




参加法人№ 法人名 住所 分類

1 ちよだ株式会社 群馬県前橋市千代田町３丁目３－２０ 高齢

2 三晃福祉会 群馬県太田市熊野町7-15 児童

3 社会福祉法人三国塩原会 利根郡みなかみ町西峰須川472-1 高齢

4 社会福祉法人永光会 渋川市半田７８５－５ 高齢

5 社会福祉法人陽光会 前橋市問屋町一丁目５番地４ 高齢

6 社会福祉法人前橋至道会 前橋市表町2-18-8 高齢

7 社会福祉法人希望館 高崎市江木町１０９３番地１ 高齢・児童

8 社会福祉法人マグノリア2000 高崎市乗附町208 高齢

9 医療法人富士たちばなクリニック 群馬県前橋市日輪寺町342-2 高齢

10 社会福祉法人愛友会 群馬県富岡市妙義町菅原2234番地 障害

11 医療法人緑陽会 群馬県富岡市相野田469番地 高齢

12 株式会社リバティー・アソシエーション 前橋市西善町845-1 高齢

13 社会福祉法人幸養の会 高崎市京目町1632 高齢

14 社会福祉法人樫の木 群馬県伊勢崎市八坂町４番地１９ 障害・児童

15 社会福祉法人ようざん会 群馬県高崎市八幡町768-1 高齢

16 社会福祉法人梅田福祉会 群馬県桐生市梅田町４丁目１７７４－４ 高齢

17 医療法人群馬会 渋川市赤城町北赤城山1055-1 高齢

18 医療法人関越中央病院 高崎市北原町179-1 高齢

19 社会福祉法人おおぎだ 伊勢崎市北千木町1126番地 高齢

20 株式会社フジ建装 渋川市北橘町八崎３９４－２ 高齢

21 認定特定非営利活動法人 ハートフル 高崎市石原町３２３６ 高齢

22 医療法人社団醫光会 高崎市矢島町449-2 高齢

23 社会福祉法人橘風会 渋川市北橘町八崎2365-1 高齢

24 社会福祉法人夢 高崎市綿貫町1369 高齢

25 社会福祉法人志純会 群馬県利根郡みなかみ町石倉150-1 高齢

26 医療法人社団水火会 高崎市上小塙町567 高齢

27 群馬郵便逓送株式会社 藤岡市篠塚 700番7 高齢

28 社会福祉法人明光会 太田市亀岡町280 高齢

29 社会福祉法人尾瀬長寿会 群馬県利根郡片品村摺淵340 高齢

30 株式会社まんよう 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4横浜西口KNビル8階 高齢

31 株式会社ヴァティー 東京都港区新橋三丁目11番1号 高齢

32 社会福祉法人清光会 高崎市箕郷町矢原12番地1 高齢
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33 社会福祉法人久仁会 群馬県沼田市久屋原町414-1 高齢・障害

34 群馬中央医療生活協同組合 群馬県前橋市朝倉町830番地1 高齢

35 医療法人財団明理会  群馬県太田市大原町531-3 高齢

36 社会福祉法人玉樹会 高崎市矢中町1105番地4 高齢

37 公益社団法人地域医療振興協会 群馬県吾妻郡長野原町大字大津７４６－４ 高齢

38 株式会社ガルディーノ 高崎市金古町910-1 高齢

39 社会福祉法人長野会 群馬県高崎市菊地町434番地 高齢

40 社会福祉法人共生 群馬県富岡市黒川１３８０ 高齢

41 社会福祉法人あんなか福祉会 群馬県安中市嶺240番地 高齢

42 株式会社孫の手・ぐんま 太田市大原町156-3 高齢

43 医療法人井上病院 高崎市井野町 1040 高齢

44 社会福祉法人三和会 群馬県桐生市新里町新川3742-2 障害

45 株式会社ケアフィールドかがやき 群馬県伊勢崎市乾町109-3 高齢

46 社会福祉法人パースの森 渋川市小野子3615-1 高齢

47 社会福祉法人はるな郷 群馬県高崎市箕郷町松之沢333 障害

48 社会福祉法人桐生療育双葉会 桐生市広沢町1-2648-1 障害・児童

49 社会福祉法人緑風会 群馬県前橋市房丸町48-1 高齢

50 公益財団法人老年病研究所 群馬県前橋市大友町3-26-8 高齢

51 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル 高齢

52 ＮＰＯ法人生活ｅｎｊｏｙセンターグリーンハウス 群馬県前橋市大友町三丁目４－２レジデンス北欧１０１ 障害

53 アースサポート株式会社 愛知県名古屋市昭和区鶴舞4-10-13 高齢

54 医療法人社団中嶋会 前橋市小屋原町976-1 高齢

55 社会福祉法人一越会 前橋市城東町３丁目１５－２６ 高齢・障害

56 社会福祉法人光の里 安中市原市1544-11 障害・児童

57 株式会社ニチイ学館 群馬県前橋市本町2-13-11前橋センタービル1F 高齢

58 株式会社ソレイユ 安中市松井田町行田244 障害・児童

59 社会福祉法人新生会 高崎市中室田町5983 高齢

60 社会福祉法人フランシスコの町 高崎市金古町830－3 障害・児童

61 社会福祉法人圓会 太田市上小林町1465-1 高齢

62 社会福祉法人恵の園 群馬県渋川市渋川４４１８ 高齢・障害

63 社会福祉法人前橋あそか会 前橋市江木町1225-1 高齢

64 医療法人健英会 前橋市総社町総社2628 高齢
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65 社会福祉法人誠光会 群馬県渋川市渋川２９０８－１ 障害

66 株式会社ビジュアルビジョン 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-54-3 ビジョナリ-Ⅲ 8階 高齢

67 社会福祉法人 緑陽会 群馬県富岡市上小林４７ 高齢

68 社会福祉法人桔梗会 群馬県沼田市横塚町957番地2 高齢

69 社会福祉法人昭和ゆたか会 利根郡昭和村貝野瀬813番地 障害

70 社会福祉法人さかい福祉会 伊勢崎市境上武士１０１７－１ 高齢

71 社会福祉法人杜の舎 太田市安良岡町298-1 障害

72 社会福祉法人一葉 伊勢崎市安堀町７８９番地3 高齢

73 医療法人博仁会 群馬県高崎市下小鳥町１２７７ 高齢

74 医療法人樹心会 群馬県佐波郡玉村町上新田675-1 高齢

75 ユミテック株式会社 高崎市東貝沢町4－4－10 高齢

76 社会福祉法人恵林 群馬県高崎市浜川町836-2 高齢

77 社会福祉法人二之沢真福会 高崎市足門町１６６－１ 高齢

78 スマイルケア株式会社 群馬県高崎市並榎463－20 高齢

79 社会福祉法人広済会 桐生市新里町武井741 障害・児童

80 医療法人群栄会 群馬県北群馬郡吉岡町陣場９８番地 高齢

81 社会福祉法人 群馬県社会福祉事業団 前橋市新前橋町13-12 高齢

82 社会福祉法人 榛栄会 北群馬郡榛東村山子田2531-19 障害・児童

83 社会福祉法人まがたま会 群馬県伊勢崎市韮塚町848-1 高齢

84 社会福祉法人三愛荘 渋川市渋川３６６８－４ 障害・児童


