
名古屋・知多支部　被選挙権名簿

名古屋西ブロック 名古屋東ブロック 知多ブロック
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 有限会社パートナーズ グループホームみんなの家 1 愛の郷有限会社 グループホームえがおⅡ 1 社会福祉法人知多学園 前山ホームらく楽

2 医療法人慈照会 グループホームひまわり 2 有限会社雄生 グループホーム白土 2 社会福祉法人仁至会 グループホームルミナス大府

3 有限会社マザーズ グループホーム円頓寺東館 3 有限会社サン グループホーム虹色

4 有限会社マザーズ グループホーム円頓寺 4 有限会社サン グループホームよろこび

5 有限会社マザーズ グループホーム円頓寺北館 5 有限会社かがやき グループホーム「かがやき」 4 株式会社アイティーシー グループホーム福住苑

6 有限会社パートナーズ グループホームみんなの家栄生 6 旭日産業株式会社 グループホームあさひ鳴海 5 社会福祉法人瑞祥 グループホームオレンジ

7 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 7 有限会社ライフケアみおつくし グループホームみおつくし 6 有限会社米澤福祉会 グループホーム｢よつ葉｣

8 株式会社サカイ グループホームあじさい「すなはら」 8 有限会社ライフケアみおつくし グループホームみおつくし新守山 7 医療法人大岩医院 グループホームヒラソルとよはま

9 愛の郷有限会社 グループホーム　えがお 9 有限会社ライフケアみおつくし グループホーム安楽樹 8 有限会社ライフサポート グループホームいこいの家

10 株式会社サカイ グループホーム「あじさい」 10 株式会社アイ・ユーネット グループホームとまり木守山 9 株式会社ジョインライフそよ風 半田ケアセンターそよ風

11 有限会社丸八介護サービス 丸八グループホーム日吉 11 株式会社パートナーシップ グループホーム優楽家 10 社会福祉法人知多学園 板山ホームらく楽

12 株式会社プラス グループホームあかり（中村苑） 11 医療法人メディライフ グループホームひいらぎ

13 株式会社山市 グループホームグリーンハウス 12 有限会社知多 グループホームちたの里

14 株式会社ケアフェリーチェ グループホームやすらぎの里　中野新町

15 医療法人西口整形外科 グループホーム　千音寺

16 株式会社シャトラス グループホームはるた 14 有限会社サンクチュアリ グループホーム樹樹 14 株式会社Ｌｉｌｙ’ｓ グループホームごんの里

17 株式会社ないすらいふ グループホームセラビ高畑 15 株式会社イズミ グループホーム東山ハウス

18 株式会社クレイドル グループホーム　あつた荘 16 株式会社プラス グループホームあかり（千種苑）

19 株式会社ハルス グループホームはるすのお家みなみ 17 株式会社アンジュ グループホーム　それいゆam

20 社会福祉法人なごや平和福祉会 グループホームへいわ 18 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

21 株式会社イズミ グループホームくつろ樹 19 有限会社スリーハンズ グループホームなでしこ

22 株式会社サカイ グループホームあじさい「きそじ」 20 株式会社アイ・ユーネット グループホームとまり木名東

23 旭日産業株式会社 グループホームあさひ名北 21 有限会社サポートハウス サポートハウスおおばり

24 有限会社名古屋シルバーサポート グループホーム水草 22 有限会社サポートハウス サポートハウスごくらく

25 株式会社Ｇ＆Ｇライフ グループホーム　笑楽 23 株式会社ケアフェリーチェ グループホームやすらぎの里　梅森坂

26 株式会社波の女 グループホーム滝子通一丁目 24 旭日産業株式会社 グループホームあさひ名東

25 株式会社サカイ グループホームあじさい「つるまい」

27 敬愛有限会社 瑞穂ケアセンターあおぞら

28 株式会社ケアネット・ジャパン ケアネットホーム白金 28 有限会社パートナーズ グループホームみんなの家津賀田

29 株式会社ほほえみ グループホームひらばり

30 株式会社ほほえみ グループホーム向が丘

31 株式会社ほほえみ グループホーム向の山

32 杉友商事株式会社 グループホームふれんど

33 社会福祉法人高坂福祉会 グループホーム高坂苑

34 杉友商事株式会社 グループホームあすか

35 杉友商事株式会社 グループホームあすなろ
36 杉友商事株式会社 グループホームあいか

3 社会福祉法人愛光園
グループホームもくせいの家（きん
もくせい･ぎんもくせい）

※　色つきの会員様につきましては、入会後2年間経過してい
ない為、被選挙権はありません。

愛の家グループホーム知多新知

愛の家グループホーム常滑社辺

17

18

メディカル・ケア・サービス
東海株式会社

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

愛の家グループホームとこなめ

守山ケアハートガーデン　グルー
プホーム　つづみの丘

守山ケアハートガーデングループ
ホームつづみの郷

15

16

29

30

31

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

愛の家グループホーム清華
メディカル・ケア・サービス
東海株式会社

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

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

27 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

メディカル・ケア・サービス
東海株式会社

メディカル・ケア・サービス
東海株式会社

12

13

三菱電機ライフサービス株
式会社

三菱電機ライフサービス株
式会社

13

一般社団法人愛知県認知症グループホーム連絡協議会
選挙管理委員会

平成24年9月30日現在



尾張支部　被選挙権名簿

東尾張ブロック 西尾張ブロック 北尾張ブロック
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 株式会社だいふく グループホームほのぼの広場 1 社会福祉法人サンライフ グループホームジョイフル布袋

2 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 2 社会福祉法人高坂福祉会 グループホーム扶桑苑

2 社会福祉法人愛知三愛福祉会 グループホームあいわ 3 株式会社福祉の里 グループホーム遊楽苑師勝 3 株式会社クレイドル グループホームもみの木

3 有限会社三ヶ所 グループホームむつみ苑 4 株式会社福祉の里 グループホーム遊楽苑西春 4 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 有限会社雄生 グループホームのどか 5 株式会社イズミ グループホーム西春の泉 5 株式会社ハルス グループホーム　はるすのお家いわくら

5 医療法人名翔会 グループホーム和合の家 6 株式会社クレイドル グループホームいせ木 6 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 社会福祉法人愛知たいようの杜 グループホーム嬉楽家 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 医療法人丹羽外科 中央グループホーム和（なごみ）

7 有限会社サポートハウス サポートハウス東名・ながくて 8 株式会社イズミ  グループホーム真清田 8 株式会社イズミ グループホームいわくらの泉

8 有限会社たつみ グループホーム悠遊荘 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 株式会社ほっとファミリー グループホームほっとファミリー

9 株式会社パートナーシップ グループホーム暖楽家 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 株式会社サカイ グループホームあじさい「ほてい」

10 社会福祉法人サン・ビジョン グループホームグレイスフル八田 11 株式会社サンケイ グループホームチアフル花明かり・友明かり 11 社会福祉法人サンライフ グループホームジョイフル江南

11 社会福祉法人サン・ビジョン グループホーム第２グレイスフル春日井 12 株式会社サンケイ グループホームチアフル音明かり 12 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

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

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

13 有限会社冨士松 グループホーム輪楽笑 15 有限会社ジェイ・スパック グループホーム白寿の里 14 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

14 有限会社冨士松 グループホーム輪楽笑Ⅱ 16 有限会社愛敬 グループホームみどり 15 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

15 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 16 株式会社イズミ グループホームこまきの泉

16 株式会社ハルス グループホームはるすのお家尾張旭 17 社会福祉法人成祥福祉会 グループホーム岩崎あいの郷

17 株式会社サカイ グループホームあじさい「旭城前」 18 株式会社だいふく グループホーム花*花 18 社会福祉法人成祥福祉会 グループホームゆうあい

18 医療法人北陽会 グループホーム　ふくふくのさと 19 株式会社アイミ グループホームソブエピア 19 シルバーサービス株式会社 グループホーム安心樹

19 株式会社祐理 グループホーム　ぴぃす 20 医療法人　三善会 グループホームぬくもり

21 アリス有限会社 グループホームアリスの家

22 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

23 有限会社ライフサポート・タカラ グループホーム七宝

24 有限会社ライフサポート・タカラ グループホームシャルル

25 社会福祉法人カリヨン福祉会 グループホームカリヨンの郷「新千秋」

26 社会福祉法人愛燦会 グループホーム長寿の家

　

※　色つきの会員様につきましては、入会後2年間経過していない為、被選挙権はありません。

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おおはる

17 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

13
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

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

12
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

一般社団法人愛知県認知症グループホーム連絡協議会
選挙管理委員会

平成24年9月30日現在



三河支部　被選挙権名簿

東三河ブロック 中三河ブロック 西三河ブロック
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 医療法人信愛会 グループホームみかんの樹 1 有限会社真壽会 グループホーム楽楽苑 1 有限会社ムラセ いやしの里　ハナモト　グループホーム

2 有限会社たけのこ グループホームたけのこ 2 社会福祉法人幡豆福祉会 グループホームしはと 2 医療法人豊成会 グループホームどんぐりの家

3 医療法人光生会 グループホームエバグリーン 3 有限会社グループホーム縁 グループホーム縁 3 有限会社おおぎもと グループホームJO･さざんか

4 医療法人常念会 グループホーﾑもみじ 4 東洋ウェルフェア株式会社 グループホーム燦　むつみ 4 有限会社おおぎもと グループホームJO.さざんか第2

5 株式会社シミズ グループホームジョイア・ミユキ 5 医療法人社団福祉会 グループホーム高須 5 有限会社大翔 グループホーム日和

6 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームくらら 6 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホーム吉良荘 6 医療法人豊和会 グループホームプルミエールさなげ

7 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームうらら 7 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 7 社会福祉法人昭徳会 高齢者グループホーム小原安立

8 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームきらら 8 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホームおり姫 8 医療法人豊和会 グループホームメナージュかずえ

9 医療法人静巌堂医院 グループホーム好日庵 9 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホーム千姫 9 医療法人明心会 グループホームゆきあい

10 東洋ウエルフェア株式会社 グループホーム燦　ふくおか 10 株式会社さちコーポレーション グループホームさち

11 有限会社スピリットネイチャー グループホーム　フラワーサーチ

12 有限会社高良 グループホームゆたか 12 社会福祉法人瑞穂会 グループホームかみさの家 12 株式会社東海ケアグループ グループホームなごみや

13 社会福祉法人寿宝会 グループホーム寿宴 13 医療法人碧会 グループホームひだまりの家 13 株式会社サカイ グループホームあじさい「みゆき」

14 社会福祉法人寿宝会 グループホーム真寿苑 14 医療法人光慈会 グループホームながしのの里

15 社会福祉法人寿宝会 グループホーム喜寿苑 15 有限会社みふねの家 グループホームあさがお

16 社会福祉法人寿宝会 グループホーム輝楽苑 15 医療法人米津会 グループホームつるしろ

17 社会福祉法人寿宝会 グループホーム百楽苑 16 医療法人米津会 グループホームよねづ

18 社会福祉法人不二福祉事業会 グループホームなばな苑 17 有限会社ティーアンドエム グループホームやまお

19 社会福祉法人不二福祉事業会 グループホームすずらん

20 有限会社はっぴぃ グループホームはっぴぃ

21 医療法人善恵会 医療法人善恵会　ふくろう 19 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

22 社会福祉法人豊生会 グループホーム大清水彩幸 20 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

23 医療法人双樹会 グループホームサマリヤの家 21 株式会社ウェルライフ カインドホーム碧南

24 自然株式会社 グループホーム　じねん 22 社会福祉法人長寿会 グループホームみどり

23 社会福祉法人碧晴会 グループホーム川口結いの家

24 医療法人　十喜会 グループホーム向陽

25 有限会社野のユリ グループホーム野のユリ

※　色つきの会員様につきましては、入会後2年間経過していない為、被選挙権はありません。

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

18 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

16

11 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

11 南部薬品株式会社
ハートケアヴィレッジなんぶの郷
グループホームリズム

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

10 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

14
社会福祉法人高浜市社会
福祉協議会

一般社団法人愛知県認知症グループホーム連レク協議会
選挙管理委員会

平成24年9月30日現在


