
有限会社 グッドライフ
石川 哲也
グループホームアウル登別館
登別市若山町3-8-45
有限会社静内ケアセンター
横田 茂
グループホーム栗ちゃんの家
新ひだか町静内ときわ町3丁目12-25
有限会社 ライトマインド
山口 美貴
小規模多機能ホーム花縁すずらん館 苫小牧市ときわ町3丁目4番11号
医療法人 前田クリニック
佐藤 雅彦
グループホームうらら
上川郡清水町南1条3丁目20番地2
有限会社グループホームあさひの里 グループホームあさひの里
木村 正子
中川郡本別町柏木町156-1
特定非営利活動法人いけだケアセンター グループホームのどか
関 久子
中川郡池田町字利別西町21-6
有限会社 ウジャト
デイサービス・ショートステイのぞみ大門 函館市東雲町15番16号
杉谷 操
有限会社いっ歩
三輪 広美
グループホームよしえの郷
釧路市春採6-4-24
有限会社 ふれ愛
上西 朱美
グループホームふれ愛の花
釧路市中島町4-11
佐渡 広成
有限会社おおいし
伊藤 絹恵
グループホームくつろぎ
釧路市愛国西2丁目7番10号
有限会社円企画
中川 善仁
グループホームひなたぼっこ
釧路市材木町21番80号
株式会社健康会
梶 政利
療養通所介護センターしらかば
苫小牧市ときわ町３丁目４番１号
高橋 恵子
医療法人社団 直江クリニック
高橋 重幸
グループホームゆうあい
旭川市神居9条8丁目1-11
有限会社ポプラ
余湖 波子
グループホームあじさい
旭川市春光4条9丁目6-12
有限会社ケアサポートますむら
益村 真
グループホームファミールみどり
網走市緑町1番10-6
有限会社ラポートケア
堀 由里子
グループホーム和
北見市東稜町48番地19
株式会社
エムリンク
本見 綾子
グループホーム夢ふうせんマイム
北見市常呂町字常呂185番地
株式会社ナショナルスタッフセンター
伊藤 雅規
グループホーム松風
北見市とん田東町450番地7
社会医療法人 明生会
岩森 充英
介護老人保健施設あるかさる
網走市桂町4丁目7番11号
※本名簿は、コーディネーター修了生のみに配布しております。個人情報につき、そのお取り扱いには十分のご留意ください。
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0123-25-5288
0123-40-3050
0123-36-1188
0135-22-7727
0135-22-3866
0126-66-1100
0125-42-2121
0166-23-3040
0138-48-0014
0139-55-3117
0138-32-5595
0138-33-1317

011-886-1043
0123-25-5277
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0135-22-7727
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0126-66-1101
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0138-33-1325

0138-74-2500
0144-71-5525
0143-83-5728
0143-88-3335
0146-45-0020
0144-61-6011
0156-69-1177
0156-22-4387
0155-72-4282
0138-27-3500
0154-43-1616
0154-64-5730

0138-74-3655
0144-71-1732
0143-83-3818
0143-88-3336
0146-45-0037
0144-61-6411
0156-69-1188
0156-22-4387
01557-2-4312
0138-22-3327
0154-43-1616
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0144-61-6007

0166-60-2005
0166-54-6946
0152-44-6282
0157-22-4055
0152-54-1300
0157-26-1177
0152-61-6163

0166-60-2150
0166-54-6945
0152-67-8024
0157-22-4066
0152-54-1223
0157-69-7767
0152-61-1666
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