
H30.4.1現在

サービス種類 施設名称 定員 所在地 電話番号 対象者・サービス内容

1 ケアプランセンター ピース安中 中宿2180-2 380-5577

2 居宅介護支援事業所 わがや 安中1-16-38 380-1215

3 居宅介護支援事業所 ふれ愛 安中1-17-11 384-3236

4 社協安中本所在宅介護事業センター 安中3-19-27 380-5262

5 居宅介護支援事業所 こかげ 安中3-25-13 382-7281

6 居宅介護支援事業所 うりづん 古屋364-5 382-1450

7 安中市居宅介護支援事業所 原市1-9-10 385-1282

8 ケアサポーター ほのか 原市2-5-41-3 384-4148

9 やまと 原市3518 388-0071

10 特別養護老人ホーム 明嶺荘 嶺240 385-0003

11 居宅介護支援事業所 さくらんぼ 簗瀬477-10 380-2228

12 居宅介護支援事業所 ジョリエ 簗瀬500 341-5726

13 居宅介護支援事業所 昴 磯部1-7-36 384-4396

14 居宅介護支援事業所 フレンズ 鷺宮205-1 382-8558

15 居宅介護支援事業所 なゆた 鷺宮389 382-8366

16 居宅介護支援事業所 フォレスト 岩井2423-3 382-7118

17 居宅介護支援事業所 のどの荘 野殿1599-1 382-7061

18 居宅介護支援事業所 あい誉 板鼻150-1 329-5000

19 居宅介護支援事業所 とまと 下秋間1854-8 382-5706

20 社協松井田支所在宅介護事業センター 松井田町新堀245 393-3948

21 松井田居宅介護支援事業所 せせらぎ 松井田町新堀1300-1 393-2091

22 松井田町在宅介護支援センター うすいの里 松井田町高梨子1491-1 393-5858

1 特別養護老人ホーム 明嶺荘 82 嶺240 385-0003

2 特別養護老人ホーム なゆた 50 鷺宮389 382-8366

3 特別養護老人ホーム のどの荘 78 野殿1599-1 382-7060

4 特別養護老人ホーム セラヴィ 50 板鼻1-5-15 381-0326

5 特別養護老人ホーム 楽聚 50 松井田町二軒在家776-1 387-0910

6 特別養護老人ホーム 楽聚 ユニット型 30 松井田町二軒在家776-1 387-0910

7 特別養護老人ホーム うすいの里 60 松井田町高梨子1491-1 393-5858

1 老人保健施設 めぐみ 97 安中3-25-13 382-5951

2 介護老人保健施設 うららく 100 鷺宮205-1 382-8511

3 介護老人保健施設 せせらぎ苑 50 松井田町新堀1300-1 393-0956

地域密着型介護老人福祉施設 1 特別養護老人ホーム うすいの里 ユニット型 20 松井田町高梨子1491-1 393-5858

安中市の被保険者で、要介護3
以上の人が対象。
※定員29人以下の小規模な介護

老人福祉施設で、入浴・排泄・食

事などの介護、相談と援助、日
常生活上の世話、機能訓練、健
康管理と療養上の世話を行う。

　　　　　　　　　【 介護保険事業所等一覧 】

居宅介護支援

居宅サービスや地域密着サービ
スの適切な利用ができるように
居宅サービスを作成し、計画に
基づくサービス提供が確保され
るようにサービス提供事業者と
の連絡調整等を行い、介護施設
等への入所が必要な場合は紹介
などを行う。

日常生活に常に介護が必要で、
在宅生活が困難な要介護者（要
介護3以上）が対象。

※入浴・排泄・食事などの介護等

の日常生活上の世話、機能訓
練、健康管理、療養上の世話を
行う。

病状が安定しており、リハビリ

テーションや看護・介護を必要

とする要介護者（要介護1以
上）が対象。
※医学的管理下での日常生活上
の世話や機能訓練を行う。

介護老人福祉施設

介護老人保健施設



サービス種類 施設名称 定員 所在地 電話番号 対象者・サービス内容

介護療養型医療施設 1 本多病院 14 鷺宮205-1 382-1255

急性期の治療が終わり、長期に
わたる療養や医学的管理を必要
とする要介護者（要介護1以
上）が対象。
※療養上の管理、看護、介護、
医学的管理下の介護等の世話、
機能訓練など行う。

1 スマイリングホーム メディス安中 42 原市3452-14 380-6699

2 介護付有料老人ホーム 松華 32 松井田町行田252-2 393-5310

3 介護付有料老人ホーム ななかまど 40 松井田町土塩759-1 388-1555

1 和が家あんなか 70 安中1-16-38 380-1212

2 まきば安中 20 古屋74-1 381-6931

3 ケアホーム えにし 20 原市2-5-41-3 384-4148

4 やまと 10 原市3518 388-0071

5 さちえーる 50 郷原556-3 381-8866

6 郷原の郷 14 郷原1261 380-6007

7 ぱぴよん 20 郷原2915-1 387-0445

8 ほほえみの家　みなと 12 磯部3-3-19 386-3710

9 ふるさとサポートセンター 20 鷺宮1962-1 385-9381

10 ウェルビ・岩井の丘 21 岩井433-1 388-0123

11 ナーシングホーム あい誉 36 板鼻150-1 329-5000

12 和が家まついだ 33 松井田町松井田716-1 388-1666

13 メリィホームうすい 24 松井田町八城226-1 386-5596

14 ケアホーム 風の森 13 松井田町土塩1369-1 386-2144

軽費老人ホーム 1 ジョリエやなせ 50 簗瀬500 385-0888

60歳以上の人が対象。
※食事の提供などの日常生活上
の世話を行う。
※施設では介護サービスを提供
しないため、外部の介護サービ
スを利用。

1 らら・さぎのみや 29 鷺宮592-1 384-2330

2 ふるさとホーム安中 30 板鼻679-1 380-5168

1 小規模多機能ホーム ゆうゆう 25 中宿1-9-6 381-1414

2 小規模多機能ホーム ごうばら 29 郷原2982-1 395-0150

3 小規模多機能型居宅介護 簗瀬の郷 27 簗瀬194-6 386-2202

4 小規模多機能型居宅介護 ヤナセ 29 簗瀬194-6 380-6201

5 小規模多機能の家 吉ケ谷 磯部支所 18 磯部1-19-13 387-0501

6 小規模多機能ホーム くわのみ 29 中野谷1854-2 385-1217

7 小規模多機能の家 吉ケ谷 29 下秋間4484-1 395-0522

60歳以上の自立者及び要支援

者・要介護者が対象。

※入浴・排泄・食事等の介護、そ

の他日常生活上の世話、機能訓

練・療養上の世話を行う。

※施設が介護サービスを提供。

小規模多機能型居宅介護

安中市の被保険者で、要支援1
以上の人（くわのみは要介護1
以上）が対象。
※通いを中心に、利用者の状態
や希望、家族の事情などに応じ
て、訪問や泊まりを組み合せて
多機能なサービスの提供を行
う。定員は通い15人、泊り9人
（吉ケ谷 磯部支所は、通い12
人、泊り9人）。

特定施設入所者生活介護

60歳以上の人または60歳未満の

要支援認定・要介護認定者が対

象。

※状況把握・生活相談サービス

のほか、入浴・排泄・食事などの

介護、食事の提供、その他日常
生活上の世話や健康管理を行
う。
※施設では介護サービスを提供
しないため、外部の介護サービ
スを利用。

住宅型有料老人ホーム

サービス付高齢者向け住宅

60歳以上の自立者及び要支援

者・要介護者が対象。

※入浴・排泄・食事などの介護の

提供、食事の提供、その他日常
生活上の世話や健康管理を行
う。
※施設では介護サービスを提供
しないため、外部の介護サービ
スを利用。



サービス種類 施設名称 定員 所在地 電話番号 対象者・サービス内容

1 グループホーム けやき 9 中宿1-9-17 380-5016

2 グループホーム なないろ 9 中宿2153-1 381-7716

3 グループホーム 森の家 9 安中1-10-17 381-4401

4 グループホーム ひばり 9 原市3-6-20 385-1555

5 グループホーム ほのか 9 原市1303-1 380-2272

6 グループホーム 原市 18 原市1867 380-2575

7 グループホーム きらら 18 鷺宮203 382-7506

8 有限会社 ふるさと 9 鷺宮1956-1 384-0367

9 グループホーム ふれんど 9 大谷1088-2 382-9008

10 グループホーム 「ここあ」松井田 9 松井田町人見595-1 380-6588

11 グループホーム アイリス 9 松井田町人見214-1 381-6262

12 グループホーム 宮口 9 松井田町二軒在家1580-4 393-9200

13 グループホーム 竹の里 9 松井田町五料2098-1 380-4353

1 社協安中本所在宅介護事業センター 安中3-19-27 380-5262

2 訪問介護サービス ひだまり 安中3-25-13 382-7285

3 ヘルパーステーション まきば安中 古屋74-1 381-6931

4 ヘルパーステーション えにし 原市2-5-41-3 384-4148

5 訪問介護ステーション わかば安中事業所 原市3-6-20 381-6626

6 訪問介護事業所 はるの 原市4-3-39 382-0587

7 やまと 原市3518 380-0071

8 ヘルパーステーション えーる 郷原556-3 381-8870

9 訪問介護事業所 うららか 鷺宮205-1 388-8741

10 訪問介護ステーション 百日紅の家 板鼻2184-4 382-3170

11 ヘルパーステーション あい誉 板鼻150-1 329-5000

12 社協松井田支所在宅介護事業センター 松井田町新堀245 393-3948

13 松井田町在宅介護支援センター うすいの里 松井田町高梨子1491-1 393-5858

1 正田病院 安中1-16-32 382-1123

2 医療法人済恵会 さわやかクリニック 安中3-25-13 382-8111

3 医療法人済恵会　須藤病院 安中3532-5 382-3131

4 安中市訪問看護ステーション 原市1-9-10 385-8221

5 みやぐち医院 原市3875 384-1126

6 訪問看護ステーション はーと 郷原556-3 395-5330

7 本多病院 鷺宮205-1 382-1255

8 いわい中央クリニック 岩井2465-1 381-2201

9 訪問看護ステーション あい誉 板鼻150-1 329-5000

10 訪問看護ステーション せせらぎ 松井田町新堀1250-2 386-9934

1 医療法人済恵会 須藤病院 安中3532-5 382-3131

2 本多病院 鷺宮205-1 382-1255

3 松井田病院 松井田町新堀1300-1 393-1301

訪問リハビリテーション

訪問看護

訪問介護

要支援者・要介護者が対象。

※自宅での訓練が必要な場合、
主治医の指示により理学療法士
や作業療法士、言語聴覚士など
が居宅を訪問し、機能訓練など
を行う。

事業対象者・要支援者・要介護者

（あい誉は要介護者のみ）が対
象。
※訪問介護員（ホームヘル

パー）が居宅を訪問し、入浴・

排泄・食事などの「身体介護」

や調理・掃除・買物などの「生活

支援」を行う。必要に応じて、
事業所車両による通院等のため
の乗降介助も利用できる。

要支援者・要介護者が対象。

※主治医の指示により、看護師
などが居宅を訪問し、療養上の
世話や診療の補助を行う。

認知証対応型共同生活介護

安中市の被保険者で、医師によ
り認知症と診断された要支援2
以上の人が対象。
※介護が必要な認知症高齢者を
対象に、少人数（5人から9人）

による共同生活の中で、入浴・

排泄・食事等の日常生活上の支

援を行う。



サービス種類 施設名称 定員 所在地 電話番号 対象者・サービス内容

1 ケアステーション ピース安中 35 中宿2180-2 380-5020

2 デイサービスセンター 彩とり 27 安中1-16-38 380-1215

3 デイサービスセンター えにし 20 原市2-5-41-3 384-4148

4 らいふプラス原市 25 原市4-3-39 377-3248

5 デイサービスセンター えーる 40 郷原556-3 381-8833

6 安中市デイサービスセンター 明嶺荘 25 嶺240 385-0003

7 デイサービス 沙羅林ヤナセ 19 簗瀬227-4 388-8383

8 デイサービス さくら 35 簗瀬477-10 380-2227

9 老人デイサービス なゆた 30 鷺宮389 382-8366

10 有限会社 ふるさと 20 鷺宮1956-1 384-0367

11 安中市デイサービスセンター のどの荘 20 野殿1599-1 382-7060

12 ケアステーション あさひ安中 35 板鼻679-1 380-5166

13 デイサービスセンター ここいろ 25 松井田町松井田716-1 388-1666

14 デイサービスセンター 楽聚 30 松井田町二軒在家776-1 387-0910

15 デイサービス メリィうすい 25 松井田町八城226-1 386-5596

16 デイサービスセンター うすいの里 30 松井田町高梨子1491-1 393-5858

1 ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 安中 10 安中1-16-7 381-5656

2 デイサービスセンター まきば安中 10 古屋74-1 381-6931

3 デイサービスセンター ぱぴよん 15 郷原2915-1 387-0445

4 デイサービス ごうばら 10 郷原2982-1 395-0150

5 リハビリ特化型デイサービス ムーブメント 白才むら 10 嶺615-1 329-5440

6 デイサービスセンター 幸伸 7 磯部1-7-55 381-8332

7 いそべデイサービス 15 磯部1-13-1 385-3100

8 デイサービスセンター みなと 10 磯部3-3-19 386-3710

9 さわやかデイサービス 15 下磯部12-1 385-8409

10 デイサービスセンター 野ゝ香 10 野殿719-1 382-8203

11 まごころデイサービス秋間 10 中秋間462-1 381-8556

12 通所介護事業所 あおぞら 10 下秋間1784 381-1955

13 デイサービス 宮口 10 松井田町二軒在家1580-4 393-9200

14 デイサービス たきみ 15 松井田町横川1076-155 395-3375

15 デイサービス ほその 18 松井田町土塩1369-1 393-9333

1 老人保健施設 めぐみ 40 安中3-25-13 382-5951

2 公立碓氷病院通所リハビリテーション そよかぜ 40 原市1-9-10 385-8221

3 介護老人保健施設 うららく 50 鷺宮205-1 382-8511

4 介護老人保健施設 せせらぎ苑 25 松井田町新堀1300-1 393-0956

1 老人保健施設 めぐみ 安中3-25-13 382-5951

2 介護老人保健施設 うららく 鷺宮205-1 382-8511

3 本多病院 鷺宮205-1 382-1255

4 介護老人保健施設 せせらぎ苑 松井田町新堀1300-1 393-0956

要支援者・要介護者が対象。

※主治医の指示により、理学療
法士や作業療法士などがいる介
護老人保健施設や病院などに通
い、そこで機能訓練などを行
う。

短期入所療養介護

要支援者・要介護者が対象。

※短期間、介護老人保健施設や
介護療養型医療施設などに入所
し、看護や医学的管理下におけ
る介護や医療を行う。

通所介護

事業対象者・要支援者・要介護者

（あさひ安中は要介護者のみ）
が対象。
※日帰り介護施設（デイサービ
スセンター）などに通い、そこ

で健康チェックや、入浴・食事

等の提供とその介護、日常の動
作訓練などを行う。

地域密着型通所介護

安中市の被保険者で、事業対象

者・要支援者・要介護者が対象。

※定員18人以下の通所介護で、
日帰り介護施設（デイサービス
センター）などに通い、そこで

健康チェックや、入浴・食事等

の提供とその介護、日常の動作
訓練などを行う。

通所リハビリテーション



サービス種類 施設名称 定員 所在地 電話番号 対象者・サービス内容

1 ケアステーション ピース安中 中宿2180-2 380-5020

2 特別養護老人ホーム 明嶺荘 嶺240 385-0003

3 老人短期入所 なゆた 鷺宮389 382-8366

4 特別養護老人ホーム のどの荘 野殿1599-1 382-7060

5 特別養護老人ホーム セラヴィ 板鼻1-5-15 381-0326

6 特別養護老人ホーム 楽聚ユニット型 松井田町二軒在家776-1 387-0910

7 特別養護老人ホーム うすいの里 松井田町高梨子1491-1 393-5858

1 サムエス福祉用具（貸与のみ） 安中1-16-38 380-1215

2 愛敬サービス 安中3505-1 380-5236

3 ＮＨＩ 板鼻150-1 329-5000

福祉用具貸与

要支援者・要介護者が対象。

※日常生活の自立を助けるため
の福祉用具を借りることができ
る。

要支援者・要介護者が対象。

※介護の必要な高齢者が特別養
護老人ホームなどに短期入所

し、入浴・排泄・食事などの介護

や日常生活上の世話及び機能訓
練などを行う。

短期入所生活介護


