
サービス 事業所 所在地 電話番号

くろいそケアセンターそよ風 豊浦南町83-120 60-7851

居宅介護支援事業所　秋桜の家 大原間83 65-2972

わかくさデイサービス支援センター 百村3042-31 69-7118

指定居宅介護支援事業所　さちの森 野間453-23 60-1332

あじさい苑指定居宅介護支援事業所 東原166 62-7022

菅間記念病院 大黒町2-5 62-1959

ライフサポート遊歩 豊浦10-129 63-8234

居宅介護支援事業所　寿山荘 住吉町5-10 62-9655

居宅介護支援事業所　みやスマイル 上厚崎400-18 60-0788

協和苑居宅支援センター 埼玉201-2グレートシティ那須 73-2551

居宅介護支援事業所　栃の実荘 井口533-20 37-1184

介護老人保健施設　マロニエ苑 井口537-3 39-3303

那須塩原市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 南郷屋5-163 39-6608

居宅介護支援事業所　永寿庵 石林837-36 48-7875

ほっと乃木ケアセンター 新南163-280 36-6906

那須順天荘　居宅介護支援事業所 上赤田238-658 38-0777

みつい指定居宅介護支援事業所 井口1176-37 36-8724

生きいきの里　居宅介護支援事業所 下田野282-6 35-3746

ケアサービス大原苑（※休止中） 方京3-13-5 67-3317

ケアサービス那須 新南163-7 37-1557

居宅介護支援事業所自在の里 埼玉13-110 74-2011

友里居宅介護支援事業所（※休止中） 下永田4-3 47-5023

さきたま介護支援センター 埼玉456-5 74-6612

居宅介護支援事業所サンキュー 豊浦12-137 74-6089

居宅介護支援事業所リアン 佐野2-19 63-2255

居宅介護支援事業所つばきハウス 木綿畑529-2 68-0160

ケアサービス烏ケ森（※休止中） 北二つ室350-13 47-4876

ケアプラザはつはる 鍋掛1130 64-5537

なすのケアプランセンター 緑1-8-43　坂本事務所1 47-5770

家族の家ひまわり黒磯居宅介護支援事業所 材木町2-19 73-2680

風の笛 高柳244-1 38-0033

ケアマネジメント那須居宅介護支援事業所 豊浦10-706 73-5059

ケアセンターきらきらり 沓掛1-7-14 73-5024

居宅介護事業所　心音 西三島1-154-27 46-5907

居宅介護支援事業所　プラージュ 材木町2-４９ 74-5226

那須塩原・あおいホームケアサービス 鍋掛1088-719 79-1100

那須塩原市介護保険事業所一覧（令和元年５月１日現在）

　　　　　　　　　居宅介護支援

※ケアマネジャーがケアプランを作成するほ
か、利用者が安心して介護サービスを利用でき
るよう支援します。

介護予防・介護サービス（ケアマネジャー）
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サービス 事業所 所在地 電話番号

丸光ケアサービス黒磯支店　（現） 錦町6-6 73-2203

あじさい苑指定訪問介護事業所　（現）（A） 東原166 73-2267

ヘルパーステーション　秋桜の家　（現）（A） 大原間81 65-0800

関東ケア移送サービス　（現）（A） 鍋掛1087-165 62-1165

特別養護老人ホーム　寿山荘　（現）（A） 住吉町5-10 64-2511

協和苑訪問介護センター　（現） 埼玉201-2グレートシティ那須 62-7565

ヘルパーステーション北弥六　（A） 東栄2丁目12-15 74-6531

ホームヘルプサービス　栃の実荘　（現）（A） 井口533-20 37-1184

ヘルパーステーションけやき　 西三島6-129-2 36-8835

ヘルパーステーション　スズラン　（現）　 関谷2059-1 37-2907

サクラケアラーくろいそ　（現）（A） 佐野２-1９ 60-3636

訪問介護センターあおい　 新朝日5-5 62-9770

訪問介護事業所水仙　（現） 若草町118-648 62-9134

みんなの介護ふうりん館　（現） 下田野448-14 35-3067

訪問介護事業所縁　（現）（A） 五軒町1-13　マンションアカデミー1Ｔ1 47-4944

やまぶき荘 塩野崎347-17 62-9193

友里訪問介護事業所（※休止中） 下永田4-3 47-5023

訪問介護事業所サンキュー（※休止中） 豊浦12-137 74-6089

ケアサービス乃木　（現） 石林700-24　グリーンコーポ乃木202 47-7603

サクラケアラーにしなすの　（現）（A） 南郷屋5-163-81 39-2626

ケアサービス那須 石林700-24　グリーンコーポ乃木202 37-1557

家族の家ひまわり西那須野訪問介護事業所 西三島２丁目159-4 39-3318

家族の家ひまわり黒磯訪問介護事業所 材木町2-19 73-2680

企業組合労協センター事業団那須塩原地域福祉事業所らくらくオアシス
※総合事業　訪問型サービスAのみ実施

野間506-5 60-1305

介護センターこころ　　（現）（A） 宮町4-30 74-2601

なすのケアステーション　（現）（A） 緑1-8-43　坂本事務所1 47-5770

ヘルパーステーションてあし　（現） 埼玉6-1378 74-5730

訪問介護事業所　えがお 埼玉6-1619 73-5519

　　　　　　　　　 　訪問入浴介護
※移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をおこないます

アースサポート那須 西朝日町16-14 39-1411

ほほえみ訪問看護ステーション 大黒町2-5 63-5690

西那須野マロニエ訪問看護ステーション 井口537-3 37-6322

訪問看護ステーション那須（※休止中） 豊浦10-706 73-5048

訪問看護ステーションつぼみ 佐野2-19 60-3737

なすの訪問看護ステーション 緑1-8-43　坂本事務所1 46-5770

訪問看護ステーションきのみ 井口1177-388 53-7373

訪問看護ステーションデューン那須塩原 方京1-10-6　ファミーユ1階C号室 73-8701
　　　　　　　　訪問リハビリテーション
※リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリ
をします。

老人保健施設　秋桜の家 大原間81 65-2100

　　　　　　　　　　訪問看護

※看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理な
どをおこないます。

　　  　訪問介護（ホームヘルプサービス）

※ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援
助をおこないます。

※総合事業
（現）・・・現行の訪問介護相当サービス
（A）・・・訪問型サービスA
　　　　　　（緩和した基準によるサービス）

介護予防・介護サービス（居宅サービス）
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サービス 事業所 所在地 電話番号

くろいそケアセンターそよ風　（現） 豊浦南町83-120 60-7851

指定通所介護事業所　さちの森　（現）（A） 野間453-23 60-1331

特別養護老人ホーム あじさい苑　（現）（A） 東原166 62-3500

デイサービスセンター　安暮里　（現）（A） 鍋掛1416-3 73-2550

デイサービスセンター　ライフサポート遊歩　（現） 豊浦10-129 63-8234

黒磯デイサービスセンター　みやスマイル　（現）（A） 上厚崎400-18 60-0788

さくらケアセンター　（現）（A） 佐野26-1 62-9557

ケアステーションたかばやし　（現） 高林476-1 68-1116

デイサービスにしいわさき　（現） 西岩崎233-315 62-1902

やまぶき荘　（現） 塩野崎347-17 62-9193

デイサービスセンター松の実　（現） 百村3042-31 69-0053

特別養護老人ホーム那須順天荘　（現）（A） 上赤田238-658 36-8825

ほっと乃木ケアセンター 新南163-280 36-6905

デイサービスセンター　栃の実荘　（現） 井口533-20 37-5531

ステップリハビリ・那須　（現） 下永田5-1356-6 48-6162

特別養護老人ホーム　生きいきの里　（現） 下田野282-6 35-3734

デイサービス松の家塩原温泉　（現） 関谷1425-211 48-6570

デイサービスセンター和花にしなすの　（現） 井口532-8 36-6911

デイサービスセンター和花なすしおばら　（現） 沓掛2-1-6 65-2351

悠悠いきいき倶楽部カワチ薬品黒磯店　（現）（A） 末広町65-2 60-7030

デイサービス“バーム”　（現）（A） 春日町121-514 73-5771

デイサービスあおば　（現）（A） 大原間西1-19-6 65-3070

家族の家ひまわり西那須野通所介護事業所 西三島2-159-4 39-3318

家族の家ひまわり黒磯通所介護事業所 材木町2-19 73-2680

デイサービスわたしン家　（現）（A） 上厚崎608-22 62-2727

デイサービス・ファインド健康クラブ　（現）（A） 扇町10-5 47-5559

さくらケアセンターサテライト　わかばケアセンター　（現）（A） 三島5-1-315 47-4306

木の実デイサービス　（現） 鍋掛1102-8 62‒5835

ケアセンターきらきらりん　（現） 鍋掛1476-139 63-0914

介護予防・介護サービス（居宅サービス）

　　　　　　　　　通所介護
　　　　　　　（デイサービス）

※デイサービスセンターで、食事・入浴などの
介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

※総合事業
（現）・・・現行の通所介護相当サービス
（A）・・・通所型サービスA
　　　　　　（緩和した基準によるサービス）
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サービス 事業所 所在地 電話番号

ケアプラザはつはる　（現）（A） 鍋掛1130 64-5537

埼玉デイサービスセンター　（現）（A） 埼玉456-7 62-2278

デイサービス協和苑　（現） 埼玉201-2グレートシティ那須 62-7565

デイサービス元気な家　（現）（A） 大原間247-2 65-1551

元気な家 partⅡ　（現）（A） 大原間２３９-１ 74-3382

デイサービスみんなの家　（現） 南郷屋4-32-36 38-0301

第二デイサービスセンター　生きいきの里　（現）（A） 塩原814 32-4700

ケアサービス大原苑 方京3-13-5 67-3317

茶話本舗デイサービス那須塩原 豊浦12-137 74-6089

青木の森静山荘憩いの家　（現）（A） 青木27-374 60-0615

アットホームめぐみ　（現） 東栄2丁目12-15 74-6531

デイサービスきずな　（現） 井口221-2 47-6322

デイサービスおりがみ　（現）（A） 埼玉456-5 74-2575

デイサービス茉莉花　（現）（A） 石林837-36 48-7868

通所介護陽だまり　（現）（A） 黒磯652-17 60-7701

老人デイサービスセンターつばきハウス　（現） 木綿畑529-2 68-0160

生活機能訓練センターデイサービスゆうり　（現）（A） 二つ室35-1 48-7565

デイサービス松の家塩原門前　（現）（A） 塩原600 48-7815

ケアセンターきらきらり　（現）（A） 沓掛1-7-14 73-5024

まごころサポートかおる西三島店 西三島1-154-27 46-5907

デイサービス春蘭の里　（※休止中） 関谷1195-18 35-3704

介護予防・介護サービス（居宅サービス）

             地域密着型通所介護
　　　　　　　（デイサービス）

※デイサービスセンターで、食事・入浴などの
介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

※平成28年4月1日から、定員18人以下の小規
模の通所介護事業所については、「地域密着型
通所介護」となり、サービス利用者は那須塩原
市民に限定されます。

※総合事業
（現）・・・現行の通所介護相当サービス
（A）・・・通所型サービスA
　　　　　　（緩和した基準によるサービス）
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サービス 事業所 所在地 電話番号

介護老人保健施設　秋桜の家 大原間81 65-2100

菅間記念病院 大黒町2-5
62-3311（通所リハビリ）
73-5931（ぴんぴんアカデミー）
62-6170（短時間デイケア）

介護老人保健施設　マロニエ苑 井口537-3 39-3303

介護老人保健施設　葵の園・那須塩原 鍋掛1088-719 79-1100

特別養護老人ホーム　あじさい苑 東原166 62-3500

特別養護老人ホーム　さちの森 野間453-23 60-1331

くろいそケアセンターそよ風 豊浦南町83-120 60-7851

ライフサポート遊歩 豊浦10-129 63-8234

ケアタウン安暮里 鍋掛1416-3 73-2550

セレビィー 大黒町2-5 62-0677

特別養護老人ホーム　寿山荘 住吉町5-10 64-2511

ショートステイ　栃の実荘 井口533-20 37-1160

特別養護老人ホーム　那須順天荘 上赤田238-658 36-8010

特別養護老人ホーム　生きいきの里 下田野282-6 35-3734

特別養護老人ホーム　寿山荘ブランチさきたま 埼玉3-17 60-0061

特別養護老人ホーム　つばきハウス 木綿畑529-2 68-0160

特別養護老人ホーム　那須友愛苑 西富山58-1 47-5501

短期入所生活介護　あおば 大原間西1-19-6 65-3070

さわやかなすしおばら館 西朝日町3-4 48-7155

ほっと乃木ショートステイ 石林224-5 48-6380

介護老人保健施設　秋桜の家 大原間81 65-2100

介護老人保健施設　マロニエ苑 井口533-4 36-6622

介護老人保健施設　いたむろ 百村3042-31 69-0316

黒磯病院 高砂町3-5 62-0961

介護老人保健施設　葵の園・那須塩原 鍋掛1088-719 79-1100

ケアハウスハッピーオーシャン 塩野崎新田1-1 60-5201

ケアハウスもちが丘 東赤田385-11 36-4178

さわやかなすしおばら館 西朝日町3-4 48-7155

家族の家ひまわり黒磯駅前 宮町２-２６ 60-1605

　　　　　　通所リハビリテーション
　　　　　　　　 （デイケア）

※介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓
練などが受けられます。

　　　　　　　特定施設入所者生活介護

※有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能
訓練が受けられます。

　　　　　　　　短期入所療養介護
　　　　　　（医療型ショートステイ）

※介護老人保健施設などに短期間入所して、医
療や介護、機能訓練が受けられます。

介護予防・介護サービス（居宅サービス）

　　　　　　　短期入所生活介護
　　　　　 　（ショートステイ）

※介護老人福祉施設などに短期間入所して、食
事、入浴な介護や機能訓練が受けられます。
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サービス 事業所 所在地 電話番号

(株)キガ　那須営業所 三区町504-8 37-6965

(株)デル・コラソン 大黒町2-5 64-0677

特別養護老人ホーム　寿山荘 住吉町5-10 64-2511

丸光産業㈱丸光ケアサービス黒磯支店 錦町6-6 73-2203

(株)開窓 上中野52 65-1118

企業組合労協センター事業団那須塩原地域福祉事業所らくらくオアシス 野間506-5 60-1305

トーモク株式会社ホームケア事業部ケアショップなす 四区町680-4 48-6205

(株)キガ　那須営業所 三区町504-8 37-6965

(株)デル・コラソン 大黒町2-5 64-0677

丸光産業㈱丸光ケアサービス黒磯支店 錦町6-6 73-2203

(株)開窓 上中野52 65-1118

企業組合労協センター事業団那須塩原地域福祉事業所らくらくオアシス 野間506-5 60-1305

特別養護老人ホーム　あじさい苑 東原166 62-3500

特別養護老人ホーム　寿山荘 住吉町5-10 64-2511

特別養護老人ホーム　さちの森 野間453-23 60-1331

特別養護老人ホーム　栃の実荘 井口533-20 37-1160

特別養護老人ホーム　那須順天荘 上赤田238-658 36-8010

特別養護老人ホーム　生きいきの里 下田野282-6 35-3734

介護老人保健施設　秋桜の家 大原間81 65-2100

介護老人保健施設　マロニエ苑 井口533-4 36-6622

介護老人保健施設　いたむろ 百村3042-31 69-0316

介護老人保健施設　葵の園・那須塩原 鍋掛1088-719 79-1100

　　          介護療養型医療施設

※急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、
長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護
体制の整った医療施設（病院）で、医療や看護などを受
けられます。

黒磯病院 高砂町3-5 62-0961

　　           介護老人保健施設

※病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な
方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看
護、リハビリを受けれます。

　　           　福祉用具貸与

※車いすやベッドなどの福祉用具の貸し出しを
します。

　　           特定福祉用具販売

※入浴補助用具などの販売をします。

　　          介護老人福祉施設
　         （特別養護老人ホーム）

※つねに介護が必要で、自宅では介護が困難な
方が対象の施設です。食事・入浴などの日常生
活の介護や健康管理を受けられます。

介護サービス（施設サービス）

介護予防・介護サービス（居宅サービス）
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サービス 事業所 所在地 電話番号

特別養護老人ホーム寿山荘ブランチさきたま 埼玉3-17 60-0061

特別養護老人ホームつばきハウス 木綿畑529-2 68-0160

特別養護老人ホーム那須友愛苑 西富山58-1 47-5501

特別養護老人ホームあじさい苑 東原166 62-3500

特別養護老人ホーム青葉の杜 大原間西1-19-6 62-3070

小規模多機能型居宅介護施設　さくら荘 桜町2-3 60-3130

小規模多機能型居宅介護事業所　うぐいす荘 佐野89-4 73-2250

小規模多機能ホーム　よろずや 黒磯652-1 60-3677

小規模多機能型居宅介護　四季の花 一区町281-71 36-8995

小規模多機能型居宅介護事業所　みんなの家 南郷屋4-32-36 38-0526

小規模多機能型居宅介護事業所　「マリモの家」 関谷2059-1 35-2725

小規模多機能型居宅介護事業所　さくらハウス 高林1931-1 68-1765

小規模多機能型居宅介護事業所　よろずや三島の杜 東三島1-104-223 39-3399

小規模多機能型居宅介護事業所　たじまの杜 二区町500-5 48-7553

小規模多機能型居宅介護事業所　まつばら荘 黒磯647-4 74-2701

小規模多機能型居宅介護施設　ぬくもり 三島4-28-2 48-7860

小規模多機能型居宅介護施設　ほのぼの 鍋掛1087-270 73-5820

グループホーム　和 大原間72-1 65-5753

くろいそケアセンターそよ風 豊浦南町83-120 60-7851

グループホーム　安暮里 鍋掛1416-3 73-2880

グループホーム　四季の花 一区町281-71 36-8995

グループホーム　四季の空 二区町352-180 37-8871

グループホーム　生きいきの里 塩原814 32-3381

認知症高齢者グループホーム　さくらハウス 高林1931-1 68-1765

グループホーム　安暮里みしまの家 東三島1-104-223 39-3399

グループホーム　たじまの杜 二区町500-5 48-7553

認知症高齢者グループホーム　まつばら荘 黒磯647-4 74-2702

グループホーム　レガーロ 三島4-28-2 48-7862

グループホーム　錦 錦町11-6 73-8870

グループホーム　ミカーサ 鍋掛1087-270 73-5822

グループホーム　アイリス 北赤田1587-14 46-5641

さわやかグループホームなすしおばら 新南37-2 47-5192

認知症高齢者グループホーム　第２まつばら荘 黒磯647-4 74-5657

デイサービスセンター　あつさき 下厚崎265-7 64-2680

ほっと乃木ケアセンターさくら 新南163-280 48-6556

ケアプラザ茉莉花 石林837-36 48-7868

　　       認知症対応型通所介護

※認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や
支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

　        　認知症対応型共同生活介護
　　          （グループホーム）

※認知症の高齢者が共同で生活できる場（住
居）で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓
練が受けられます。

地域密着型介護予防・介護サービス

　　       小規模多機能型居宅介護

※小規模な住居型の施設で、「通い」を中心に
「訪問」、「短期間の宿泊」などを組み合わせ
て、食事・入浴などの介護や支援が受けられま
す。

地域密着型介護サービス

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　　　　（小規模特別養護老人ホーム）

※小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴な
どの介護や健康管理が受けられます。
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地域包括支援センター寿山荘 住吉町5-10 62-9655

稲村いたむろ地域包括支援センター 東原166 60-3361

地域包括支援センターあぐり 鍋掛1416-3 73-2550

地域包括支援センターさちの森 野間453-23 60-1333

地域支援センター秋桜の家 大原間83 65-2972

西那須野西部地域包括支援センター 上赤田238-658 37-8183

地域包括支援センターとちのみ 井口533-20 37-1683

しおばら地域包括支援センター 下田野282-6 35-3745

地域包括支援センター

　地域包括支援センター

※高齢者が住みなれた地域で自立した生
活を継続できるように、高齢者の生活を
総合的に支えていくための拠点です。
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