
大津市介護サービス事業者協議会　会員名簿（平成24年度総会）

法人名 入会年月日 代表者 代表者名 事業所名 担当者 担当者名

1 社会福祉法人　大津市社会福祉事業団 2010/9/25 理事長 中村　弘光 社会福祉法人　大津市社会福祉事業団 事務局長 津田　和一郎

2 株式会社　シェアリングエイド 2010/9/25 代表取締役 藤堂　雅也 在宅介護サービス　ふれあいサポート 人事部長 井上　治

3 社会福祉法人　華頂会 2010/9/25 理事長 加藤　守彦 特別養護老人ホーム　福寿荘 施設長 三笠　和子

4 田中ケアサービス株式会社 2010/9/25 代表取締役 田中　正孝 田中ケアサービス株式会社　大津支援センター センター長 岩本　隆子

5 社会福祉法人　真盛園 2010/9/25 理事長 川合　歳明 特別養護老人ホーム真盛園 田中　淳史

6 株式会社ヤブタ 2010/9/25 薮田　僖一 株式会社ヤブタ 専務取締役 鶴田　茂一

7 医療法人　弘英会 2010/9/25 理事長 小椋　英司 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 ヘルパーステーション所長 中川　広志

8 株式会社　ラ・ケア 2010/9/25 代表取締役 内田　幹也 ラ・ケア　ながら 代表 内田　幹也

9 アサヒサンクリーン株式会社  2010/9/25 古川　浩 アサヒサンクリーン大津営業所 岡本　和人

10 有限会社　六匠 2010/9/25 代表取締役 北村　拓人 ケアプランセンター　和み 代表取締役 北村　拓人

11 医療法人白櫻会小金沢歯科診療所 2010/9/25 理事長 小金澤一美 医療法人白櫻会小金沢歯科診療所 理事長 小金澤　一美

12 合同会社フェアシンキング  2010/9/25 田原居宅介護支援事業所 田原　伸和

13 社会福祉法人　大石福祉会 2010/9/25 理事長 中山　厚彦 介護老人福祉施設リバプール 施設長 堤　英幸

14 有限会社ハートウォーミングケア  2010/9/25 デイサービスセンターめろん大津 富岡　秀充

15 株式会社　喜楽 2010/9/25 デイサービスひびき 中西　康平

16 フランスベッド株式会社 2010/9/25 代表 中野　雄太 フランスベッド株式会社　メデイカル滋賀営業所 営業所長 中野　雄太

17 特定非営利活動法人　花みずき  2010/9/25 ヘルパーステーション　花 松島　まり子

18 三方良株式会社 2010/9/25 代表取締役 山下　太志 デイサービスセンター　チャオ 管理者 山下　太志

19 社会福祉法人　桐生園 2010/9/25 理事長 中村　隆一 高齢者総合福祉施設　桐生園 施設サービス部長 林　伸明

20 特定非営利活動法人　しみんふくし滋賀 2010/9/25 代表 嶋川　尚 北大津訪問介護事業所 管理者 沢田　結佳

21 ウェルフェアー株式会社 2010/9/25 代表 西村　剛 デイサービスセンター　みちくさ 管理者 赤枝　尚人

22 マザーレイク株式会社 2010/9/25 代表取締役 片岡　理佐 グループホームマザーレイク 専務取締役 片岡　理佐

23 合同会社　ライフオアシス 2010/9/25 代表 吹上　廣子 吹上居宅介護支援事業所 介護支援専門員 吹上　廣子

24 社会福祉法人　滋賀同仁会 2010/9/25 理事長 田中　始更 特別養護老人ホーム　千寿の郷 所長 中嶋　正雄

25 株式会社　そら 2010/9/25 代表 伊藤　隆弘 デイサービスセンターこてつ 代表取締役 伊藤　隆弘

26 有限会社　うらら 2010/9/25 取締役 西田　茂美 うらら居宅介護支援事業所 取締役 西田　茂美

27 有限会社　もも薬局 2010/9/25 岡本　雅子 もも薬局 ケアマネージャー 岡本　雅子

28 株式会社　ヤマシタコーポレーション 2010/10/19 代表 山下　一平 株式会社　ヤマシタコーポレーション 所長 竹崎　修一

29 株式会社LSH 2010/10/22 代表取締役 高間　真太郎 あいサポートおおつ 代表取締役 高間　真太郎

30 有限会社　イイ・マイスター 2010/10/25 代表者 中道　克司 居宅介護支援事業所イイ・マイスター 代表取締役 中道　克司

31 有限会社　メディカルブレーン 2010/10/28 代表者　 塩飽　勝美 くらいすケア 管理責任者 川上　みな子

32 株式会社　まごころ 2010/11/10 代表取締役 八田憲兒 株式会社　まごころ 代表取締役 八田憲兒

33 有限会社　のぞみ 2010/11/22 管理者 金子　修士 デイサービスセンター　のぞみ 管理者 金子　修士

34 若葉台デイサービスセンター 2010/12/22 若葉台デイサービスセンター 生活相談員 田上　哲也

35 株式会社　ビケンテクノ 2010/12/30 代表者 梶山　龍誠 介護付有料老人ホームかおりの里 施設長 岩﨑　絹子

36 特定非営利活動法人　蓬莱苑 2011/1/6 代表理事 中里　良順 蓬莱苑デイサービスセンター 管理者 中里　良順

37 特定非営利活動法人　ふれあい大津 2011/1/7 理事長 小川　巖 ふれあい介護サービス 事務局 小泉　守

38 合同会社　安田リハビリ研究所 2011/1/13 代表者 安田　明太 唐橋リハビリデイサービス 管理者 安田　明太

39 有限会社　さくらケアセンター 2011/1/13 取締役 村上　滋代 さくらの家 管理者 村上　滋代

40 有限会社　ソーシャルサービス 2011/2/3 代表者 桐山　靖史 ソーシャルサービス　大津営業所 管理者 亀田　達也

41 有限会社　みんなの家 2011/3/10 代表 阪下　裕子 みんなの家 管理者 阪下　裕子

42 有限会社　あかねはうす 2011/7/28 代表 中田　淳子 あかねはうす ケアマネージャー 細見　美津子

43 社会福祉法人志賀福祉会 2011/8/8 理事長 村田　憲治 特別養護老人ホーム近江舞子しょうぶ苑 事務長 岩谷　豊治

44 社会福祉法人幸寿会 2011/8/16 理事長 坂口　昇 特別養護老人ホーム長等の里 施設長 江隅　定雄

45 株式会社　ヤサカ 2012/3/16 代表 八坂　正博 ヤサカ　大津営業所 営業 馬場　光正

46 合同会社　ピースケア 2012/4/24 代表 和田　軌子 居宅介護支援事業所　みち　 管理者 和田　軌子

47 株式会社　オアシス・ケア 2012/5/11 代表 加藤　美幸 リハビリデイサービス　オアシス 管理者 加藤　美幸

賛助会員 田上　哲也


