
R2.10.15現在

事 業 所 名 所在地
（地区名）

電話 ＦＡＸ 住     所

◆居宅支援事業所（介護支援専門員）◆               ★＝認定調査委託事業所

★ 国富慶明会在宅介護支援センター 岩知野 75-1700 75-1800 国富町大字岩知野357

★ ケアセンター一期一会 宮王丸 36-6753 36-6770 国富町大字宮王丸366

★ 国富中央居宅介護支援事業所 八幡 36-6003 30-6001 国富町大字本庄8107

★ 不老閣居宅介護支援事業所 川上 36-6615 36-6620 国富町大字八代南俣2047-2

★ ケアプランセンターてる 寺中 75-7058 89-0463 国富町大字深年6628

ミューズの朝国富　居宅介護支援事業所 十日町西 33-9761 33-9762 国富町大字本庄6522-1

企業組合福祉サービスみちくさ居宅介護支援事業所 向高 75-9883 65-3305 国富町大字向高1383-1

◆介護予防支援事業所（介護支援専門員）◆

国富町地域包括支援センター 十日町東 30-6661 75-1279 国富町大字本庄6889-2

◆訪問介護(ヘルパー）◆

国富慶明会ヘルパーステーション 岩知野 75-8686 75-1800 国富町大字岩知野357

ケアセンター一期一会ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 稲荷 36-6045 36-6046 国富町大字本庄4832-7

ｹｱﾎｰﾑ 企業組合福祉サービスみちくさ 向高 75-9883 65-3305 国富町大字向高1383-1

ｹｱﾎｰﾑ 紫雲
シウンタイ

台ヘルパーステーション 川上 36-6615 36-6620 国富町大字八代南俣2047-2

ｹｱﾎｰﾑ つれづれ庵 六野 74-5001 74-5001 国富町大字三名4084-5

特定施設 訪問介護事業所　あけぼの 桑鶴 75-2861 75-1013 国富町大字木脇1462

有料老人ﾎｰﾑ 訪問介護ステーション　風の杜 宮王丸 75-6270 75-6275 国富町大字宮王丸136

有料老人ﾎｰﾑ 訪問介護事業所　なずな 犬熊 64-9286 64-9287 国富町大字本庄1987-3

有料老人ﾎｰﾑ ミューズの朝国富　訪問ヘルパーステーション 十日町西 33-9761 33-9762 国富町大字本庄6522-1

　 ヘルパーステーション　めだか 六日町 75-2304 75-2304 国富町大字本庄1888

くにとみ介護タクシー 宮王丸 75-1117 75-0024 国富町大字宮王丸379

訪問介護　ふたば 犬熊 090-7456-7527 75-5345 国富町大字本庄1975番地1 KMMｺｰﾎﾟ103号

◆通所介護（デイサービス）◆

さくら苑ふれあいホーム 三名 75-8154 75-9331 国富町大字三名2621-6

国富町中央デイサービスセンター 八幡 30-6000 30-6001 国富町大字本庄8103

森永デイサービスセンター 竹田 30-6123 30-6124 国富町大字竹田141-1

不老閣デイサービスセンター 川上 36-6610 36-6620 国富町大字八代南俣2047-1

古民家デイサービス　やはた 八幡 75-9285 30-6257 国富町大字本庄8144

デイサービスセンター国富荘 森永 36-6272 36-6282 国富町大字森永2466-15

デイサービスセンターねむの里 桑鶴 77-5711 75-1024 国富町大字木脇1462

デイサービス風の杜 宮王丸 75-6270 75-6275 国富町大字宮王丸136

介護予防中心ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ宮王丸生きがい養成所 宮王丸 75-5117 75-7272 国富町大字宮王丸504-11

ミューズの朝国富　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 十日町西 33-9761 33-9762 国富町大字本庄6522-1

あっぱれデイサービスセンター 嵐田 65-7566 65-7567 国富町大字田尻49-1

小規模民家型デイサービス　ひだまりの家 十日町西 75-1383 75-1383 国富町大字本庄5523-2

認知症デイサービス　もてなす 十日町西 75-8551 75-0024 国富町大字本庄6542-1

リハビリデイサービス　はぴリハ 六日町 75-3914 75-3915 国富町大字本庄4313-1

◆通所リハビリ（デイケア）◆

サンフローラみやざき 岩知野 75-9155 75-9881 国富町大字岩知野355

海老原病院デイケア　順養の杜 六日町 75-2722 75-2168 国富町大字本庄4365

通所リハビリ型フィットデイエポック 岩知野 75-1801 国富町大字岩知野762

国 富 町 介 護 保 険 事 業 所 等 一 覧



事 業 所 名 所在地
（地区名）

電話 ＦＡＸ 住     所

◆訪問看護◆

訪問看護ステーションかがやき 岩知野 75-9880 30-6677 国富町大字岩知野762

訪問看護ステーション希星（きらり） 向陽 30-6601 75-8246 国富町大字宮王丸154-8

一期一会訪問看護ステーション 稲荷 75-0295 75-0298 国富町大字本庄4832-7

◆短期入所（ショートステイ）・介護保険施設◆
介護老人
福祉施設 特別養護老人ホーム　さくら苑 三名 75-5213 75-5214 国富町大字三名2621-6

介護老人保健施設　サンフローラみやざき 岩知野 75-2020 75-2897 国富町大字岩知野355

海老原病院 六日町 75-2115 75-2168 国富町大字本庄4365

◆グループホーム（認知症対応型共同生活介護）◆

グループホームサンメリー 岩知野 75-2060 75-2021 国富町大字岩知野355-1

グループホーム吉祥 竹田 75-9821 75-1510 国富町大字竹田1613-1

グループホームマザーハウス 六日町 75-1414 75-2168 国富町大字本庄4361-1

グループホームこすもす 大脇 75-6204 75-6239 国富町大字本庄12146-3

◆小規模多機能型居宅介護◆

さくらんぼ 三名 75-5184 75-5128 国富町大字三名2621-6

ほんじょう 八幡 30-6003 30-6006 国富町大字本庄8107-1

◆特定施設入居者生活介護（一般型）◆

● あけぼの園（養護老人ホーム） 桑鶴 75-2861 75-1013 国富町大字木脇1462

◆その他（ケアホーム・有料老人ホーム）◆

● 福祉サービスみちくさ（ケアホーム） 向高 75-9883 65-3305 国富町大字向高1383-1

● 住宅型有料老人ホームLife Story風の杜 宮王丸 75-6270 75-6275 国富町大字宮王丸136

● 住宅型有料老人ホーム国富けいめい館 岩知野 33-9290 33-9295 国富町大字岩知野361－1

● 住宅型有料老人ホーム愛Life秋桜 井野 30-8577 30-8578 国富町大字八代北俣2139－62

● 有料老人ホーム ケアリゾートくにとみ 十日町西 75-7555 75-7545 国富町大字本庄6551

● 紫
シウンタイ

雲台（有料老人ホーム） 川上 36-6615 36-6620 国富町大字八代南俣2047-1

● ケアハウス　サン・グラン 岩知野 75-1722 75-1800 国富町大字岩知野357

● たすけあいの郷　つれづれ庵（多機能型施設） 六野 74-5001 74-5001 国富町大字三名4084-5

●  　　 〃　　つれづれ庵・新 亀の甲 75-7580 75-7581 国富町大字三名3091-31

● 老人ホーム国富荘(有料老人ホーム） 森永 30-6512 30-6517 国富町大字森永2466-15

● 有料老人ホームなずな 犬熊 64-9286 64-9287 国富町大字本庄1987-3

▲ 有料老人ホーム　ケアマンション吉祥 竹田 75-8005 75-1510 国富町大字竹田1613-1

● 有料老人ホーム　さくらの里 三名 36-6030 75-8125 国富町大字三名2621-6

● 有料老人ホーム　ミューズの朝国富 十日町西 33-9761 33-9762 国富町大字本庄6522-1

● みんなの家ともしび 竹田 75-0235 75-0236 国富町大字森永196

● 有料老人ホーム　ふたば 十日町東 75-5666 83-0611 国富町大字本庄4987-3

◎ 高齢者単身寮　ゆらりきぶん荘 十日町西 36-6045 36-6770 国富町大字本庄5978-3

● ふれあい介護ホーム　母家 狩野 78-1765 78-1765 国富町大字深年4297-1

◆介護保険連絡協議会事務局◆

役場　保健介護課介護係 稲荷 75-9423 75-9400 国富町大字本庄4800

国富町地域包括支援センター 十日町東 30-6661 75-1279 国富町大字本庄6889-2

 ●＝住所地特例

●＝住所地特例、◎＝住所地特例外、▲＝両方ある


