
和歌山県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録一覧 令和5年2月1日現在　１４３事業所

登録番号 事業所名 事業所所在地

KJK００１ 田辺市社会福祉協議会　龍神事業所 田辺市龍神村柳瀬１１３４

KJK００２ きらり 和歌山市楠見中４７－１９

KJK００３ 居宅介護支援事業所  おのみなと 和歌山市小人町南ノ丁２０

KJK００４ 居宅介護支援事業所  ひかり 和歌山市西仲間町１丁目２６番地

KJK００５ 皆楽園打田ケアプランセンター 紀の川市重行３１

KJK００６ ケアランド高野口 橋本市高野口町名倉２３４

KJK００７ みなべ町社会福祉協議会　はあとプラン 日高郡みなべ町芝４７７番地２

KJK００８ グリーンガーデンケアプランセンター 橋本市隅田町山内１９２１の４

KJK００９ 桔梗 和歌山市鳴神１２０番地５

KJK０１０ 居宅介護支援事業所　エスポワール 和歌山市楠見中１９３－７

KJK０１１ 在宅介護支援センター和歌山生協病院 和歌山市有本１４３－１

KJK０１５ 居宅介護支援事業所　バイオレット 和歌山市平尾２番地１

KJK０１６ かぐのみ苑ケアプランセンター 海南市下津町丸田１１１１番地の１

KJK０１７ 在宅介護支援センター川辺 日高郡日高川町和佐２１３６

KJK０１９ 在宅介護支援センター　かまやま 和歌山市和田３５０番地

KJK０２０ 串本町社会福祉協議会　古座事業所 東牟婁郡串本町上野山２９１－４

KJK０２３ 有田市在宅介護支援センター 有田市宮崎町９１１

KJK０２４ JA紀北かわかみかつらぎケアセンター 伊都郡かつらぎ町笠田東１５－２

KJK０２６ すさみ町社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 西牟婁郡すさみ町周参見４１３３

KJK０２７ ケアプランセンター福友会 和歌山市鳴神１１９－１１　ハイカムール１０２

KJK０２８ 鮎川園指定居宅介護支援事業所 田辺市鮎川１３１３

KJK０２９ ケアプランセンターひだまりの華 西牟婁郡上富田町生馬２０９０－１

KJK０３２ 串本町社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 東牟婁郡串本町サンゴ台７８３番地７

KJK０３４ 医療法人曙会　居宅介護支援事業所たんぽぽ 和歌山市塩屋６丁目２－７０

KJK０３６ 西庄園 和歌山市西庄１１３３－２

KJK０３８ ケアセンターおたっしゃ倶楽部和歌山ケアプランセンター 和歌山市中之島７５８

KJK０３９ ケアプランセンターつぼみ 和歌山市大谷２４番地の２　メゾンファミーユ１０２号

KJK０４０ 栄寿苑居宅介護支援センター 紀の川市麻生津中１２７９

KJK０４１ 中津在宅介護支援センター 日高郡日高川町船津１６６４番地

KJK０４２ 老人保健施設　カルフール・ド・ルポ 海南市築地１－６１

KJK０４３ ケアランド和歌山 和歌山市黒田２７９－４

KJK０４５ 在宅介護支援センター成華苑 西牟婁郡白浜町富田１３６０番地の２０

KJK０４６ 在宅ケアセンターしあわせ居宅介護支援室 和歌山市中之島５００番地の１０

KJK０４７
社会福祉法人　紀の川市社会福祉協議会　紀の川市社会福祉協議
会ケアプランセンター

紀の川市桃山町最上１２５３番地２

KJK０４８ 社会福祉法人　喜成会 和歌山市北野１２８番地

KJK０５０ ケアランド橋本 橋本市東家１－３９２－５

KJK０５１ 髙陽会居宅介護支援事業所 紀の川市粉河９５１－１

KJK０５２ ケアサポートえいと 和歌山市新中島８１－１　パレロワイヤル新中島２０２号

KJK０５３ 医療法人竹村医院　竹村医院居宅介護支援事業所 田辺市東山１－７－２３

KJK０５４ 美里園指定居宅介護支援事業所 海草郡紀美野町安井６－１

KJK０５５ 聖アンナケアプランセンター 紀の川市貴志川町上野山３０２番地１

KJK０５６ カルフール・ド・ルポ印南在宅介護支援センター 日高郡印南町山口１５０番地１

KJK０５７ 楠見ケアプランセンター　すずらん 和歌山市楠見中２６－１

KJK０５８ 勝田胃腸内科外科医院 紀の川市粉河２１８５

KJK０５９ 介護支援センターサン 和歌山市和田１２０８番地の７

KJK０６１ 在宅介護支援センター天美苑 海南市七山９６４－１

KJK０６４ みなべ町社会福祉協議会　ふれ愛 日高郡みなべ町東本庄１００番地



登録番号 事業所名 事業所所在地

KJK０６５ なのはなケアプランセンター 和歌山市吹上３丁目１番６５号

KJK０６６ ケアプラネット下津 海南市下津町小南１２５

KJK０７１ 特別養護老人ホーム吉備苑　ケアプランセンター 有田郡有田川町奥２２２－１

KJK０７２ ケアサポートなごみ 日高郡由良町里２２１－１

KJK０７３ 居宅介護支援事業　田辺市社会福祉協議会　田辺事業所 田辺市高雄１丁目２３番１号

KJK０７４ ライフサポート原 和歌山市砂山南２丁目４－７

KJK０７５ 有田川町社会福祉協議会清水事務所　居宅介護支援 有田郡有田川町大字二川８２０番地１

KJK０７６ 皆楽園岩出ケアプランセンター 岩出市西国分６６８番地

KJK０７７ 白浜はまゆう病院地域ケア室在宅介護支援センター 西牟婁郡白浜町１４４７番地

KJK０７８ 紀三井寺苑居宅介護支援事業所 和歌山市布引１３－７

KJK０７９ ケアプラネット恵友 海南市船尾２６５－１５

KJK０８０ ケアプランセンター　ももの里 紀の川市桃山町最上１２５４－１

KJK０８１ 愛光園在宅介護支援センター 伊都郡かつらぎ町佐野１４０１－２

KJK０８２ サザンクロスありだ 有田市宮崎町６番地　有田市立病院　管理棟別館２Ｆ

KJK０８５ さぎのもり 和歌山市鷺ノ森西ノ丁２５番地

KJK０８６ 有田川町社会福祉協議会居宅介護支援 有田郡有田川町角７５番地１

KJK０８７ それいゆ 有田市新堂９７番地の１

KJK０８８ 青松会在宅介護支援センター 和歌山市北島３２５－１０６

KJK０９１ ゆら博愛園指定居宅介護支援事業所 日高郡由良町吹井９１０番地の１

KJK０９３ 社会福祉法人　紀伊松風苑 和歌山市園部１６６８番地の１

KJK０９４ リバティ博愛指定居宅介護支援事業所 御坊市薗２６３－３　小林ビル３Ｆ

KJK０９５ 日高博愛園指定居宅介護支援事業所 御坊市名田町上野１７２２番地１

KJK０９６ ケアランドかつらぎ 伊都郡かつらぎ町大薮１３６－２

KJK０９８ 社会福祉法人　白浜町社会福祉協議会 西牟婁郡白浜町十九渕２７４番地の１

KJK０９９ 居宅介護支援事業所とみた 岩出市紀泉台４３２

KJK１００ 和歌山ケアマネージャーの会 和歌山市舟津町３丁目３２－３

KJK１０１ 君里苑指定居宅介護支援事業所 和歌山市古屋１５３－９

KJK１０３ セントケア和歌山 和歌山市黒田一丁目２－４　寺本興産ビル３階　

KJK１０４ わかうら園ケアプランセンター 和歌山市田野１９０番地

KJK１０５ 那智勝浦町社会福祉協議会
東牟婁郡那智勝浦町天満１４１８－２　那智勝浦町福祉健康セン
ター

KJK１０６ 医療法人久生会　山本クリニック 海南市名高５０６－４

KJK１０７ 有限会社　紀南在宅介護サービス 田辺市高雄一丁目６番４５号

KJK１０８ きび在宅介護支援センター 有田郡有田川町小島１６

KJK１０９ 医療法人裕紫会　居宅介護支援事業所中紀 御坊市藤田町吉田３２４－１

KJK１１０ 真寿苑ケアプランセンター 田辺市神島台６番１３号

KJK１１２ 居宅介護支援事業者　愛の園 西牟婁郡上富田町生馬３１６番地の５６

KJK１１４ 南紀ケアプランセンター 東牟婁郡古座川町高瀬４０６番地

KJK１１５ アイトワケアサービス 新宮市蓬莱３丁目６番２１号

KJK１１６ 田辺市社会福祉協議会　中辺路事業所 田辺市中辺路町栗栖川３２９番地の１

KJK１１７ 医療法人篤眞会　奥クリニック 紀の川市黒土２６３番地１

KJK１１８ 居宅介護支援事業所ハルジオン 和歌山市井ノ口３０２－５番地

KJK１２１ JA紀北かわかみケアセンター 橋本市高野口町名古曽６１０

KJK１２２ ケアプランサービスキタデ 御坊市湯川町財部７２８－４

KJK１２３ 阪井カルフール・ド・ルポ 海南市阪井１７６９番地１、海南市阪井１７７０番地１

KJK１２４ 居宅介護支援事業所バジル 海南市重根１１２２－１

KJK１２５ かつらぎ町社会福祉協議会 かつらぎ町丁ノ町２３３８番地の２

KJK１２６ 介護支援事業所　ルピナス 東牟婁郡那智勝浦町宇久井７１４－３



登録番号 事業所名 事業所所在地

KJK１２７ 在宅介護支援センター　あきつの 田辺市上秋津２３１０－９

KJK１２８
社会福祉法人紀美野町社会福祉協議会　紀美野居宅介護支
援事業所

海草郡紀美野町下佐々１４０８番地４

KJK１２９ ひかり苑 橋本市隅田町中島１０５８－５６

KJK１３０ ケアプランセンターうさぎ 和歌山市湊五丁目7番11号

KJK１３１ ケアプランシルバーネスト 和歌山市秋葉町４３－５

KJK１３２ ケアプラザれもん 橋本市高野口町名倉１１９５番地

KJK１３３ めぐ美 和歌山市榎原１４０－２６

KJK１３４ 国保野上厚生総合病院 海草郡紀美野町小畑１９８番地

KJK１３５ ケアプランセンター　ケアランドきのくに 御坊市熊野４４－４

KJK１３６ ケアプランセンターふじだな 新宮市橋本２－２－１９

KJK１３８ ケアプランサービスつなぎ 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目１４３－２

KJK１３９ 憩い園ケアプランセンター 岩出市溝川２２番地

KJK１４０ 介護サービス　えがおの杜 東牟婁郡那智勝浦町大字朝日２－２４４

KJK１４１ ＯＣＥＡＮ 紀の川市貴志川町北山５２０番地の５

KJK１４３ 有限会社ひだまり 新宮市下田１丁目１番２４号

KJK１４４ 居宅介護支援事業所　あい船所 和歌山市楠見中１９３－７

KJK１４６ ケアプランセンターやたがらす 東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井１７３０－３２４

KJK１４７ ケアセンターおたっしゃ倶楽部　白浜ケアプランセンター 西牟婁郡白浜町才野１３２２

KJK１４８ 特別養護老人ホーム　美浜在宅介護支援センター 日高郡美浜町三尾９番地

KJK１４９ 居宅介護支援事業所　白浜日置の郷 西牟婁郡白浜町日置２０３７

KJK１５２ ケアプランセンターピースフル 西牟婁郡上富田町市ノ瀬２４０７－４

KJK１５３ パソナライフケア栄谷 和歌山市栄谷179-1

KJK１５４ 居宅介護支援　はるかぜ 新宮市佐野3丁目11－5

KJK１５５ みどり会ケアプランセンター 和歌山市和佐中213番の1

KJK１５６ 竹の里園 和歌山市明王寺字六ノ坪３番地１

KJK１５７ ニチイケアセンターはしもと 橋本市東家６－２－６　２階

KJK１６１ ニチイケアセンター田辺 田辺市稲成町７７－１

KJK１６２ ニチイケアセンター御坊 御坊市薗４２－７

KJK１６３ サンライズケアありだ川 有田郡有田川町東丹生図73-3

KJK１６４ 太地町社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 東牟婁郡太地町太地２９９１－１

KJK１６５ 紀の国医療生活協同組合　今福診療所 和歌山市今福２丁目１－１６

KJK１６６ 緑風苑居宅介護支援事業所 海南市孟子字波免709-1

KJK１６７ 在宅介護支援センター田辺メディカル 田辺市新万３－１９

KJK１６８ 南紀ケアプランセンター那智勝浦 東牟婁郡那智勝浦町湯川６１番地

KJK１６９ ケアプランセンターこはる 岩出市堀口５－７

KJK１７１ にしき園指定居宅介護支援事業所 東牟婁郡串本町二色１６０番地

KJK１７２ 春風会わかのうら居宅介護支援事業所 和歌山市和歌浦東４丁目３－５１

KJK１７４ 居宅介護支援事業所レリアン 和歌山市湊５４３－１

KJK１７５ ケアプランセンター結い 和歌山市六十谷２２６－２３　黒田コーポ１階

KJK１７６ パナソニックエイジフリーケアセンター　和歌山北島・ケアマネジメント 和歌山市北島３２５－２５

KJK１７７ 居宅介護支援事業所日高リハビリセンター 日高郡美浜町１９０１－８

KJK１７８ 社会福祉法人　上富田町社会福祉協議会 西牟婁郡上富田町朝来７５５番地の１

KJK１７９ シニアＣＯＯＰ和歌山北ケアプランセンター 和歌山市直川５６５番７

KJK１８０ ケアプランセンターこんにちは海南 海南市且来１０１－３

KJK１８１ 居宅介護支援事業所こむすび 和歌山市榎原２５０－３

KJK１８３ 有限会社ダイケンハウジング福祉事業部 和歌山市三葛521　日之出建設本社ビル2Ｆ

KJK１８４ 居宅介護支援事業所あすか 和歌山市新在家１６５－８

KJK１８５ 居宅介護支援事業所きわ 橋本市神野々１１０３



登録番号 事業所名 事業所所在地

KJK１８６ 居宅介護支援事業所きわかつらぎ 伊都郡かつらぎ町笠田東１５－２


