
医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が所属する事業所等【一覧】

圏域 市町村 事業所名 住所 TEL

1 盛岡 盛岡市 もりおか障害者自立支援プラザ 盛岡市三本柳13-42-1 019-632-1331

2 盛岡 盛岡市 盛岡市立しらたき工房 盛岡市川目15-1-6 019-652-1120

3 盛岡 盛岡市 特定相談支援事業所「らぽーる」 盛岡市仙北1-8-16 019-656-6863

4 盛岡 盛岡市 有限会社　ブライトステージ 盛岡市肴町３－１８　２階 019-625-2001

5 盛岡 盛岡市 盛岡相談支援事業所　こぱん本宮 盛岡市本宮６丁目３４－２６ 019-618-9442

6 盛岡 盛岡市 指定特定相談支援事業所　みらいの風 盛岡市手代森９－７０－１ 019-601-9779

7 盛岡 盛岡市 訪問看護ステーション　もりのみやこ 盛岡市浅岸一丁目４－１５　大塚ビル２F 019-652-7848

8 盛岡 八幡平市 指定特定相談支援事業所くらしの相談室 八幡平市大更25-223-11ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞA-105 0195-68-7250

9 盛岡 滝沢市 指定特定相談支援事業所みのりホーム 滝沢市巣子148-28 019-694-3003

10 盛岡 滝沢市 滝沢市基幹相談支援センター 滝沢市中鵜飼55 019-656-6517

11 盛岡 滝沢市 相談支援事業所「みたけ」 滝沢市穴口203-4 019-641-0205

12 盛岡 岩手町 相談支援事業所ひこうせん 岩手町大字五日市9-51-8 0195-62-3056

13 盛岡 岩手町 岩手町健康福祉課 岩手郡岩手町大字五日市１０－４４ 0195-62-2111

14 盛岡 紫波町 相談支援事業所さぷり 紫波町日詰字朝日田23-1 019-681-9630

15 盛岡 矢巾町 相談支援事業所ふる里 紫波郡矢巾町南矢幅14-15-52 019-681-3647

16 盛岡 矢巾町 障がい者相談支援事業所「百万石」 紫波郡矢巾町又兵エ新田5-339 019-698-2301

17 盛岡 矢巾町 社会福祉法人新生会障害者地域生活支援センターしんせい 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田6-17-2 019-697-3300

18 盛岡 矢巾町 社会福祉法人新生会紫波地域障がい者基幹相談支援センター 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田6-17-2 019-697-3300

19 盛岡 矢巾町 にこnico相談支援事業所 紫波郡矢巾町大字高田15-8-1 019-613-9737

20 盛岡 矢巾町 相談支援事業所ムーブメント 紫波郡矢巾町大字西徳田6-147-14 019-681-1321

21 盛岡 矢巾町 こん総合福祉事務所 紫波郡矢巾町高田12-42 019-681-0190

22 盛岡 矢巾町 岩手県立療育センター 紫波郡矢巾町医大通2丁目1-3 019-601-2777

23 盛岡 矢巾町 幼保連携型認定こども園　こずかたこども園 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田５－３３５ 019-698-3008

24 岩手中部 花巻市 イーハトーブ養育センター 花巻市不動町1-1-2 0198-21-3771

25 岩手中部 花巻市 相談支援事業所あけぼの 花巻市石神町364 0196-21-1813

26 岩手中部 花巻市 相談支援事業所「しょうふう」 花巻市石鳥谷町中寺林7-46-3 0198-45-3016

27 岩手中部 花巻市 かんな障害者相談支援事業所 岩手県花巻市円万寺字法船131番地9 0198-29-4196

28 岩手中部 北上市 相談支援センターさくら 北上市本通り2-1-10 0197-63-2039

29 岩手中部 北上市 相談支援事業所　萩の江 北上市新穀長１丁目７－３２ 0197-65-6330

30 岩手中部 花巻市 相談支援事業所　こぶし相談室 花巻市湯口字鳥谷１７－１ 0198-29-4611

令和４年１月１日現在



医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が所属する事業所等【一覧】
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令和４年１月１日現在

31 岩手中部 遠野市 認定こども園めぐみ　遠野聖光こども園 遠野市中央通り３－１０ 0198-62-2150

32 胆江 奥州市 相談支援センターコスモス 奥州市胆沢南都田字小十文字339-1 0197-47-5105

33 胆江 奥州市 障がい者地域相談支援センターふれあい 奥州市江刺岩谷堂字下惣田290-1 0197-36-8525

34 胆江 奥州市 友とぴあ相談支援事業所 奥州市水沢東町4ダイコー壱番館2階 0197-24-8425

35 胆江 奥州市 相談支援事業所ひだまり 奥州市水沢東大通り2-4-3ＫＳビル2階 0197-47-4234

36 胆江 奥州市 相談支援事業所「たばしね」 奥州市前沢田畠18-5 0197-56-2160

37 胆江 奥州市 社会福祉法人　白梅会　白梅の園相談支援事業所 奥州市前沢田畠４０ 0197-56-7218

38 両磐 一関市 サポートセンターさくら 一関市花泉町花泉字阿惣沢沖131 0191-36-1700

39 両磐 一関市 相談支援事業所ブナの木園 一関市狐禅寺字石ノ瀬61-3 0191-48-5042

40 両磐 一関市 地域活動支援センター　うまっこひろば 岩手県一関市千厩町千厩町浦48-9 0191-48-5560

41 釜石 釜石市 相談支援事業所　ライトハウス 釜石市野田町3-7-3 0193-55-6657

42 釜石 釜石市 釜石市保健福祉部　地域福祉課　障がい福祉係 釜石市大渡町３－１５－２６ 0193-22-0177

43 気仙 大船渡市 地域活動支援センター星雲相談室 大船渡市盛町字東町11-12障がい者・児童相談支援センター内 0192-21-1305

44 気仙 大船渡市 大船渡市保健福祉部　健康推進課 大船渡市盛町字下舘下１４－１　大船渡市役所 0192-27-1581

45 気仙 陸前高田市 社会福祉法人愛育会チャレンジドまちかど相談室“リンク” 陸前高田市高田町字中田86-12 0192-55-6225

46 宮古 宮古市 相談支援事業所れいんぼー 宮古市緑ヶ丘2-3はあとふるセンターみやこ内 0193-64-7878

47 宮古 宮古市 株式会社咲希　訪問看護ステーション 宮古市泉町７－１９ 0193-65-9117

48 宮古 宮古市 小山田保育所 宮古市小山田二丁目７番３号 0193-62-0875

49 宮古 宮古市 相談支援事業所「まつやま」 宮古市松山第８地割１９－１ 0193-62-7921

50 二戸 二戸市 相談支援事業所えんの下 二戸市福岡字上平4-2下村住宅5号 0195-43-3780

51 二戸 二戸市 社会福祉法人　くりの木会　幼保連携型認定こども園　ちゃいるど・スクール 二戸市石切所字柿ノ木平６－１ 0195-25-5333

52 二戸 一戸町 相談支援事業所「中山の園」 二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1 0195-35-2566

53 二戸 一戸町 社会福祉法人　カナンの園生活支援センター相談支援事業所むつび 二戸郡一戸町中山字大塚77-1 0195-35-3665

54 二戸 軽米町 つくし相談支援事業所 九戸郡軽米町大字山内１２－８９－１ 0195-43-3201


