
平成31年4月10日現在

№ 法人名 所在地 認証日

1 社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団 青森市 平成28年10月27日

2 社会福祉法人桜木会 むつ市 平成29年10月27日

3 医療法人いしだ医院 青森市

4 社会福祉法人桂久会 鶴田町

5 八戸医療生活協同組合 八戸市 平成28年10月27日

6 社会福祉法人同伸会 八戸市 平成28年10月27日

7 有限会社永幸園 八戸市

8 社会福祉法人青森社会福祉振興団 むつ市 平成28年10月27日

9 有限会社さくら 中泊町

10 社会福祉法人嶽暘会 弘前市 平成29年3月29日

11 医療法人サンメディコ 弘前市 平成30年9月21日

12 株式会社大与 弘前市

13 医療法人仙知会 弘前市

14 社会福祉法人七峰会 弘前市 平成28年10月27日

15 有限会社すかい 青森市 平成28年10月27日

16 株式会社オアシス 弘前市

17 株式会社あい 鰺ヶ沢町

18 株式会社雄飛 青森市

19 特定非営利活動法人ラ・シャリテ 青森市

20 社会福祉法人あじさい会 外ヶ浜町

21 株式会社朝日介護 黒石市

22 株式会社ケアライフ青森 青森市

23 株式会社相成 弘前市 平成29年10月27日

24 社会福祉法人津軽富士見会 弘前市 平成30年9月21日

25 社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会 田舎館村

26 株式会社よつばケア 外ヶ浜町

27 社会福祉法人すずかけの里 青森市 平成29年3月29日

28 エヴァグリーンホーム株式会社 弘前市

29 有限会社ベース 八戸市 平成29年8月28日

30 社会福祉法人みやぎ会 八戸市 平成29年8月28日

31 社会福祉法人沢朋会 弘前市

32 有限会社芦春建設 板柳町

33 医療法人仁泉会 八戸市 平成30年2月23日

34 社会福祉法人津軽やわらぎ 平川市

35 社会福祉法人スプリング 八戸市 平成29年3月29日

36 社会福祉法人和幸園 青森市 平成30年2月23日

37 社会福祉法人奥入瀬会 おいらせ町 平成30年9月21日

38 社会福祉法人清友会 青森市
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39 社会福祉法人友の会 八戸市

40 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 八戸市

41 株式会社清里 つがる市

42 株式会社虹 弘前市

43 社会福祉法人内潟療護園 中泊町

44 株式会社華 深浦町

45 有限会社ケアサービスたんぽぽ 五所川原市

46 津軽保健生活協同組合 弘前市 平成29年3月29日

47 有限会社かずさ 階上町

48 株式会社善世会 弘前市

49 まっすぐ介護合同会社 つがる市

50 社会福祉法人長老会 南部町

51 有限会社ながしま 青森市

52 株式会社千刈福祉会 青森市

53 社会福祉法人天寿園会 七戸町 平成30年2月23日

54 一般社団法人福泉会 南部町

55 社会福祉法人吉幸会 五戸町

56 一般社団法人慈恵会 青森市

57 社会福祉法人拓心会 五所川原市 平成30年2月23日

58 株式会社渋田産業 大間町

59 社会福祉法人向明会 中泊町

60 社会福祉法人さくら会 十和田市

61 社会福祉法人三笠苑 平川市 平成31年2月21日

62 社会福祉法人諏訪ノ森会 青森市 平成29年3月29日

63 社会福祉法人寿栄会 八戸市 平成29年3月29日

64 社会福祉法人秋葉会 八戸市 平成28年10月27日

65 社会福祉法人若菜会 五所川原市 平成29年3月29日

66 社会福祉法人柏友会 つがる市 平成29年8月28日

67 社会福祉法人東幸会 八戸市

68 社会福祉法人長慶会 弘前市

69 社会福祉法人楽晴会 三沢市

70 社会福祉法人伸康会 弘前市

71 社会福祉法人緑風会 平川市 平成29年3月29日

72 社会福祉法人夢の森 青森市

73 株式会社光仁介護サービス 青森市

74 社会福祉法人つがる市社会福祉協議会 つがる市

75 社会福祉法人わかば会 弘前市

76 株式会社まご心 青森市
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77 社会福祉法人徳望会 階上町 平成30年2月23日

78 社会福祉法人青森民友厚生振興団 五所川原市

79 社会福祉法人十和田湖会 十和田市

80 株式会社サンメディックス 八戸市

81 社会福祉法人貴望会 横浜町

82 社会福祉法人八千代会 むつ市 平成31年2月21日

83 社会福祉法人弘前豊徳会 弘前市 平成31年2月21日

84 青森保健生活協同組合 青森市 平成29年8月28日

85 社会福祉法人八甲田会 十和田市

86 社会福祉法人すみれ会 黒石市

87 社会福祉法人つがる三和会 弘前市

88 社会福祉法人八陽会 八戸市

89 有限会社のりた調剤 五所川原市

90 社会福祉法人潮音会 つがる市

91 社会福祉法人素心の会 五戸町 平成30年2月23日

92 社会福祉法人心和会 青森市

93 社会福祉法人敬仁会 青森市

94 株式会社五所川原ケアセンター 五所川原市

95 医療法人いわき会 弘前市

96 シニアエール株式会社 青森市

97 社会福祉法人愛成会 弘前市

98 有限会社ホテルチトセ 青森市

99 有限会社ダイワサービス 五戸町

100 医療法人謙昌会 八戸市

101 社会福祉法人誠友会 おいらせ町

102 社会福祉法人温和会 青森市

103 株式会社ゆとり 八戸市

104 株式会社コサカ・ライフサポート 八戸市

105 社会福祉法人希望 三沢市

106 社会福祉法人徳誠福祉会 青森市

107 社会福祉法人七戸福祉会 七戸町 平成31年2月21日

108 社会福祉法人快適福祉協会 六戸町

109 医療法人社団豊仁会 八戸市

110 社会福祉法人つくし会 鰺ヶ沢町

111 株式会社スマイルタカラ おいらせ町

112 株式会社蔵前 八戸市

113 株式会社ビリーブケアサポート 青森市

114 有限会社青森介護サービス 青森市

3



平成31年4月10日現在

№ 法人名 所在地 認証日

参加宣言事業所一覧

115 株式会社のじり苑 青森市

116 医療法人メディカルフロンティア 八戸市

117 有限会社佐藤器機 弘前市

118 社会福祉法人信和会 八戸市

119 有限会社あやとり 弘前市

120 社会福祉法人宏仁会 平内町

121 株式会社西町 八戸市

122 社会福祉法人南部町社会福祉協議会 南部町

123 社会福祉法人博陽会 弘前市

124 社会福祉法人明恵会 青森市

125 有限会社ファミリーサポート 八戸市

126 株式会社ゆう 七戸町

127 社会福祉法人あしの会 五所川原市

128 社会福祉法人もみじ会 六戸町

129 社会福祉法人平元会 青森市

130 株式会社サンライズ 東北町

131 社会福祉法人板柳町社会福祉協議会 板柳町

132 有限会社ルーツ 中泊町

133 株式会社エム 板柳町
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