
市町 事業所名 住所

１ サンブライト愛宕Ⅱ 長崎市愛宕4丁目11-1

２ クローバーハウス 長崎市昭和1丁目8-5

３ 介護予防デイサービス　クローバーガーデン昭和町 長崎市昭和1丁目8-21

４ 介護付き有料老人ホーム　こころのしろ 長崎市上銭座町11-8

５ 魚の町ヘルパーステーション 長崎市魚の町3-27

６ 魚の町デイサービスセンター 長崎市魚の町3-27　チヂワビル8階

７ ケアハウス　リエゾン長崎 長崎市江川町100-1

８ 有料老人ホーム　大浦十三番館 長崎市大浦町3-21

９ 大浦十三番館デイサービス 長崎市大浦町3番21号

１０ 介護老人保健施設　シンフォニー稲佐の森 長崎市大谷町418-1

１１ 特別養護老人ホーム　鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町418-1

１２ ケアハウス　稲佐の森 長崎市大谷町418-1

１３ デイサービスうぇるずらいふ大手 長崎市大手１丁目28番15号

１４ 軽費老人ホーム　ケアハウス大浜 長崎市大浜町934番地1

１５ グループホーム　かわびら 長崎市川平町1199番地

１６ グループホーム　なごみ 長崎市琴海村松町319番地

１７
長崎ケアハートガーデン サービス付き高齢者向け住宅南長崎
長崎ケアハートガーデン デイサービス南長崎

長崎市竿浦町754-1

１８ 長崎市医師会保健福祉センター 長崎市栄町2番22号

１９ グループホーム　ありすの家 長崎市椎の木町25-19

２０ 長崎ケアハートガーデン　小規模多機能ホーム　小ヶ倉 長崎市小ヶ倉3丁目76-27

２１ エフステージ 長崎市諏訪町6-7

２２ 特別養護老人ホーム　恵珠苑 長崎市田上2-15-12

２３ 救護施設　彦山の森 長崎市田手原町653-1

２４ 戸町ふくし村 長崎市戸町4丁目7-20

２５ 特別養護老人ホーム　光る海 長崎市野母町2283番地7

２６ 特別養護老人ホーム　ひこばえ 長崎市早坂町1180-7

２７ ツクイ東長崎 長崎市平間町691-4

２８ 長崎ケアハートガーデン　小規模多機能ホーム　深堀 長崎市深堀1丁目445番地

２９ かいごの花みずき 長崎市平和町17-7

３０ グループホーム　星取 長崎市星取2丁目2-43

３１ 介護老人福祉施設　牧島荘 長崎市牧島町9番地1

３２ 特別養護老人ホーム　いこいの園 長崎市牧野町2168番地5

３３ プライムエム横尾 長崎市横尾3丁目26番1号

３４ 時津町 介護老人保健施設　トラバーユ長崎 西彼杵郡時津町浜田郷572

３５ 長与町 特別養護老人ホーム　のぞみの杜 西彼杵郡長与町吉無田郷1578

３６
特別養護老人ホームさいかい
介護療養型老人保健施設　さいかい

西海市大島町1876番地59

３７ グループホーム　希望の家 西海市西彼町小迎郷1074-3

３８ デイサービスセンター　あいのうら 佐世保市相浦町606番地1

３９ 特別養護老人ホーム　サンホーム江上 佐世保市江上町4847-6

４０ 小規模多機能ホーム　おの 佐世保市小野町16-2

４１ 佐世保記念病院介護医療院 佐世保市鹿子前町104

４２ 介護老人保健施設　つつじの郷 佐世保市鹿町町下歌ヶ浦109-1

４３ 特別養護老人ホーム海南荘 佐世保市俵ヶ浦町210番地

４４ グループホーム　カナリアの家 佐世保市日宇町649-9

４５ 特別養護老人ホーム　音羽の浜 佐世保市東浜町123

４６ グループホーム　ひろた 佐世保市広田1-4-7

４７ 特別養護老人ホーム　あそかのもり 佐世保市松瀬町1150番地

４８ 小規模多機能ホーム　琹莉（しおり） 佐世保市吉岡町725

＜介護職インターンシップ　実施候補事業所一覧＞　　※お申込みは、介護労働安定センター（095-828-6549）まで
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４９ 佐々町 社会福祉法人佐々町社会福祉協議会 北松浦郡佐々町市場免２３－１

５０ 養護老人ホーム　光の園 平戸市大久保町325番地

５１ 特別養護老人ホーム　あんのん 平戸市戸石川町950

５２ 松浦市 特別養護老人ホーム　青山荘 松浦市御厨町里免395番地1

５３ ジャストイン諫早 諫早市幸町22-12

５４ ケアハウス　椿寿荘 諫早市栄田町582番地9

５５ 有料老人ホーム　ひまわり 諫早市高来町黒崎79番地3

５６ デイサービスセンター　じゅげむ 諫早市多良見町市布1272番地3

５７ 上山デーサービスセンター 諫早市野中町657番地1

５８ グループホーム　花の里 諫早市福田町3316-3

５９ グループホーム　福田 諫早市福田町3346-5

６０ ツクイ大村 大村市協和町704-3

６１ 小規模多機能ホーム　あんのん・グループホーム　あんのん 大村市協和町710-1

６２ 川棚市 特別養護老人ホーム　くじゃくの家 東彼杵郡川棚町小串郷358番地

６３ 特別養護老人ホーム　愛の里 雲仙市愛野町乙2288番地4

６４ サービス付き高齢者向け住宅　きずな 雲仙市吾妻町永中名70

６５ 特別養護老人ホーム　湯楽苑 雲仙市小浜町北本町217番地

６６ グループホーム　湯之崎 雲仙市小浜町北本町905番地32

６７ 養護老人ホーム　月光園 雲仙市国見町土黒丙68－2

６８ 特別養護老人ホーム　淡淡荘 島原市江里町乙2010番地1

６９ 小規模多機能ホーム　暖 島原市城見町4203-2

７０ 若菜寮 島原市新田町605-2

７１ 特別養護老人ホーム　玉成園 南島原市口之津町甲1190番地1

７２ デイサービスセンター　いこい園 南島原市西有家町須川2823

７３ グループホーム　望 南島原市南有馬町丁306-1

７４ かけはし木場 五島市木場町493-1

７５ 特別養護老人ホーム　只狩荘 五島市富江町黒瀬585番地

７６ 養護老人ホーム　松寿園 五島市松山町196番地

７７ 聖マリアの園 五島市松山町706-3

７８ リハビリセンター　ふくえ 五島市吉田町2390

７９ 介護老人保健施設　五島福寿園 五島市吉久木町908-1

８０ デイサービスセンター　たかのしの杜 南松浦郡新上五島町奈摩郷910-10

８１ 社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会 南松浦郡新上五島町青方郷１３７９番地１

８２ グリーンヒル　かみごとう 南松浦郡新上五島町浦桑郷643-1

８３ 壱岐市社会福祉協議会 壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地２

８４ 特別養護老人ホーム　ハッピーヒルズ（幸せの丘） 壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2

８５ 光武内科循環器科病院 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15番地3

８６ デイサービスセンター　華の郷 対馬市厳原町内山59-2

８７ 特別養護老人ホーム　いづはら 対馬市厳原町東里223番地3

８８ 特別養護老人ホーム　いづはらⅡ 対馬市厳原町東里303-1

８９ 介護老人保健施設　結石山荘 対馬市上対馬町大浦字浜在所原66-1

※

※ 体験先施設は、参加申込者の希望（日程、立地、施設種別、その他の要望）や適性等（福祉・介護に

関する学習進度等）をもとに、実施候補事業所と調整して決定します。

壱岐市

対馬市

諫早市

大村市

雲仙市

島原市

南島原市

五島市

平戸市

新上五島町

希望者は、介護労働安定センター長崎支部へお申込みください。


