介護資源リスト
※水色は大槌町

種類

平成30年7月20日現在

法人
社会福祉法人 陽風会

施設名・事業所名
仙人の里指定居宅介護支援事業所

住所
甲子町7-144-4
有限会社 かまいしケアー・サービス かまいしケアー・サービス指定居宅介護支援事業所 鵜住居町12-38-22
社会福祉法人 清風会
あいぜんの里指定居宅介護支援事業所
平田2-51-7
社会福祉法人 愛恵会
いきいき指定居宅介護支援センター
鵜住居町2-18-2
社会福祉法人 愛恵会
いきいき指定唐丹居宅介護支援センター 唐丹町字小白浜36-1
有限会社 やまざき
指定居宅介護支援事業所 やまざき
鵜住居町25-10-9
社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会 釜石市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 大渡町3-15-26
医療法人 楽山会
はまゆり在宅介護支援センター
小佐野町3-9-1
居宅介護
支援事業所
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター釜石
中妻町1-12-2
17ヶ所
桜木町1-1小川地区サポートセンター内
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター釜石大町
有限会社 こめっと
こめっと指定居宅介護支援事業所
鵜住居町7-27
株式会社 ウェルファー
あゆみ居宅介護支援事業所
大町2-2-24
株式会社 ブルーム
指定居宅介護支援事業所 さくら
甲子町10-311-2
合同会社 ZEN PROJECT
居宅介護支援センター善
平田6-1-30
社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会 大槌町社協指定居宅介護支援事業所
大槌町大槌12-71-2
大槌町小鎚27-3-4シーサイドタウンマスト2階
社会福祉法人 堤福祉会
ゆーらっぷ居宅介護支援事業所
医療法人 あかね会
あかね会在宅介護支援センター
大槌町小鎚14-82-1
社会福祉法人 楽水会
特別養護老人ホームアミーガはまゆり
小佐野町3-9-50
介護老人福祉施設 社会福祉法人 陽風会
特別養護老人ホーム仙人の里
甲子町7-144-4
（特別養護老人
社会福祉法人
清風会
特別養護老人ホームあいぜんの里
平田2-51-7
ホーム）
社会福祉法人 堤福祉会
特別養護老人ホーム三陸園
大槌町吉里吉里32-18-25
５ヶ所
社会福祉法人 堤福祉会
特別養護老人ホームらふたぁヒルズ
大槌町吉里吉里29-21-57
養護老人ﾎｰﾑ
社会福祉法人 愛恵会
養護老人ホーム五葉寮
鵜住居町2-20-1
１ヶ所
医療法人 楽山会
介護老人保健施設はまゆりケアセンター 小佐野町4-3-7
介護老人
保健施設
医療法人 楽山会
介護老人保健施設フレールはまゆり
小佐野町3-9-1
３ヶ所
医療法人 あかね会
介護老人保健施設ケアプラザおおつち
大槌町小鎚14-82-1
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TEL

FAX

23－1016 23－1021
28－1043 28－2025
26－6602 26－6607
29－1881 29－1882
55－2109 55－2179
29－1125 29－1125
31－1400 31－1400
25－0650 23－1415
21－1133 21－1120
21－1600 21－3611
28－1222 55－5344
31－3388 31－3387
21－5200 25－2515
55－6084 55－6085
41－1510 41－1066
41－2072 44－3768
42－6409 41－1202
25－2600 25－2605
23－1022 23－1028
26－6600 26－6607
44－2121 44－3768
43－1133 43－1135
28－3005 28－3005
23－2030 23－2460
23－2030 23－2460
41－1200 41－1202

介護資源リスト
▼地域密着型介護（予防）サービス（５カテゴリ）
地域密着型介護老人福 社会福祉法人 清風会
ユニット型特別養護老人ホームあいぜんの里
祉施設（小規模特別養
護老人ホーム）2ヶ所 社会福祉法人 岩手徳栄会
地域密着型介護老人福祉施設三峯の杜
医療法人 楽山会
グループホーム ハイムはまゆり
有限会社 古川商事
グループホームございしょの里
有限会社 介護施設あお空
あお空グループホーム釜石
認知症対応型 スクー株式会社
スマートホーム・パティオ
共同生活介護
コンフォートライフ合同会社 グループホームやかた
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
有限会社 やまざき
グループホームさわこ
９ヶ所
株式会社 ブルーム
グループホームさくら
スクー株式会社
グループホーム・ファミリア
株式会社 信樹会
グループホーム城山の杜
有限会社 介護施設あお空
あお空小規模多機能センター釜石
スマートホーム・パティオ
小規模多機能型 スクー株式会社
居宅介護
コンフォートライフ合同会社 小規模多機能ホームやかた
５ヶ所
合同会社 ZEN PROJECT
小規模多機能センター善

平成30年7月20日現在

平田2-51-7
鵜住居町2-22-1
小佐野町3-9-2
鵜住居町23-21-1
片岸町2-13-28
小佐野町2-3-39
大町3-9-16
栗林町9-10-9
甲子町5-2-4

26－6600 26－6607

甲子町15-86-5 ｶｻ・ﾃﾞ・ﾌｧﾐﾘｱ3F

27－8692

大槌町大槌15-5-1
片岸町2-13-28
小佐野町2-3-39
大町3-9-16
平田6-1-30
社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会 小規模多機能型居宅介護事業所ほっと おおつち 大槌町大槌12-71-2
有限会社 古川商事
ございしょの里デイサービスセンター
鵜住居町23-21-1
地域密着型
桜木町1-1小川地区サポートセンター内
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター釜石大町
通所介護
社会福祉法人 愛恵会
いきいき唐丹デイサービスセンター
唐丹町字小白浜36-1
（地域密着型ﾃﾞ
有限会社
ダイチ
ふれあい機能訓練デイサービス
只越町3-6-17
ｲｻｰﾋﾞｽ）
スクー株式会社
リハビリデイサービスsqoo釜石
中妻町2-14-14
６ヶ所
合同会社 ZEN PROJECT
デイサービスセンター善
平田6-1-30
大町3-9-16
認知症対応型通 コンフォートライフ合同会社 デイサービスやかた
所介護 ２ヶ所 株式会社 信樹会
デイサービス城山の杜
大槌町大槌15-5-1
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27－8040 27－8041
25－0650 23－2036
28－2466 28－1316
55－4116 55－4117
21－3911 21－3912
31－3301 31－3302
28－1113 28－1113
55－4892 55－4893

55－4012 55－4032
55－4116 55－4117
21－3911 21－3912
31－3301 31－3302
55－6084 55－6085
55－6011 55－6012
28－1300 28－1316
21－1600 21－3661
55－2114 55－2179
31－1511 31－1512
27－8088 23－6600
55－6084 55－6085
31－3301 31－3302
55－4022 55－4032

介護資源リスト
平成30年7月20日現在

訪問介護
(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ)
11ヶ所

訪問入浴
４ヶ所
訪問看護
２ヶ所
訪問リハビリ
２ヶ所

通所介護
(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)
11ヶ所

通所リハビリ
(ﾃﾞｲｹｱ)
４ヶ所

有限会社 かまいしケアー・サービス かまいしケアー・サービス指定訪問介護事業所 鵜住居町12-38-22

28－1043 28－2025

株式会社 ニチイ学館
株式会社 ニチイ学館
社会福祉法人 愛恵会
医療法人 楽山会

21－1133 21－1120

ニチイケアセンター釜石
ニチイケアセンター釜石大町
いきいきホームヘルプステーション
はまゆりヘルパーステーション訪問介護部
社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会 釜石市社協指定訪問介護事業所
有限会社 ゴジュウゴ
55釜石指定訪問介護事業所
スクー株式会社
ケアステーション・ファミリア
SOMPOケア株式会社
SOMPOケア釜石 訪問介護
指定訪問介護事業所ヘルパーステーションさくら
株式会社 ブルーム
社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会 大槌町社協指定訪問介護事業所
社会福祉法人 愛恵会
いきいき指定訪問入浴介護センター
社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会 釜石市社協指定訪問入浴介護事業所
はまゆりヘルパーステーション訪問入浴部
医療法人 楽山会
社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会 大槌町社協指定訪問入浴介護事業所
株式会社 ウェルファー
あゆみ訪問看護ステーション
有限会社 藤倉建設
フジクラ訪問看護リハビリステーション
医療法人 楽山会
はまゆり訪問リハビリステーション
医療法人 あかね会
あかね会訪問リハビリテーション事業所
社会福祉法人 陽風会
仙人の里指定通所介護事業所
社会福祉法人 清風会
あいぜんの里デイサービスセンター
社会福祉法人 愛恵会
五葉寮いきいきデイサービスセンター
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター釜石
社会福祉法人 楽水会
アミーガはまゆりデイサービスセンター
有限会社 やまざき
やまざき機能訓練デイサービスホーム
株式会社 ブルーム
デイサービスセンターさくら
SOMPOケア株式会社
SOMPOケア釜石平田 デイサービス
社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会 大槌町デイサービスセンターはまぎく
社会福祉法人 堤福祉会
ゆーらっぷ指定通所介護事業所
NPO法人 ワーカーズコープ 地域共生ホーム ねまれや
医療法人 楽山会
介護老人保健施設はまゆりケアセンター
医療法人 楽山会
介護老人保健施設フレールはまゆり
釜石しょうけいクリニック
釜石しょうけいクリニック
医療法人 あかね会
介護老人保健施設ケアプラザおおつち
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中妻町1-12-2

桜木町1-1小川地区サポートセンター内 21－1600 21－3661

鵜住居町2-18-2
小佐野3-9-1
大渡町3-15-26
中妻町1-18-8埜木ビル１階

29－1886 29－1882
23－1410 23－1415
24－2511 31－1400
25－1151 25－4177

甲子町15-86-5カサ・デ・ファミリア 27－9011 21－1234

大町1-4-7
甲子町10-311-2
大槌町大槌12-71-2
鵜住居町2-18-2
大渡町3-15-26
小佐野町3-9-1
大槌町大槌12-71-2
大町2-2-24
栗林町22-14-5
小佐野町3-9-1
大槌町小鎚14-82-1
甲子町7-144-4
平田2-51-7
鵜住居町2-20-1
中妻町1-12-2
小佐野町3-9-50
鵜住居町25-10-9
甲子町10-311-2
平田5-84-5
大槌小鎚23-86-4
大槌町吉里吉里32-18-25
大槌町大ヶ口2-9-26
小佐野町4-3-7
小佐野町3-9-1
甲子町10-268-1
大槌町小鎚14-82-1

27―8761 27―8762
21－5200 25－2515
41－1145 41－1066
29－1886 29－1882
24－2511 31－1400
23－1410 23－1415
41－1145 41－1066
31－3388 31－3387
55－4591 55－4593
21－1230 23－8838
41－1288 41－1288
23－1026 23－1028
26－6601 26－6607
28－4482 28－4486
21－1133 21－1120
25－2602 25－2605
29－1125 29－1125
21－5200 25－2515
55－4968 55－4967
42－2059 42－2051
44－2121 44－3768
55ー4495 55ー4496
23－2030 23－2460
23－2030 23－2460
27－8571 27－8573
41－1200 41－1202

介護資源リスト
平成30年7月20日現在

社会福祉法人 陽風会
社会福祉法人 清風会
短期入所生活介護
社会福祉法人 楽水会
(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)
社会福祉法人 岩手徳栄会
６ヶ所
社会福祉法人 堤福祉会
社会福祉法人 堤福祉会
短期入所療養介護 医療法人 楽山会
(医療型ｼｮｰﾄｽﾃｲ)
医療法人 楽山会
３ヶ所
医療法人 あかね会
有限会社 ゴジュウゴ
有料老人ﾎｰﾑ
スクー株式会社
３ヶ所
株式会社 ブルーム
有限会社 ツカサ介護サービス
有限会社 千田商事
有限会社
介護リフォームセンター
特定福祉用具
販売・貸与
株式会社 小田島アクティ
6ヶ所
株式会社 ニチイ学館
南部屋産業株式会社

仙人の里指定短期入所生活介護事業所
甲子町7-144-4
特養あいぜんの里指定居宅サービス事業所 平田2-51-7
アミーガはまゆり指定短期入所生活介護事業所 小佐野町3-9-50
ショートステイ三峯の杜
鵜住居町2-22-1
ゆーらっぷ指定短期入所生活介護事業所 大槌町吉里吉里32-18-25
らふたぁヒルズ指定短期入所生活介護事業所 大槌町吉里吉里29-21-57
介護老人保健施設はまゆりケアセンター 小佐野町4-3-7
介護老人保健施設フレールはまゆり
小佐野町3-9-1
介護老人保健施設ケアプラザおおつち
大槌町小鎚14-82-1
ケアホーム なでしこ
甲子町16-6-7
カサ・デ・ファミリア
甲子町15-86-5
住宅型有料老人ホーム ハピネスさくら 甲子町10-311-2
ツカサ介護サービス釜石センター
中妻町1-18-17
(有)千田商事
大渡町2-6-9
(有)介護リフォームセンター
定内町3-10-23
鵜住居町10-30-1 鵜住居神ノ沢
(株)小田島アクティ介護用品部釜石営業所
地区第2仮設企業団地A棟-105
ニチイケアセンター釜石
中妻町１-12-2
南部屋産業(株)NBS福祉サービス普及会 大槌町小鎚22-31-1
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23－1022 23－1028
26－6600 26－6607
25－2600 25－2605
27―8040 27ー8041
44－2121 44－3768
43－1133 43－1135
23－2030 23－2460
23－2030 23－2460
41－1200 41－1202
21－1166 21－1155
27－9011 21－1234
21－5200 25－2515
21－1232 21－1233
22－2101 22－2103
25－2078 25－2079
28－3801 28－3821
21－1133 21－1120
42－8187 42－8197

