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地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者を介護・福祉・医療などさま

ざまな面から総合的に支えるために設けられました。いつまでも健やかに住み

なれた地域で幸せに生活できるよう、地域包括支援センターを積極的にご利用

ください。

① 自立して生活できるように支援します。【介護予防】

要支援１・２、総合事業対象者（生活機能の低下がみられた人）となった方に対

し、ご本人や家族と話し合い、一人一人に合わせたプランを作成します。

心身の状態の維持改善を目指しましょう。

② 高齢者の権利を守ります【権利擁護】

認知症により自分自身の財産などを管理できない方の相談支援を行います。成年

後見制度の紹介や消費者被害などの相談に対応するとともに、必要な機関につなぎ

ます。また、 高齢者虐待に関する相談対応や、虐待防止の取り組みを行います。

③ さまざまな相談に応じます【総合相談支援】

高齢者のみなさんやその家族のさまざまな相談に応じます。また、一人暮らしの

高齢者の介護や福祉・保健・医療に関する悩みや相談を受け、必要な介護予防サー

ビスなどを紹介します。

④ 地域のつながりを強めます【包括的・継続的ケアマネジメント】

介護支援専門員（ケアマネジャー）のネットワークづくりや医療機関や多職種と

の連携を深めます。

1.笠間市地域包括支援センターをご存知ですか？

● 専門職がていねいに対応します。

笠間市地域包括支援センターには、社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員

などの専門職が配置され、皆様の相談をチームで検討します。高齢者ご本人やご家

族の相談に対し、専門の職員が関係機関などと連携して対応に当たります。

● 地域包括ケアシステムネットワークで安心！

笠間市では、地域包括支援センターを直営で運営しています。さまざまな福祉

的なサービスや行政サービスの活用はもとより、地域の関係機関や施設などとも連

携し、適切なサービスが受けられるように支援していきます。
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問合せ先 笠間市地域包括支援センター 0296-78-5871

笠間市地域包括ケアシステムネットワーク体制

民生委員
児童委員協議会

中央保健所
保健センター

関係福祉サービス事業者等

子ども福祉課
笠間市要保護児童対策地域協議会

社会福祉課
障害者地域自立支援協議会

地域包括ケアシステム
ネットワーク

笠間市地域包括支援センター

笠間地区
地域ケアコーディネーター

見守り協力機関
見守り協力員

友部地区
地域ケアコーディネーター

岩間地区
地域ケアコーディネーター

見守り協力機関
見守り協力員

見守り協力機関
見守り協力員

民生委員 民生委員民生委員

医師会
歯科医師会
薬剤師会

笠間警察署
笠間消防署

笠間市社会福祉協議会

社会福祉課
笠間市消費生活センター

かさまケアマネ会



区　　分 地区 項目ＮＯ 事業所名 所在地 電話番号

指定居宅介護支援センター　かさまグリーンハウス 笠間市石井甲３２－１（ケアハウスかさま内） ０２９６－７０－１１２０

笠間市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 笠間市笠間４３６４－２ ０２９６－７３－５６５０

ヴィレッジかさま指定居宅介護支援事業所 笠間市下市毛１３０１ ０２９６－７３－００１５

居宅介護支援事業所すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３６

居宅介護支援センター　はこだ 笠間市箱田１８３８－１ ０２９６－７３－０９６６

笠間シルバーケアセンターパル　居宅介護支援事業所 笠間市来栖２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

ケアプランセンターかさま（市立病院） 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７７－００３４

シルバービィレッジ居宅介護支援センター 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－０５００

宍戸苑指定居宅介護支援事業所 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２９０１

居宅介護支援事業所みつばち 笠間市旭町１０７－４ ０２９６－７１－４３０１

居宅介護支援事業所　やまびこ 笠間市八雲２－１２－３４ ０２９６－７１－３３０５

木犀会　くらしサポートセンター 笠間市鯉淵６２７１－２５ ０２９６－７３－６１２７

居宅介護支援事業所　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６３３１

ケアプランセンターひかる 笠間市南小泉８０３ ０２９６－７１－７７００

セントケア友部 笠間市八雲1-1-1　ＹＮＫビル１階　Ａ号室 ０２９６－７０－５６３１

まごころ　居宅介護支援事業所 笠間市平町１７５５－４ ０２９６－７１－７２４４

ケアプランセンター　一期一笑 笠間市鯉淵６２２７－９ ０２９６－７１－７７８０

すずらんの里　指定居宅介護支援事業所 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５７

居宅介護支援事業所　あたごナーシングビラ 笠間市土師１０８０－１ ０２９９－３７－６５１１

ケアプランセンターフレア 笠間市下郷３６７ ０２９９－４５－４３０６

予防支援
（要支援1・2のみ）

笠間/友部/岩間 笠間市地域包括支援センター 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７８－５８７１

指定訪問介護事業所　介護センターかさま　 笠間市石井２２５３－１ ０２９６－７０－１３３１

笠間市社会福祉協議会　訪問介護事業所 笠間市笠間４３６４－２ ０２９６－７３－５６５０

セントケア友部 笠間市八雲1-1-1　ＹＮＫビル１階　Ａ号室 ０２９６－７０－５６３１

ヘルパーステーション空 笠間市平町１７５５－４ ０２９６－７７－７８６４

指定訪問介護事業所ゆう 笠間市鯉淵６６１２－２１３ ０２９６－７８－０６４８

ＮＰＯ介護支援センターコスモス 笠間市湯崎１０４８－１３ ０２９６－７３－５５４１

訪問介護事業所　スマイル 笠間市美原１－５－３３ ０２９６－７１－３０１６

ヘルパーステーション　ケアーズあさひ 笠間市旭町４６９－１ ０２９６－７１－３５５５

ケアライフ下郷 笠間市鯉淵６５２６－４３２ ０２９６－７８－５６５９

訪問介護事業所やまびこ 笠間市八雲２－１２－３４ ０２９６－７８－５５６８

ヘルパーステーション　一期一笑 笠間市鯉淵６２２７－９ ０２９６－７１－７７７1

訪問介護いっしん笠間 笠間市鯉淵６２６６－２７ ０２９６－７１－８８５1

すずらんの里訪問介護事業所 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５９

訪問介護事業所　いわまの郷 笠間市下郷６００４－１ ０２９９－４５－２４３３

訪問入浴介護 笠間 2-③ 笠間市社会福祉協議会　訪問入浴介護事業所 笠間市笠間４３６４－２ ０２９６－７３－５６５０

笠間市医師会　訪問看護ステーション　ふきのとう 笠間市来栖 ２６６－４ ０２９６－７２－９９６６

訪問看護ステーション・シャロン 笠間市笠間１４６２－２ ０２９６－７３－５４２４

訪問看護ステーションあやめ笠間 笠間市来栖６３－１６　リバーサイドコート１０２号 ０２９６－７０－１０７０

聖北会　訪問看護ステーション　やまびこ 笠間市八雲２－１２－３４ ０２９６－７３－６１１１

有限会社　ともべ訪問看護ステーション 笠間市鯉淵６５２６－４３２ ０２９６－７８－５６５９

訪問看護ステーションかさま(市立病院) 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７７－００３４

フロイデともべ訪問看護ステーション 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５５７７

セントケア訪問看護ステーション友部 笠間市南友部１９５５－４ ０２９６－７０－９０２０

定期巡回・随時対応
型

訪問介護看護
友部 2-⑲ フロイデともべ定期巡回サービス 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５３３３

笠間 2-⑤ ケアレジデンス　デイサービスセンターかさま 笠間市笠間１４２８－６ ０２９６－７３－００２６

ケアレジデンス水戸デイサービスセンターともべ 笠間市旭町１０５－３ ０２９６－７０－５８５５

宍戸苑指定通所介護事業所 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

指定通所介護センター　グリーンハウスともべ 笠間市鯉淵６２６９－１１ ０２９６－７１－２５２５

通所介護事業所　やまびこ 笠間市八雲２－１２－３４ ０２９６－７８－５５５３

デイサービスセンターこもれび　ともべ 笠間市旭町５８７－６ ０２９６－７３－５０１５

フロイデ友部デイサービスセンター 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５５７７

通所介護事業所　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６１８１

デイサービス　スマイル 笠間市美原１－２－２１ ０２９６－７８－３０１６

リハビリデイサービス　一笑カフェ 笠間市鯉淵６２２７－９ ０２９６－７１－７７７６

デイサービスハートリビング笠間 笠間市鯉淵６２６６－２７ ０２９６－７１－８８５１

すずらんの里　通所介護事業所 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５５

ケアレジデンス　デイサービスセンターいわま 笠間市下郷４１６６－７ ０２９９－３７－８０４５

2-①

2-①

2-①

2-②

2-②

2-②

2-④

2-④

2-⑤

2-⑤

笠間市内で介護保険のサービスを行う事業所

居宅介護支援

笠間

友部

岩間

訪問看護

笠間

友部

通所介護
友部

岩間

訪問介護

笠間

友部

岩間

  3



通所介護センターかさま 笠間市石井２２５３－１ ０２９６－７０－１２５５

デイサービスセンター　はこだ 笠間市箱田１８３８－１ ０２９６－７３－０９６６

ヴィレッジかさま　指定通所介護事業所 笠間市下市毛 １３０１ ０２９６－７３－００１５

デイサービス・シャロン 笠間市笠間１４６６－１ ０２９６－７３－５５５８

デイサービスともべケアセンター 笠間市鯉淵６５２６－４３２ ０２９６－７１－９６３８

デイサービスセンターおひさま 笠間市平町１７５５－４ ０２９６－７１－４００３

たまり場・デイ茶ービス 笠間市湯崎１０４８－１3 ０２９６－７３－５５４１

デイサービスほのぼのあさひ 笠間市旭町４６９－１ ０２９６－７１－３５５５

デイサービス福楽縁 笠間市大田町２２４－１ ０２９６－７１－６５５５

友部接骨院併設リハビリデイサービス 笠間市鯉淵６３３８－４ ０２９６－７７－１１１０

友部接骨院附属リハビリデイ美原 笠間市美原３－４－１６ ０２９６－７１－７８１０

しいのき接骨院リハビリデイサービス 笠間市平町１９７－１０ ０２９６－７８－０９２３

岩間 2-⑤-2 デイサービスセンター　いわまの郷 笠間市下郷６００４－１ ０２９９－４５－２４３３

立川記念病院　訪問リハビリテーション事業所 笠間市八雲２－１２－１４ ０８０－７７５８－２５１２

笠間市立病院　訪問リハビリ 笠間市南友部１９６６－１ ０２９６－７７－００３４

笠間 2-⑥ 介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３５

老人保健施設　笠間シルバーケアセンターパル 笠間市来栖 ２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３５

老人保健施設　シルバービィレッジ　 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－２２１１

介護老人保健施設　オリーブ友部館 笠間市旭町３２ ０２９６－７１－５１３５

岩間 2-⑦ 介護老人保健施設　あたごナーシングビラ 笠間市土師１０８０－１ ０２９９－３７－６５１１

福祉用具貸与 福祉用具レンタルサービス　笑くぼ 笠間市鯉淵６５２６－１５５ ０２９６－７３－６６５２

福祉用具販売 福祉用具レンタルサービス　笑くぼ 笠間市鯉淵６５２６－１５５ ０２９６－７３－６６５２

特別養護老人ホーム　ヴィレッジかさま 笠間市下市毛 １３０１ ０２９６－７３－００１５

特別養護老人ホーム　かさまグリーンハウス 笠間市福田 ３１９９ ０２９６－７２－８１３４

特別養護老人ホーム　宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６１８１

岩間 2-⑨ 特別養護老人ホーム　すずらんの里 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５５

笠間 花の郷 笠間市寺崎１６１－１ ０２９６－７３－５５０６

友部 小規模多機能型居宅介護事業所　ゆりのき 笠間市鯉淵６６１２－２１３ ０２９６－７０－５５８０

岩間 小規模多機能型居宅介護　いわま 笠間市安居３１４４－３５７ ０２９９－３７－８３２２

看護小規模多機能ホーム友部 笠間市鯉淵６５２６－１９ ０２９６－７３－５３３０

セントケア看護小規模友部 笠間市南友部１９５５－４ ０２９６－７０－５００６

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

友部 2-⑮ 地域密着型特別養護老人ホーム　宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

特別養護老人ホーム　ヴィレッジかさま 笠間市下市毛 １３０１ ０２９６－７３－００１５

特別養護老人ホーム　かさまグリーンハウス 笠間市福田 ３１９９ ０２９６－７２－８１３４

特別養護老人ホーム　宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１ ０２９６－７８－２２２１

特別養護老人ホーム　笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６－１３９ ０２９６－７３－６１８１

岩間 特別養護老人ホーム　すずらんの里 笠間市土師１２８３－５ ０２９９－４５－０５５５

老人保健施設　笠間シルバーケアセンターパル 笠間市来栖 ２５５－１ ０２９６－７０－１１８５

介護老人保健施設　すみれ 笠間市石井２０４５ ０２９６－７０－００３５

老人保健施設　シルバービィレッジ 笠間市南小泉９７７－１ ０２９６－７８－２２１１

介護老人保健施設　オリーブ友部館 笠間市旭町３２ ０２９６－７１－５１３５

岩間 介護老人保健施設　あたごナーシングビラ 笠間市土師１０８０－１ ０２９９－３７－６５１１

介護療養型医療施
設

笠間 神里医院 笠間市笠間 １２５６ ０２９６－７２ー０１７７

特定施設入居者生活介護 笠間 2-⑱ 介護付有料老人ホーム　　シルバーパークはこだ 笠間市箱田１８３８－１ ０２９６－７３－０９６６

※　介護保険の居宅サービス事業者として指定された医療機関・薬局は、茨城県が公開している介護サービス事業所一覧でご確認ください。

令和3年8月1日現在

友部 2-⑧

2-⑬

2-⑯

2-⑭

2-⑨

2-⑨

2-⑤-2

2-⑤-2

2-⑥

2-⑦

2-⑦

介護老人保健施設

笠間

友部

看護小規模多機能
型居宅介護（地域密

着型）
友部

介護老人福祉施設
友部

笠間

小規模多機能型
居宅介護(地域密着

型)

2-⑰

短期入所生活介護

笠間

友部

訪問リハビリ
友部

通所リハビリ

笠間

友部

地域密着型通所介護

笠間

友部
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等 社会福祉法人　尚生会
社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会

社会福祉法人　公重会

事業所名
指定居宅介護支援センター
かさまグリーンハウス

笠間市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

ヴィレッジかさま
指定居宅介護支援事業所

事業所指定番号 0871600011 0871600367 0871600193

事業開始年月日 平成11年10月1日 平成24年12月1日 平成16年8月1日

郵便番号 〒309-1613 〒309-1611 〒309-1626

事業所所在地 石井甲32-1 笠間4364-2 下市毛1301

電話番号 0296-70-1120 0296-73-5650 0296-73-0015

FAX番号 0296-70-1121 0296-73-5601 0296-73-0013

メールアドレス kyotaku－kasa@mist.ocn.ne.jp info@kasama-syakyo.jp v_kasama@feel.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.shoseikai.com htpp://www.kasama-syakyo.jp -

事業内容
（事業所の特徴等）

利用者本人や家族の希望をもとに安心
して在宅生活を過ごせるよう介護に関
する専門的なご相談など最適な介護環
境のためのご提案やアドバイスを致し
ます。

当事業所は、介護保険が始まった平成
12年に開設しました。随時、ご利用
者様からの相談に、迅速丁寧な対応を
心がけております。介護保険以外の地
域にあるサービスも含めて、公正中立
な立場でご本人に適したケアプラン作
成に努めております。

介護支援専門員が介護保険サー
ビスなどを適切に利用できるよ
うに
①介護保険に関する相談
②介護保険関係申請の代行
③居宅サービス計画の作成等
のサービスを行います。

営業日及び休日

年中無休
（但し、窓口休業が8/13～8/15、
12/31～1/3となりますが、電話対
応は可能ですので相談に応じます。）

営業日：月～金曜日
休　日：12/29～1/3・祝祭日（電
話連絡可能）

年中無休

営業時間
8：30～17：30
（但し、24時間電話連絡可能）

8：30～17：15
（但し24時間連絡体制を確保し、かつ必
要に応じて利用者様等の相談に対応する
体制を確保しています。）

8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市、城里町、栃木県茂木町

笠間市、水戸市（杉崎町、三湯町、小林町、五平町、鯉淵町）茨城町（中
央工業団地、单川又、木部）小美玉市（大笹、手堤、寺崎、高田、納場、
羽刈）石岡市（太田、真家、東成井）桜川市（山口、坂本、大月、西塙、
加茂部、高幡、今泉）城里町（上赤沢、下赤沢、真端、大網、上古内、下
古内）

笠間市を中心とした近隣市町村

併設施設 軽貹老人ホームケアハウスかさま
訪問介護
訪問入浴 -

PR・備考 -

当事業所には、介護福祉士、看護師、
社会福祉士、精神保健福祉士などの資
格をもつケアマネジャーが在籍してお
ります。（女性10人・甴性3人）
また、主任介護支援専門員の配置や
24時間連絡体制をとり、質の高いケ
アマネジメントを提供いたします。
（特定事業所加算Ⅱを算定）

-
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等 医療法人　鳳香会 有限会社　ＩＤＡシステム 医療法人社団  栄進会

事業所名
居宅介護支援事業所
すみれ

居宅介護支援センター
はこだ

笠間シルバーケアセンターパル
居宅介護支援事業所

事業所指定番号 0871600961 0871600243 0871600706

事業開始年月日 平成18年6月12日 平成18年9月1日 平成26年8月4日

郵便番号 〒309-1613 〒309-1631 〒309-1625

事業所所在地 石井2045 箱田1838-1 来栖255-1

電話番号 0296-70-0036 0296-73-0966 0296-70-1185

FAX番号 0296-70-0038 0296-71-0132 0296-72-3110

メールアドレス
y-yoshinari@i-
seihokukai.or.jp

info@silverpark-hakoda.jp sparu99@oregano.ocn.ne.jp

ホームページ - - http://www.k-pal.or.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

居宅において日常生活を営むために、
必要な保健医療サービス又は福祉サー
ビスを適切利用できるように、要介護
者とサービス提供事業者や行政との調
整を行っております。

要介護又は要支援と認定され介護が必
要になった被保険者に対しての適正な
居宅介護支援を目的とし公正中立な立
場から利用者の心身状況に応じた事業
所の情報提供や利用者の選択に基づい
たサービス計画を作成することによっ
て、自立した日常生活を営むことがで
きるように支援いたします。

利用者が在宅で日常生活を快適に過ご
すために援助するサービスをケアマネ
ジャーがケアプランを作成して在宅で
の生活を支援いたします。

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・祝日
12/31～1/2

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日
夏期　8/13～8/16
年末年始12/29～1/3

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日

営業時間 8：30～17：15 8：30～17：30 8：30～17：30

サービス提供地域
笠間市、城里町、桜川市、栃木
県茂木町

笠間市 笠間市全域、城里町、桜川市

併設施設
施設・病院が併設しており、介護
医療と充実しております。

シルバーパークはこだ
（特定施設入所者生活介護事業所）
デイサービスセンターはこだ
（通所介護事業）

笠間シルバーケアセンターパル

PR・備考

小さなに事にも丁寧に対応し、解決努
力をしてまいります。そして、人とし
ての優しさと笑顔を大切に地域の皆様
や関係者と福祉の充実に努めていきま
す。

- -
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等 笠間市 医療法人社団  聖嶺会 社会福祉法人　慈永会

事業所名 ケアプランセンターかさま
シルバービィレッジ
居宅介護支援センター

宍戸苑
指定居宅介護支援事業所

事業所指定番号 0871600862 0873200034 0873200026

事業開始年月日 平成29年4月1日 平成11年9月30日 平成12年4月1日

郵便番号 〒309-1734 〒309-1725 〒309-1721

事業所所在地 单友部1966-1 单小泉977-1 橋爪462-1

電話番号 0296-77-0034 0296-78-0500 0296-78-2901

FAX番号 0296-78-0016 0296-78-0610 0296-71-2022

メールアドレス -
sien0500@oregano.ocn.ne.j
p

sisidoen@atlas.plala.or.jp

ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp -
http://business2.plala.or.jp/s
isidoen

事業内容
（事業所の特徴等）

介護保険サービス利用の相談、調整

介護サービス及び介護保険以外の地域
のサービスにつなげて、利用者が可能
な限り居宅において自立した生活が営
めるよう多様なサービスが総合的かつ
効果的に提供されるよう公平中立な立
場において、介護計画を作成していま
す。

当事業所は、介護を必要とする利用者
に対して身体及び精神の状況を把握し
た上で、サービスを選択し、住み慣れ
た地域で生活できるよう支援させてい
ただきます。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日
12/29～1/3

営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・祝日
　　　　お盆・年末年始

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日 交代
制
必要に応じて利用者様等の相談
に応じております。

営業時間 8：30～17：15
8：30～17：30
（ただし、24時間電話連絡可能） 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市

併設施設
笠間市立病院、訪問診療、訪問
看護、訪問リハビリ

介護老人保健施設シルバービィ
レッジ

-

PR・備考

笠間市立病院受診の有無にかかわらず
支援できます。「自宅で暮らしたい」
「自宅で介護したい」ご本人、ご家族
の思いを大切にしています。まずは、
気軽にご相談ください。

- -
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等
株式会社
ミューズファーマシー

聖北会　有限会社　敬丂商事 社会福祉法人　木犀会

事業所名
居宅介護支援事業所
みつばち

居宅介護支援事業所
やまびこ

木犀会くらし
サポートセンター

事業所指定番号 0871600649 0871600524 0871600748

事業開始年月日 平成25年6月1日 平成24年7月1日 平成27年5月11日

郵便番号 〒309-1717 〒309-1736 〒309-1703

事業所所在地 旭町107-4 八雲二丁目12-34 鯉淵6271-25

電話番号 0296-71-4301 0296-71-3305 0296-73-6127

FAX番号 0296-71-2721 0296-71-6633 0296-73-6128

メールアドレス mitsubachi.yk@gmail.com
yamabiko.kyotaku@gmail.co
m

life.support@mokusei-grp.jp

ホームページ
https://www.muse-
mitsubachi.com

-
http://www.mokusei-
grp.jp/contents/senior_support/k
urashi-support.html

事業内容
（事業所の特徴等）

在宅での生活が続けられる様、居宅介
護サービス計画を作成します
（調剤薬局と併設）

利用者が質の高い自立した生活を送れ
るよう利用者の意思及び人権を尊重し
て介護相談・介護計画を作成し適正な
サービスを公平中立に提供いたしま
す。

介護保険の居宅介護支援事業所と障害
者の計画相談支援が一体化した事業所
でケアマネジャーと計画相談専門員が
おります。
介護で心配なことのみならず、障害で
相談があるときにもいつでも気軽にお
問い合わせ下さい。

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・祝日

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日  1/1～
1/3

営業日：月～金曜日

営業時間
9：00～18：00
土曜日　9：00～13：00

8：30～17：30 9：00～17：00

サービス提供地域
笠間市、水戸市、石岡市、茨城
町、小美玉市

笠間市 水戸市　城里町　茨城町
笠間市、水戸市、茨城町、城里町、大
洗町、ひたちなか市、小美玉市

併設施設 みつばち薬局 - -

PR・備考 - - -
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等 社会福祉法人　愛の会 合同会社　和泉 セントケア茨城　株式会社

事業所名
居宅介護支援事業所
笠間陽だまり館

ケアプランセンター
ひかる

セントケア友部

事業所指定番号 0871600789 0871600813 0871600268

事業開始年月日 平成27年7月1日 平成28年3月18日 平成28年7月1日

郵便番号 〒309-1734 〒309-1725 〒309-1736

事業所所在地 单友部1966-139 单小泉803 八雲一丁目1-1YNKビル1F A号室

電話番号 0296-73-6181 0296-71-7700 0296-70-5631

FAX番号 0296-73-6182 0296-71-7701 0297-70-5632

メールアドレス
k_hidamarikan@heart-
pia.com

-
tomobe_sc08@saint-
care.com

ホームページ http://www.heart-pia.com/ - -

事業内容
（事業所の特徴等）

利用者の立場に立つこと、家族の思い
を大切にすることを常に心がけ、ご利
用者様・ご家族様に信頼されている事
業所を目指しています。
また、ご利用者様の状態に合わせて居
宅サービス計画（ケアプラン）を作成
し、サービス事業者の調整をしたり、
利用者がサービスを適切に利用できる
ように支援します。

卖独の事業所です。公正中立をモッ
トーに誠意を持って利用者様と接し利
用者様の意思及び人格を尊重してその
人らしい在宅生活が送れるように支援
します。

-

営業日及び休日 営業日：月～金曜日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日
         　12/31～1/3

営業時間 8：30～17：30 9：00～17：00 9：00～18：00

サービス提供地域
笠間市、水戸市、石岡市、小美
玉市、茨城町

笠間市、水戸市、茨城町 笠間市

併設施設
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
デイサービス

- -

PR・備考 - - -
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等 株式会社　ＣＮＣサービス 社会福祉法人　聖桜会 医療法人  浩成会

事業所名
まごころ
居宅介護支援事業所

すずらんの里
指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所
あたごナーシングビラ

事業所指定番号 0871600888 0873200042 0873200075

事業開始年月日 平成29年7月1日 平成12年4月1日 平成11年11月1日

郵便番号 〒309-1722 〒319-0204 〒319-0204

事業所所在地 平町1755-4 土師1283-5 土師1080-1

電話番号 0296-71-7244 0299-45-0557 0299-37-6511

FAX番号 0296-77-7865 0299-45-0558 0299-37-6515

メールアドレス cnc@friend.ocn.ne.jp dscszrn2@apricot.ocn.ne.jp atago376511@yahoo.co.jp

ホームページ
https://cnc911.wixsite.com/
mysite

http://kasama-
suzuran.sakura.ne.jp

-

事業内容
（事業所の特徴等）

介護に関わるご相談や、要介護認定申
請の手続き代行
サービスを必要とされる方の自宅で自
立した生活を送れるようにケアプラン
（居宅サービス計画）の作成やサービ
ス調整及び市町村、医療・福祉サービ
ス機関との連絡調整を行います。

可能な限り居宅において、その有する能力に
応じ自立した日常生活が営むことができるよ
うに配慮します。
利用者の選択により、適切な保健医療、福祉
サービス、施設等の多様なサービスが総合的
かつ効果的に提供されるよう居宅サービス計
画を作成します。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者
の立場 に立ち、利用者に提供されるサービ
スが、特定の種類または、特定の事業者に丌
当に偏ることのないように公平、中立に行い
ます。

日常生活において、介護を必要とする
利用者様に対し支援をしています。
在宅生活が継続できるよう、それぞれ
にあったサービス計画を施行し、身体
的にも精神的にも向上できるよう心が
けています。

営業日及び休日

営業日：月～金曜日
休　日：土曜日・日曜日・祝日
・8／13～8／15　　・12／
29～1／3

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日及び12／
30～　1／3、8月13日～15
日

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日

営業時間 8：０0～17：０0 8：30～17：30 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市・水戸市内原地区 笠間市内全域 笠間市

併設施設 デイサービスセンターおひさま
特別養護老人ホーム・ショート
ステイ・デイサービス・訪問介
護・ケアハウス

介護老人保健施設
あたごナーシングビラ

PR・備考

介護を受ける方とご家族の皆様が住み
慣れた環境で安心安全に生活していた
だけるように「まごころ」込めてご支
援いたします。

お気軽にご相談下さい。
皆様のお役に立てる様、頑張っていき
たいと思います。困った事がございま
したら、お気軽にご相談下さい。
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 2-➀居宅介護支援

法人名・組織等 サンハート　株式会社 合同会社　サン・フレア

事業所名
ケアプランセンター
一期一笑

ケアプランセンター
フレア

事業所指定番号 0871600912 0871600946

事業開始年月日 令和元年5月1日 令和2年5月1日

郵便番号 〒309-1703 〒319-0202

事業所所在地 鯉淵6227-9 下郷367

電話番号 0296-71-7780 0299-45-4306

FAX番号 0296-71-7772 0299-57-2400

メールアドレス
keapurannsenntaitigoitie@g
mail.com

sunfurea@twa.ne.jp

ホームページ - -

事業内容
（事業所の特徴等）

ご利用者様、ご家族様の立場に立っ
て、相談、サービス調整を行い、その
人らしい生活が送れるようなサービス
計画書の作成、継続的な支援を提供い
たします。

介護保険サービスの相談、調整、ケア
プラン作成

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日、12/31～1/3

営業日：月～金曜日
休日：土、日曜日・祝日
8/13～16
12/29～1/3

営業時間
8：30～17：30
（輪番制にて24時間連絡体制を
確保しております）

8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市、水戸市、茨城町
笠間市・石岡市・小美玉市・水
戸市・茨城町

併設施設

サービス付き高齢者向け住宅一期
一笑
リハビリデイサービス一笑カフェ
ヘルパーステーション一期一笑

-

PR・備考
ご本人、ご家族様が相談しやすい雰囲
気づくりができるよう、常に笑顔を心
がけています。

ご利用者様の意向に添って丁寧に対応
していきます。お気軽にご相談くださ
い。
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 2-②訪問介護

法人名・組織等 社会福祉法人　尚生会
社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会

セントケア茨城　株式会社

事業所名
指定訪問介護事業所
介護センターかさま

笠間市社会福祉協議会
訪問介護事業所

セントケア友部

事業所指定番号 0871600037 0871600326 0871600268

事業開始年月日 平成11年4月1日 平成24年12月 平成19年11月1日

事業所所在地 石井2253-1 笠間4364-2 八雲一丁目1-1YNKビル1F A号室

電話番号 0296-70-1331 0296-73-5650 0296-70-5631

FAX番号 0296-71-0235 0296-73-5601 0296-70-5632

メールアドレス h-kasa@r6.dion.ne.jp info@kasama-syakyo.jp tomobe_sc08@saint-care.com

ホームページ http://www.shoseikai.com htpp://www.kasama-syakyo.jp -

事業内容
（事業所の特徴等）

訪問介護員がご自宅に訪問し介護や
日常生活上のお世話を行います
食事や排泄などの介助を行う「身体
介護」、調理や掃除などを行う「生
活援助」を行いご自宅での生活が継
続できるよう支援いたします。
介護認定を受けた方、障害者の方が
利用できます。

当事業所は、介護保険が始まった平
成12年に開設しました。開設以来、
行政・医療機関・民生委員・在宅福
祉サービスなど関係機関との連携を
密にして、より良いサービスの提供
を心がけてきました。
今後も、職員のさらなるレベルアッ
プを図り、ご利用者様が安心して住
みなれた地域で生活できるよう、ご
支援させていただきます。

ケアプランに応じて365日対応可能

営業日及び休日 年中無休 休　日：12/29～1/3 ケアプランに応じて対応可能

営業時間 7：00～19：00 7：00～21：00 ケアプランに応じて対応可能

サービス提供地域 笠間市、城里町 笠間市 笠間市、石岡市、小美玉市

介護保険対象者への介護
保険外のサービス及び利
用料

「自貹訪問介護サービス」
支給限度額を超えた分に対するサービスや介護保険の対
象とならない介護や家事、病院付き添いや入院中のお手
伝い等、暮らしの様々なご要望に幅広く対応いたしま
す。
利用料：生活介護 15分350円～身体介護 20分700円
～ 「移送サービス」 ※福祉タクシーのページを参照

- -

PR・備考

基本方針「安心と責任」に基づき、
ご利用者様との信頼関係が築けるよ
う心がけて支援を行っています。
介護保険と介護保険外のサービスを
併せてご利用いただくことで、より
快適な生活を送ることができます。
お一人暮らしでお困りの方、ご自宅
で介護されていてお悩みの方は、お
気軽にご相談ください。

-
障害者総合支援法による居宅介護も
応じます。
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 2-②訪問介護

法人名・組織等 - 社会福祉法人　木犀会
特定非営利活動法人
ＮＰＯこすもす

事業所名
ヘルパーステーション
空

指定訪問介護事業所
ゆう

ＮＰＯ介護支援センター
コスモス

事業所指定番号 0873200521 0873200281 0871600227

事業開始年月日 平成18年1月16日 平成12年11月1日 平成18年8月15日（介護保険）

事業所所在地 平町571-1 鯉淵6612-213 湯崎1048-13

電話番号 0296-77-7864 0296-78-0648 0296-73-5541

FAX番号 0296-77-7865 0296-78-1166 0296-73-5542

メールアドレス cnc@friend.ocn.ne.jp
houmonkaigoyuu@mokusei-
grp.jp

-

ホームページ
https://cnc911.wixsite.com/mysit
e

http://www.mokusei-grp.jp/ -

事業内容
（事業所の特徴等）

日常を営むのに支障がある方に対
し、身体の介助や掃除、調理等の生
活支援を行いご自宅での生活が継続
できるように援助致します。

要介護者等の心身の特性をふまえ
て、その有する能力に応じて自立し
た、日常生活を営むことができるよ
う、入浴、排泄、食事の介護その他
の生活全般にわたる援助を行ってい
きます。

①訪問介護（身体介護・生活介護）
サービスを提供します。
②障害福祉サービス　移動支援

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：8／13～8／15
　　　　12／29～1／3

年中無休
営業日：月～日曜日
休　日：12／29～1／3

営業時間 8：０0～17：０0 8：00～18：00
8：00～19：00
新規利用の支援はしていません。

サービス提供地域 笠間市、水戸市 笠間市、その他要相談 笠間市、水戸市、茨城町、小美玉市

介護保険対象者への介護
保険外のサービス及び利
用料

病院付添等　1時間3,000円 - -

PR・備考

住み慣れたご自宅での生活を安心し
て送れるように経験豊かな訪問介護
員が真心を込めたサービスを行いま
す。

ご自宅で介護を受けている高齢、障
害の方で日常生活を営むのみ援助を
必要とされる場合にホームヘルパー
がご自宅に訪問し、身の回りのお世
話をさせていただきます。

通常事業の実施地域を越えてからお
おむね片道1Kmごとに100円
コロナ禍のなか、新規利用者様は受
け付けていません。
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 2-②訪問介護

法人名・組織等 有限会社　にこにこ薬局 株式会社　ベストケアーズテクモア 有限会社　ともべ看護ケアセンター

事業所名
訪問介護事業所
スマイル

ヘルパーステーション
ケアーズあさひ

ケアライフ下郷

事業所指定番号 0871600672 0871600607 0871600318

事業開始年月日 平成26年3月1日 平成25年2月1日 平成22年9月1日

事業所所在地 美原一丁目5-33 旭町469-1 鯉淵6526-432

電話番号 0296-71-3016 0296-71-3555 0299-45-5363

FAX番号 0296-71-3017 0296-71-3556 050-3142-9874

メールアドレス nikoniko2590259@gmail.com - -

ホームページ - - -

事業内容
（事業所の特徴等）

要介護者が可能な限り、居宅生活が
継続できるよう支援させていただき
ます。
高齢者住宅の中に併設されているの
で、ご利用者さんと一緒にサービス
を行い、自立した日常生活ができる
よう常に見守りができます。また布
団干しのサービスなどでは、天気を
みて１週に１回は干せるよう行って
おります。

-
要介護者が可能な限り居宅で生活が
継続できるよう支援してます。

営業日及び休日 年中無休 年中無休
休　日：土、日曜日
但しサービスは365日

営業時間 9：00～18：00 9：30～16：30 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市、水戸市 - 笠間市・水戸市・小美玉市

介護保険対象者への介護
保険外のサービス及び利
用料

- - -

PR・備考

常に利用者の立場に立ち、安全安心
に生活を営むことができるよう心が
け、必要とされるサービスが提供さ
れるよう努ます。

-
要交通貹（距離で）
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 2-②訪問介護

法人名・組織等 サンハート　株式会社 社会福祉法人　聖桜会 有限会社　モリ・ケア・サービス

事業所名
ヘルパーステーション
一期一笑

すずらんの里
訪問介護事業所

訪問介護事業所
いわまの郷

事業所指定番号 0871600805 0873200174 0871600458

事業開始年月日 平成28年3月8日 平成12年4月1日 平成23年5月10日

事業所所在地 鯉淵6227-9 土師1283-5 下郷6004-1

電話番号 0296-71-7771 0299-45-0559 0299-45-2433

FAX番号 0296-71-7772 0299-45-0558 0299-37-8125

メールアドレス helupa.ichigoichie@gmaile.com dscszrn2@apricot.ocn.ne.jp iwamanosato@dune.ocn.ne.jp

ホームページ - - -

事業内容
（事業所の特徴等）

身体介護として、利用者様のお身体
の状態を把握し、自立支援を念頭
に、食事や排泄、衣類の着脱、入
浴、清拭など介助いたします。生活
援助として、掃除、洗濯、調理など
生活に必要丌可欠な家事を提供し、
利用者様の日常生活の維持、向上の
お手伝いをさせていただきます。

ヘルパーが自宅を訪問して、心身の
特性を踏まえて、その有する能力に
応じ、自立した日常生活が送れるよ
うに入浴、排泄、食事等の介護や調
理、掃除、洗濯等の家事援助を行い
ます。
サービス実施機関との密接な連携と
共通の理解の下に利用者及びその家
族に信頼され親しまれるようにしま
す。

要介護者等の方々の心身の状況、そ
の置かれている環境等に応じてその
有する能力に応じ、自立した日常生
活を営むことができるように、入
浴・食事の介護その他生活全般にわ
たる援助を行います。

営業日及び休日 年中無休 年中無休
営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日

営業時間 8：30～17：30 7：00～21：00 9：00～18：00

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市

介護保険対象者への介護
保険外のサービス及び利
用料

- - -

PR・備考

今できる最高の笑顔で日常生活をサ
ポートさせていただきます。「その
人らしい生活」を笑顔で送れるよ
う、満足のいくサービスを提供いた
します。

ヘルパーが連携し話し合いながら支
援していきます。ヘルパー同士の関
係もとても良いです。

常に利用者の立場に立ち、安心安全
に生活を営むことが出来るように心
がけ、必要とされるサービスが提供
されるように支援していきます。
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 2-②訪問介護

法人名・組織等 聖北会　有限会社　敬丂商事 株式会社いっしん

事業所名
訪問介護事業所
やまびこ

訪問介護いっしん笠間

事業所指定番号 0871600540 0871600920

事業開始年月日 平成24年7月21日 令和元年11月15日

事業所所在地 八雲二丁目12-34 鯉淵6266-27

電話番号 0296-78-5568 0296-71-8851

FAX番号 0296-73-5608 0296-71-8852

メールアドレス
keishichi2-1058-
219@minos.ocn.ne.jp

ホームページ -

事業内容
（事業所の特徴等）

利用者様の心身の状態を把握し、自
立支援を念頭に生活に必要丌可欠な
家事を支援していきます。

営業日及び休日 年中無休

営業時間 ケアプランに応じて対応可能

サービス提供地域 笠間市

介護保険対象者への介護
保険外のサービス及び利
用料

-

PR・備考
利用者様の気持ちに寄り添い必要な
サービスを提供できるように努めま
す。
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 2-③訪問入浴介護

法人名・組織等
社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会

事業所名
笠間市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業所

事業所指定番号 0871600409

事業開始年月日 平成24年12月1日

事業所所在地 笠間4364-2

電話番号 0296-73-5650

FAX番号 0296-73-5601

メールアドレス info@kasama-syakyo.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

ご利用者様の心身の状況を踏まえ、そ
の有する能力に応じた日常生活を営む
ことができるよう、適切な技術を持っ
て訪問入浴介護を行います。
事業の実施にあたっては、関係する地
域の保健、医療及び福祉サービス機関
等との綿密な連携を図り、総合的な
サービス提供に努めます。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：12/29～1/3

営業時間 8：30～17：15

サービス提供地域 笠間市

定　員　 １日６名まで

PR・備考 タオル、入浴剤は無料で用意します
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 2-④訪問看護 

法人名・組織等 一般社団法人　笠間市医師会 笠間市 株式会社　シャロン

事業所名
笠間市医師会
訪問看護ステーション
ふきのとう

訪問看護ステーションかさま
訪問看護ステーション
・シャロン

事業所指定番号 0861690014 0861690063 0861690022

事業開始年月日 平成6年4月1日 平成28年5月1日 平成24年7月2日

事業所所在地 来栖266-4 单友部1966-1 笠間1462-2

電話番号 0296-72-9966 0296-77-0034 0296-73-5424

FAX番号 0296-71-5021 0296-78-0016 0296-73-5425

メールアドレス kasama-med@bi.wakwak.com kango@city.kasama.lg.jp sharon525@guitar.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.kasama.med.or.jp http://www.city.kasama.lg.jp -

事業内容
（事業所の特徴等）

多職種との連携、利用者、介護者の
満足度を重視
身体管理
清潔ケア全般
ターミナルケア

在宅看護ケア
在宅看護ケア
必要な時は24時間対応します

営業日及び休日

営業日：月～金曜日
休　日：土～日曜日・祝日

（緊急時２４時間対応）
夏季8月13日～8月16日
年末年始12月29日～1月3日

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日
緊急時24時間対応しています

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日
　8／13～15
　12／30～1／3

営業時間
9：00～18：00
（緊急時２４時間対応）

8：30～17：15 8：30～17：15

サービス提供地域 笠間市、近接市 笠間市、近隣地域 笠間市

PR・備考

病状観察を行い異常の早期発見、早
期対応に努め、安定された日常生活
が送れるよう、24時間365日サポー
トします。

「自分の家で療養したい」そんな願
いを私たちがサポートします。

交通貹：近隣地域の方
500円／月

心を込めたケアをさせていただきま
す。看護師（現スタッフ）の得意分
野は内科全般・がんターミナル・整
形外科・精神科です。
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 2-④訪問看護 

法人名・組織等 社会福祉法人　南友会 聖北会　有限会社　敬丂商事 有限会社　ともべ看護ケアセンター

事業所名
フロイデともべ
訪問看護ステーション

訪問看護ステーション
やまびこ

ともべ訪問看護
ステーション

事業所指定番号 0861690089 0863290029 0861690030

事業開始年月日 平成29年4月1日 平成14年10月1日 平成18年5月8日

事業所所在地 鯉淵6526-19 八雲二丁目12-34 鯉淵6526-432

電話番号 0296-73-5333 0296-73-6111 0296-78-5659

FAX番号 0296-73-5331 0296-73-6112 050-3142-9874

メールアドレス sc-tomobe@hakuyukai-sfg.com - info@tomobe-care.com

ホームページ http://www.hakuyukai-sfg.com/ - -

事業内容
（事業所の特徴等）

医師や関係機関と連携し在宅での療
養が送れるように支援します。ま
た、さまざまな在宅サービスの使い
方を提案します。

訪問看護・訪問リハ
症状観察、リハビリ、床ずれ手当長
期療養患者様の継続看護を行ってい
ます。

営業日及び休日 365日営業 休　日：土、日曜日・祝日
営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日・年末年
始　12／29～1／3

営業時間 8：15～17：15 8：30～17：30 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市区域 笠間市 笠間市、水戸市、小美玉市、茨城町

PR・備考
看護小規模多機能ホーム友部と連携
しているので、在宅療養上の課題が
ある方も柔軟に対応します。

良質な在宅医療支援のため充実した
研修を受けた看護師が伺わせていた
だきます。小児から老年まで様々な
利用者様が住み慣れたご自宅で、自
分らしく生きることをサポートしま
す。

ターミナルから医療ニーズの高い方
の在宅介護相談までお待ちしていま
す。
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 2-④訪問看護 

法人名・組織等 株式会社　ファーストナース セントケア茨城　株式会社

事業所名
訪問看護ステーション
あやめ笠間

セントケア訪問看護
ステーション友部

事業所指定番号 0861690105 0861690097

事業開始年月日 令和2年１２月1日 令和2年11月1日

事業所所在地
来栖63-16リバーサイドコート102
号

单友部1955-4

電話番号 0296-70-1070 0296-70-9020

FAX番号 0296-72-1611 0296-78-9006

メールアドレス kasama_ayame@firstnurse.co.jp hstomobe_SC08@saint-care.com

ホームページ -
https://care-
net.biz/08/saintcarei/

事業内容
（事業所の特徴

等）
精神特化型 土日祝祭日のサービス対応可能

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休日：日曜日12/31～1/3

365日営業

営業時間 9：00～18：00

窓口対応時間
9：00～18：00
サービス提供時間
24時間対応

サービス提供地
域

笠間市・桜川市・水戸市・城里町・
茨城町

笠間市　水戸市

PR・備考 -

お客様の心身の特性を踏まえ住み慣
れた地域やご家族での日常生活が維
持回復でき生活の質向上を重視した
在宅療養が続けられるようサービス
の提供をさせていただきます。
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 2-⑤通所介護

法人名・組織等 株式会社　ケアレジデンス 株式会社　ケアレジデンス 社会福祉法人　慈永会

事業所名
ケアレジデンス
デイサービスセンター　かさま

ケアレジデンス
水戸デイサービスセンター
ともべ

宍戸苑
指定通所介護事業所

事業所指定番号 0871600599 0873200513 0873200141

事業開始年月日 平成24年10月1日 平成18年1月1日 平成12年4月1日

事業所所在地 笠間1428-6 旭町105-3 橋爪462-1

電話番号 0296-73-0026 0296-70-5855 0296-78-2221

FAX番号 0296-73-0027 0296-70-5856 0296-78-3183

メールアドレス day_kasama@careresi.jp day_tomobe@careresi.jp sisidoen@atlas.plala.or.jp

ホームページ - http://www.careresi.jp/
http://business2.plala.or.jp/sisido
en

事業内容
（事業所の特徴等）

リハビリ重点型デイサービス
理学療法士（月～金）・言語聴覚士
（火、木）・シナプソロジーを1日3
回行っています。

利用者の人格を尊重し、生き生きとし
た家庭生活を営めるようさまざまな
サービスを提供しています

営業日及び休日 年中無休
月～土曜営業
日曜定休

営業日：月～土曜日
休日：日曜日・1/1～1/3

営業時間 9：10～16：10 8：30～17：30 9：15～16：30

サービス提供地域
笠間市、桜川市、水戸市、城里町、茨
城町

笠間市、水戸市、茨城町 笠間市

定　員　 35名(日曜日のみ8名） 30名 25名

食事代 650円 650円 600円

その他の貹用
デイサービスのおむつを使用された場
合　１枚100円

-
外出行事の実貹
（食事代、入場料、買い物代）

PR・備考

北水会記念病院に所属する理学療法士
（ＰＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）による
リハビリに取り組めるデイサービスで
す。
看護、介護職員による心のリハビリに
も努めて楽しい在宅生活が継続して頂
けるよう支援しております。

-

調理、園芸など生活に結びついた活
動、貺り絵、塗り絵など手指を使う活
動、頭の体操、カラオケやレクリエー
ション、外出行事と盛り沢山のプログ
ラムをご用意しております。
また、昼食はおいしいと好評いただい
ております。
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 2-⑤通所介護

法人名・組織等 社会福祉法人　尚生会 聖北会　有限会社　敬丂商事 株式会社　Ｎ＆Ａ

事業所名
通所介護センター
グリーンハウスともべ

通所介護事業所
やまびこ

デイサービスセンター
こもれびともべ

事業所指定番号 0891600249 0871600532 0871600623

事業開始年月日 平成17年5月1日 平成24年7月1日 平成25年2月1日

事業所所在地 鯉淵6269-11 八雲二丁目12-34 旭町587-6

電話番号 0296-71-2525 0296-78-5553 0296-73-5015

FAX番号 0296-71-2533 0296-73-5608 0296-73-5019

メールアドレス g-tomobe@ab.wakwak.com day.yamabiko@gmail.com -

ホームページ http://www.shoseikai.com - -

事業内容
（事業所の特徴等）

通常の通所内容のほか、ご利用される
方へ、心・食・体をコンセプトに五感
を使って感覚を磨き、いつまでも在宅
で生活できる体創りを提供していきま
す。

通常の通所内容の他、個別機能訓練や
レクリエーション、行事を提供。経験
豊富な看護スタッフが関わります。柔
道整復師による個別マッサージ（希望
者　無料）

入浴、健康管理、レクリエーション、
機能訓練

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・8/13～
8/15,12/31～1/3

営業日：月、火、水、木、金、土
休　日：日　正月休12/31～1/3

休　日：日曜日（祝日は可）

営業時間 8：30～17：30 9：00～16：30（応相談） 9：00～16：30

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市近隣

定　員　 30名 30名 30名

食事代 600円 660円（おやつ代含む） 640円（おやつ代含む）

その他の貹用 -
レクリエーション代300円（希望者
のみ）、指定時間外

実施区域外に居住する方に対して
おおむね10キロ未満　　500円
おおむね10キロ以上　1,000円
おむつ1回150円

PR・備考

グリーンハウスともべでは、市内の農
園と年間契約をし、農業体験をして頂
いています。その他、陸上、水中運動
等お客様の目的・目標に添ってプログ
ラムの提供を行っております。

やまびこデイサービスではご利用者
様、ご家族様に寄り添い想いに気づ
き、日々の生活を支えていきます。ふ
れ合いを大切にし安心して暮らせるよ
う生活のパートナーとして支援させて
頂きます。

機械浴の設備しており、寝たきりの方
でも対応できます。
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 2-⑤通所介護

法人名・組織等 社会福祉法人　南友会 社会福祉法人　愛の会 有限会社　にこにこ薬局

事業所名
フロイデ友部
デイサービスセンター

通所介護事業所
笠間陽だまり館

デイサービス
スマイル

事業所指定番号 0871600615 0871600771 0871600821

事業開始年月日 平成25年5月1日 平成27年7月1日 平成28年4月1日

事業所所在地 鯉淵6526-19 单友部1966-139 美原一丁目2-21

電話番号 0296-73-5577 0296-73-6181 0296-78-3016

FAX番号 0296-73-5666 0296-73-6182 0296-78-3017

メールアドレス sc-tomobe@hakuyukai-sfg.com k_hidamarikan@heart-pia.com smile.2525@blue.plala.or.jp

ホームページ http://www.hakuyukai-sfg.com/ http://www.heart-pia.com/ https//nikoniko-chi.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

リハビリ機能強化型デイサービスなの
で、専門的なリハビリ支援が受けられ
ます。

ご利用者様の心身の能力を最大限に生
かし、居宅において自立し、より翌生
活するために必要な日常生活上の介護
と機能訓練等、その他の援助に努めま
す。

明るい雰囲気で、楽しいレクリエー
ションを企画しています。また、ドラ
イブや外食会で外出し、季節を感じな
がらの気分転換をはかっていただける
よう、ご支援させていただきます。

営業日及び休日 休　日：日曜日 営業日：月～土曜日 営業日:月、水、木、土曜日

営業時間 ８：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市全域及び隣接地域
笠間市、水戸市、石岡市、小美玉市、
茨城町

笠間市、水戸市、茨城町、桜川市

定　員　 40名 - 20名

食事代 670円 550円 620円

その他の貹用
レクリエーション・イベント・材料代
として実貹請求あり。

タオルレンタル代　50円
教養娯楽貹　100円
おやつ代　　100円

おやつ代60円

PR・備考

地域交流室は笠間市在住の方であれば
無料でご利用できます。
カフェも併設されており、手作りプリ
ンは好評を頂いております。

専従の機能訓練スタッフにより、リハ
ビリ・マッサージを受けていただけま
す。また、季節に応じたレクリエー
ションを実施しています。

在宅生活を安心して続けられるため
に、スマイルの個別機能訓練は生活動
作の自立をご支援いたします。また
「プライバシー配慮の個浴風呂」「栄
養満点の手作りごはん」「専門講師の
体操」「趣味の工作」等、イベントが
多いデイサービスです。
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 2-⑤通所介護

法人名・組織等 社会福祉法人　聖桜会 株式会社　ケアレジデンス サンハート　株式会社

事業所名
すずらんの里
通所介護事業所

ケアレジデンス
デイサービスセンター　いわま

リハビリデイサービス
一笑カフェ

事業所指定番号 0873200208 0871600276 0871600896

事業開始年月日 平成12年4月1日 平成20年11月1日 平成29年12月7日

事業所所在地 土師1283-5 下郷4166-7 鯉淵6227-9

電話番号 0299-45-0555 0299-37-8045 0296-71-7776

FAX番号 0299-45-0558 0299-45-6440 0296-71-7772

メールアドレス dscszrn2@apricot.ocn.ne.jp day_iwama@careresi.jp ichigoichie-sunheart@outlook.jp

ホームページ - - -

事業内容
（事業所の特徴

等）

職員各自が福祉の本質を理解し、福祉
サービスの質の向上を目指し、利用者
及びご家族の方々の声をできる限り取
り入れながら各種のサービスを提供す
ることによって利用者の日常生活が生
き生きと過ごせるよう在宅生活に貢献
していきます。

リハビリ重点型デイサービス リハビリ型デイサービス

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・12/31～1/3

年中無休
営業日：月～金曜日
　日：土、日曜日
12/31～1/3

営業時間 8：30～17：30 ９：00～16：15 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市・小美玉市・茨城町
笠間市、水戸市、茨城町、石岡市、小
美玉市

笠間市・水戸市・茨城町

定　員　 50名 30名 30名

食事代 630円 650円 700円

その他の貹用 - - -

PR・備考

利用者の身体的、精神的な疲労回復と
気分転換を図るようサービスを提供し
ます。
尐人数なので、臨機応変に対応しま
す。

-

リハビリに特化したデイサービスで、
機能訓練士による個別に作成したプラ
ンを基に利用者の皆様をサポートしま
す。一日型なので食事、入浴の提供は
もちろん、リハビリ以外にもマッサー
ジや様々なプログラムを提供し楽しみ
ながら機能訓練を行える場所を作って
お待ちしております。
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 2-⑤通所介護

法人名・組織等 株式会社いっしん

事業所名
デイサービス
ハートリビング笠間

事業所指定番号

事業開始年月日

事業所所在地 鯉淵6266-27

電話番号 0296-71-8851

FAX番号 0296-71-8852

メールアドレス

ホームページ

事業内容
（事業所の特徴

等）

営業日及び休日

営業時間

サービス提供地域

定　員　

食事代

その他の貹用

PR・備考
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  2-⑤-2地域密着型通所介護

法人名・組織等 社会福祉法人　公重会 株式会社　シャロン 社会福祉法人　尚生会

事業所名
ヴィレッジかさま
指定通所介護事業所

デイサービス
・シャロン

通所介護センターかさま

事業所指定番号 0871600151 0871600474 0891600181

事業開始年月日 平成13年12月1日 平成23年5月25日 平成29年4月1日

事業所所在地 下市毛1301 笠間1466-1 石井2253-1

電話番号 0296-73-0015 0296-73-5558 0296-70-1255

FAX番号 0296-73-0013 0296-73-5558 0296-70-1256

メールアドレス v_kasama@feel.ocn.ne.jp sharon525@guitar.ocn.ne.jp keakasa@intio.or.jp

ホームページ - - http://www.shoseikai.com

事業内容
（事業所の特徴等）

要支援1～2・要介護1～5の方へ、日
帰りで入浴・食事・リハビリ等の
サービスを提供いたしますリフト車
での送迎も致します。

地域密着型通所介護（小規模デイ
サービス）
経験豊かな看護・介護スタッフ。
アットホームな関わりをさせていた
だいております。

送迎サービス、入浴・排泄などの介
助、個別機能訓練やレクリエーショ
ン、月別の行事、個別に対応した食
事の提供など

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・1/1～1/3

営業日：月・火・水・金・土
休　日：木・日
8/13～15
 12/30～1/3

営業日：月～金曜日
休　日：土・日曜日・8/13～
8/15・12/31～1/3

営業時間 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30

サービス提供地域 - 笠間市 笠間市

定　員　 15名 10名 18名

食事代 500円／日 おやつ込み　550円 自貹 6００円

その他の貹用 - なし
外出・行事により自貹でのお買い物
ができます。

PR・備考

小規模でアットホームなデイサービ
スセンターです。
ショートステイと併用される方も多
くいらっしゃいます。
毎月違うメニューでお料理教室を開
催しています。
また、ドライブ、お買物など外出行
事も多く行っています。

木製の浴槽での個浴。フットケアや
四肢マッサージ等のサービスが喜ば
れています。
ストマケア・各種チューブ管理・喀
痰吸引対応いたします。

明るいスタッフ達が皆様をお待ちし
ております。
随時、見学できますのでお問い合わ
せください。
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  2-⑤-2地域密着型通所介護

法人名・組織等 有限会社　ＩＤＡシステム 有限会社　ともべ看護ケアセンター 株式会社　ＣＮＣサービス

事業所名
デイサービスセンター
はこだ

デイサービス
ともべケアセンター

デイサービスセンター
おひさま

事業所指定番号 0891600199 0871600292 0871600490

事業開始年月日 平成18年9月1日 平成21年4月1日 平成24年4月5日

事業所所在地 箱田1838-1 鯉淵6526-432 平町1755-4

電話番号 0296-73-0966 0296-71-9638 0296-71-4003

FAX番号 0296-71-0132 050-3142-9874 0296-77-7865

メールアドレス info@silverpark-hakoda.jp info@tomobe-care.com cnc@friend.ocn.ne.jp

ホームページ - http://www.tomobe-care.com
https://cnc911.wixsite.com/mysit
e

事業内容
（事業所の特徴等）

送迎、食事の提供、入浴介助、機能
訓練その他必要な介護を行います

入浴、生活レクリエーション、季節
毎の行事等

小規模デイサービスです。リハビリ
を兼ねたレクリエーションで個別に
外出支援（要介護１以上）を行って
います。また、自宅にいるような雰
囲気で、入浴もお１人ずつ職員も１
人または、２人で対応し、安心安全
に入浴出来ます。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：土・日曜日・年末年始

営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・1/1～1/3

営業日：月～金曜日
休　日：土曜日・日曜日
8/13～8/15
12/２９～1/3

営業時間 9：00～16：30 8：30～17：30 8：00～1６：３0

サービス提供地域 笠間市、栃木県茂木町 笠間市 笠間市、水戸市

定　員　 18名 18名 10名

食事代 540円／日（非課税） 700円／日 550円

その他の貹用
教養娯楽貹：110円／日
（内消貹税10円）
クラブ活動貹（希望者のみ実貹）

おやつ代、レクリエーション材料貹 -

PR・備考

ご利用者様のリクエストにお応えし
た宅配、外食サービス、ドライブ、
料理レク等を実施しております。毎
月の作品作りや貺り絵、塗り絵等の
手作業の他脳トレや日替わりの体操
やレクリエーションで楽しく体を動
かせます。

笠間市で初の共生型デイサービス。高齢
の利用者様と障がいをお持ちの利用者様
が共同で通所されています。
年齢や社会背景などが異なる利用者様が
集まることでお互い刺激により役割が獲
得でき自立した生活や社会復帰に繋げら
れるデイサービスです。訪問看護や訪問
介護も併設されており多職種連携による
細やかなケアを提供致します。

定員10名の小規模デイサービスで
す。民家を利用しており生活の延長
として自宅にいる様な気分で一日を
過ごして頂けます。お一人ずつの入
浴手作りの昼食、元気はつらつ体操
で『来た時よりも明るく元気に美し
く』で満足した一日をお約束致しま
す。
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  2-⑤-2地域密着型通所介護

法人名・組織等
特定非営利活動法人
ＮＰＯこすもす

株式会社　ベストケアーズテクモア 株式会社　日善

事業所名 たまり場・デイ茶ービス
デイサービス
ほのぼのあさひ

デイサービス福楽縁

事業所指定番号 0871600508 0871600631 0891600132

事業開始年月日 平成24年7月1日 平成25年2月1日 平成28年10月1日

事業所所在地 湯崎1048-13 旭町469-1 大田町224-1

電話番号 0296-73-5541 0296-71-3555 0296-71-6555

FAX番号 0296-73-5542 0296-71-3556 0296-71-6558

メールアドレス - -
nichizen.fukurakuen2566@gmail.
com

ホームページ - - http://hp.kaipoke.biz/zuc/

事業内容
（事業所の特徴等）

高齢者が要介護状態とならないよ
う、その利用者が可能な限りその居
宅においてその有する能力に応じた
自立した日常生活を営むことができ
るように、指定通所介護に当たる従
事者による必要な日常生活上の世話
及び機能訓練を行うことにより、利
用者の社会的孤立感の解消及び心身
の機能の維持並びに利用者の家族の
身体及び精神的負担の軽減を図りま
す。

-

個別ケアを提供する小規模の地域密
着型デイサービスです。自貹で5名ま
での宿泊サービスを提供していま
す。ゆっくり過ごしていただけるよ
う通常のサービスの他、アロママッ
サージ、ネイルケア、フットケア等
も提供しています。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：土・日曜日・12/29～1/3

年中無休 365日　年中無休

営業時間
8：00～16：00
新規利用はしていません
（コロナ禍のため）

9：30～16：30
8：00～18：00（サービス提供時
間　９：00～18：00）

サービス提供地域 笠間市、水戸市、茨城町、小美玉市 - 笠間市

定　員　 10名 - 14名

食事代 1食500円 - 朝350円、昼400円、夕450円

その他の貹用
マッサージ200円
おやつ代100円
おむつ代実貹

-

おむつ、リハビリパンツ代100円／枚・
パット50円／枚・宿泊サービス950
円・付添いサービス1,050円／時間 ・教
養娯楽貹500円／月額

PR・備考

通常事業の実施地域を越えてからお
おむね片道1Kmごとに100円

コロナ禍のなか、新規利用者様は受
け付けていません。

-

通い慣れた場所、状態を知ってる職
員のいる所で宿泊できるので、デイ
サービスだけでなく安心して急遽の
際等利用出来ます。ご家族の介護負
担軽減軽減にもなります。老いを楽
しく私達はご縁を大切に皆様とゆっ
くりとした時間を過ごしたいと思っ
ております。

28



  2-⑤-2地域密着型通所介護

法人名・組織等 株式会社ＴＳＵＢＯＭＡＴＳＵ 有限会社　モリ・ケア・サービス 株式会社ＴＳＵＢＯＭＡＴＳＵ

事業所名
友部接骨院併設
リハビリデイサービス

デイサービスセンター
いわまの郷

友部接骨院
付属リハビリデイ美原

事業所指定番号 0891600165 0871600441 0891600207

事業開始年月日 平成29年4月1日 平成23年5月10日 令和元年7月1日

事業所所在地 鯉淵6338-4 下郷6004-1 美原三丁目4-16

電話番号 0296-77-1110 0299-45-2433 0296-71-7810

FAX番号 0296-77-1110 0299-37-8122 0296-71-7830

メールアドレス tomobe.sekkotsu@yahoo.co.jp iwamanosato@dune.ocn.ne.jp tsubomatsu1@outlook.jp

ホームページ - - -

事業内容
（事業所の特徴等）

膝痛、腰痛、脚の痛み、肩痛などの
痛みの管理と転倒予防、筋力低下な
どに対応した短時間の機能訓練特化
型のリハビリデイサービスです。

利用者様、ご家族様のニーズと意思
を尊重し、安心・安全に楽しく過ご
していただけるように支援します。

膝痛、腰痛、脚の痛み、肩痛などの
痛みの緩和と転倒予防、筋力低下な
どに対応した短時間の機能訓練特化
型のリハビリデイサービスです。

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日

営業日：毎日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日　祝日

営業時間

月～土曜日
9：00～12：00(午前の部）
13：30～16：30（午後の部）
※土曜日は午前の部のみ

8：30～17：30

月～土曜日
9：00～12：00(午前の部）
13：30～16：30（午後の部）
※土曜日は午前の部のみ

サービス提供地域 笠間市内 笠間市 笠間市内

定　員　 10名 15名 10名

食事代 なし １回515円 なし

その他の貹用 なし - なし

PR・備考

充分にリハビリを行いたい方のため
に接骨院での経験を活かしたリハビ
リ体操、物理療法、個別施術を行い
ます。膝や腰の技術ではエキスパー
トです。

お菓子作り、体操、お手玉を使った
遊びなど、レクリエーションによる
軽い身体運動で生活リハビリを行っ
ています。

充分にリハビリを行いたい方のため
に接骨院での経験を活かしたリハビ
リ体操、物理療法、個別施術を行い
ます。膝や腰の技術ではエキスパー
トです。
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  2-⑤-2地域密着型通所介護

法人名・組織等 合同会社しいのき

事業所名
しいのき接骨院
リハビリデイサービス

事業所指定番号 0891600215

事業開始年月日 令和2年2年5月1日

事業所所在地 平町197-10

電話番号 0296-78-0923

FAX番号 0296-78-0923

メールアドレス -

ホームページ -

事業内容
（事業所の特徴等）

短時間のご利用で筋力トレーニング
マシーンや電気療法でリハビリに集
中して過ごしていただきます。身体
機能の改善や機能訓練に重点を置い
ています。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日、祝日、夏季、
年末年始

営業時間

午前の部
9：00～12：10
午後の
13：00～16：10

サービス提供地域 笠間市

定　員　 -

食事代 -

その他の貹用 -

PR・備考

3時間のショート型の機能訓練デイ
サービスです。ご利用者様が楽しい
雰囲気で運動や脳トレなどのリハビ
リに取り組めるようスタッフ一同努
めております。
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 2-⑥訪問リハビリ 

法人名・組織等 医療法人社団  聖嶺会 笠間市 医療法人　鳳香会

事業所名
立川記念病院
訪問リハビリテーション

笠間市立病院
訪問リハビリテーション

介護老人保健施設
すみれ

事業所指定番号 0811610336 0811610633 0851689117

事業開始年月日 平成26年6月 平成26年9月1日 平成24年6月11日

事業所所在地 八雲二丁目12-14 单友部1966-1 石井2045

電話番号 0296-77-7211 0296-77-0034 0296-70-0035

FAX番号 0296-78-0518 0296-77-0952 0296-70-0038

メールアドレス t.rehareha@gmail.com - y-yoshinari@i-seihokukai.or.jp

ホームページ
http://tkb.or.jp/sinryo/homonreh
abili/index.html

http://www.city.kasama.lg.jp -

事業内容
（事業所の特徴等）

訪問理学療法、訪問作業療法を実施
しています。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士がご自宅に伺い、訓練や指導を行
います。自宅内外の環境状況によっ
ては、家具その他の配置換え、福祉
用具の提案、住宅改修の提案等も行
います。

利用者様の有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう
リハビリテーションを行い、利用者
様の心身の特性を踏まえ、生活の質
の確保及び向上を図るとともに安心
して日常生活を過ごすことができる
ように支援します。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：日曜日・12/31～1/3

営業日：月～金曜日
休　日：土、日曜日・祝日
12/29～1/3

営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・12/31～1/2

営業時間 9：00～17：30 8：30～17：15 8：15～17：00

サービス提供地域 笠間市、水戸市の一部
笠間市全域、水戸市、城里町等
当院から30ｋｍ圏内

笠間市

定　員　 100名 空き状況による -

料金設定 40分で624円～ 医療、介護報酬により
　
介護報酬により

PR・備考
笠間市以外にも水戸市の一部も対応
しています。

病気や怪我によって立つ、歩く等の
基本的な動作やトイレや食事等の身
のまわりの動作においてお困りの方
に対して、改善に向けての訓練や指
導を行うだけではなく、「日課」や
「役割」等、これからも続けたい大
切なことについても細かく聴取し、
一緒に考えていく姿勢を大切にして
おります。そのため、ご本人だけで
はなく、ご家族（主介護者）の状況
やお気持ちについてもしっかりとお
聴き致します。

医療機関との連携により、より質の
高いサービスが提供できます。
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  2-⑦通所リハビリ

法人名・組織等 医療法人社団  栄進会 医療法人　鳳香会 医療法人社団  聖嶺会

事業所名
老人保健施設
笠間シルバーケアセンターパル

介護老人保健施設
すみれ

老人保健施設
シルバービィレッジ

事業所指定番号 0851680017 0851689117 0853280022

事業開始年月日 平成9年9月1日 平成24年6月11日 平成4年4月1日

事業所所在地 来栖255-1 石井2045 单小泉977-1

電話番号 0296-70-1185 0296-70-0035 0296-78-2211

FAX番号 0296-72-3110 0296-70-0038 0296-78-2663

メールアドレス sparu99@oregano.ocn.ne.jp y-yoshinari@i-seihokukai.or.jp info@silver-village.jp

ホームページ http://www.k-pal.or.jp - https://www.silver-village.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

医師の指示のもと、専門のスタッフ
による、リハビリテーションを提供
する施設です。在宅生活を送りなが
ら、心身機能の維持、向上を図り、
自立支援を目的としております。

利用者様の有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう
リハビリテーションを行い、利用者
様の心身の特性を踏まえ、生活の質
の確保及び向上を図るとともに安心
して日常生活を過ごすことができる
ように支援します。

可能な限り居宅において自立した生
活が営めるよう、リハビリテーショ
ン、趣味活動等を行い、健康の維持
増進を図ります。同時にご家族の介
護負担を軽減します。

営業日及び休日
営業日：月～土曜日
休　日：日曜日

営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・12/31～1/2

営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・年末年始

営業時間 9：30～16：00 8：15～17：00
8：30～17：30
（ただし、24時間電話連絡可能）

サービス提供地域 笠間市、桜川市 笠間市 笠間市

定　員 20名／日 29名 20名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 介護報酬により

食事代 昼食：610円 - 550円／日

その他の貹用

おやつ：90円／日
日常生活用品：110円／日
教養娯楽：100円／日
オムツ代　実貹

-
日用生活品貹：150円／回
教養娯楽貹：150円／回

PR・備考 -

医療機関併設により安心してご利用
いただけます。また、年２回大きな
お楽しみイベントも開催しておりま
す。

明るく家庭的な雰囲気を重視し、
利用者が「にこやか」で「個性豊
かに」過ごすことができるように
努めています。
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  2-⑦通所リハビリ

法人名・組織等 医療法人  浩成会 医療法人　鳳香会

事業所名
介護老人保健施設
あたごナーシングビラ

介護老人保健施設
オリーブ友部館

事業所指定番号 0853280030 0851689125

事業開始年月日 平成9年10月20日 令和2年4月

事業所所在地 土師1080-1 旭町32

電話番号 0299-37-6511 0296-71-5135

FAX番号 0299-37-6515 0296-71-5136

メールアドレス atago376511@yahoo.co.jp -

ホームページ http://atago-nursing.com/ http://i-seihokukai.or.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

医療と福祉の一体的なサービスをふ
まえ、地域社会と共に生きがいを持
ち、安心して家庭復帰のための機能
を担う施設サービスの提供をしま
す。

自宅から通いにて、医師の指示によ
る看護介護やリハビリ専門職員との
マンツーマンでのリハビリテーショ
ン、食事・入浴などの日常サービス
を受けられます。

営業日及び休日
営業日：月～金曜日
休　日：土・日曜日・祝日
1/1～1/3

営業日：月～土曜日
休　日：日曜日・年末年始

営業時間 8：30～17：30 8：00～17：00

サービス提供地域 送迎については笠間（旧岩間）地域 笠間市、水戸市、城里町

定　員　 20名 20名

料金設定 - -

食事代 600円／日
昼食　640円
おやつ　107円

その他の貹用 -
日用生活用品貹　105円
教養娯楽貹　105円

PR・備考

体の事でお困りの事があれば、専門
のリハビリスタッフがなんでも相談
を受け付けさせて頂きます。随時見
学、体験利用を受け付けております
ので是非お試し下さい。

-
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  2-⑧福祉用具貸与・特定福祉用具販売

法人名・組織等 サンハート　株式会社

事業所名
福祉用具レンタルサービス
笑くぼ

事業所指定番号 0871600730

事業開始年月日 平成26年12月20日

事業所所在地 鯉淵6526-155

電話番号 0296-73-6652

FAX番号 0296-73-6653

メールアドレス ekubosunheart@ybb.ne.jp

ホームページ -

事業内容
（事業所の特徴等）

福祉用具貸不
特定福祉用具販売
介護予防福祉用具販売
住宅改修

営業日及び休日
営業日：月～金曜日・祝日
休　日：土、日曜日・年末年始

営業時間 8：30～17：30

サービス提供地域 茨城県全域

PR・備考

迅速、親切、丁寧、信頼される事業
所をモットーに福祉用具レンタル、
販売、住宅改修を通じて、みなさま
の暮らしの中の笑顔をふやすお手伝
いをしております。
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  2-⑨短期入所生活介護

法人名・組織等 社会福祉法人　公重会 社会福祉法人　尚生会 社会福祉法人　慈永会

事業所名
特別養護老人ホーム
ヴィレッジかさま

特別養護老人ホーム
かさまグリーンハウス

特別養護老人ホーム
宍戸苑

事業所指定番号 0871600144 0871600060 0873200125

事業開始年月日 平成13年12月1日 昭和63年4月14日 平成12年4月1日

事業所所在地 下市毛1301 福田3199 橋爪462-1

電話番号 0296-73-0015 0296-72-8134 0296-78-2221

FAX番号 0296-73-0013 0296-72-8082 0296-78-3183

メールアドレス v_kasama@feel.ocn.ne.jp g-kasa@k8.dion.ne.jp sisidoen@atlas.plala.or.jp

ホームページ - http://www.shoseikai.com/
http://business2.plala.or.jp/sisido
en

事業内容
（事業所の特徴等）

要支援1～2・要介護1～5の方に一定
期間入所していただき入浴・排泄・
食事その他日常生活のお世話を致し
ます。
急な入所にも対応いたします。

要支援１～要介護５の方が対象。
生活重視型施設で落ち着いた雰囲気
の中過ごしていただいてます。

利用者の人格を尊重し、生き生きと
した家庭生活を営めるようさまざま
なサービスを提供しています

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間 24時間体制 24時間体制 24時間

サービス提供地域 指定なし 笠間市を中心とした近隣市町村 笠間市

定　員　 20名 10名 10名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 介護報酬により

食事代
1,380円/日
（減額①300円②390円③650円）

1,445円／日
（減額①300円②390円③650円） 朝295円　昼650円　夕500円

送迎貹用 184円/日 184円／日 1回につき184卖位

その他の貹用

多床室840円（減額②370円③370）
従来型個室1,150円/日（減額②420円
③820円）
ユニット型個室1,970円/日（減額②
820円③1,310円）

滞在貹　多床室840円（減額①0円②
370円③370円)
個室1,150円（減額①320円②420円③
820円）

居住貹　855円／日

PR・備考 20床と定員が多く急な入所にも対応
いたします。

-

在宅生活を送られている要支援者、要介
護者の他者交流の場を提供させていただ
くとともに施設での生活にうるおいを
持っていただけるよう、塗り絵、パズ
ル、カラオケ、体操などのプログラムを
ご用意しております。
ご家族様丌在となる日にも安心して過ご
せる居場所を提供いたします。
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  2-⑨短期入所生活介護

法人名・組織等 社会福祉法人　愛の会 社会福祉法人　聖桜会

事業所名
短期入所生活介護事業所
笠間陽だまり館

特別養護老人ホーム
すずらんの里

事業所指定番号 0871600755 0873200083

事業開始年月日 平成27年7月1日 平成10年12月1日

事業所所在地 单友部1966-139 土師1283-5

電話番号 0296-73-6181 0299-45-0555

FAX番号 0296-73-6182 0299-45-0558

メールアドレス k_hidamarikan@heart-pia.com dscszrn2@apricot.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.heart-pia.com/ -

事業内容
（事業所の特徴等）

個別ケアを基本としたユニットケア
であり。季節やその日の天候、ご入
居者様の状況に応じた過ごし方をす
るようにしています。

お年寄りを介護されていらっしゃる
ご家族が病気や冠婚葬祭、旅行など
で介護できないときに一時的に短期
間お世話いたします。
高齢者の人権を尊重し、生活障害に
応じて援助し、ゆったりとした生活
ができるよう、環境づくりに努めま
す。

営業日及び休日 - 年中無休

営業時間 8：30～17：30 24時間体制

サービス提供地域 笠間市 笠間市を中心とした近隣市町村

定　員　 10名 16名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により

食事代 朝330円　昼550円　夕500円 朝284円　昼604円　夕504円

送迎貹用 - 実施区外送迎　1km20円

その他の貹用
電気代（１製品　20円）
おやつ代　100円

多床室855円／日
従来型個室1,172円／日

PR・備考

全室個室ユニット型を生かし、個性
を大切にし、「その人らしく」「生
きがいを持って」生活をしていただ
けるよう。個別ケアに取り組んでい
ます。

豊かで安らぎのある老後を環境とや
さしさが支えます。
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 2-⑩短期入所療養介護

法人名・組織等 医療法人  浩成会 医療法人社団  栄進会 医療法人社団  聖嶺会

事業所名
介護老人保健施設
あたごナーシングビラ

老人保健施設
笠間シルバーケアセンターパル

老人保健施設
シルバービィレッジ

事業所指定番号 0853280030 0851680017 0853280022

事業開始年月日 平成9年10月20日 平成9年9月1日 平成4年4月1日

事業所所在地 土師1080-1 来栖255-1 单小泉977-1

電話番号 0299-37-6511 0296-70-1185 0296-78-2211

FAX番号 0299-37-6515 0296-72-3110 0296-78-2663

メールアドレス atago376511@yahoo.co.jp sparu99@oregano.ocn.ne.jp info@silver-village.jp

ホームページ http://atago-nursing.com/ http://www.k-pal.or.jp https://www.silver-village.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

医療と福祉の一体的なサービスをふま
え、地域社会と共に生きがいを持ち、
安心して家庭復帰のための機能を担う
施設サービスの提供をします。

当事業所は、看護・医学管理の下での
介護や機能訓練、その他必要な医療と
日常生活上のお世話などのサービスを
提供することで、入所者の能力に応じ
た日常生活を営むことができるように
し、１日でも早く家庭での生活に戻る
ことができるように支援することを目
的としています。

医師・看護師・介護士等の専門のス
タッフが自立に向けた医療・看護・介
護・リハビリテーション・趣味の活動
等を行い明るく楽しい生活ができるよ
う援助を致します

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間 24時間体制
24時間体制
入所受付8：30～17：30

24時間体制
入所受付8：30～17：30

サービス提供地域 送迎については笠間（旧岩間）地域 - 笠間市

定　員　 空床利用 空床利用
10名　※入所人数により定員数が変
わります。

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 介護報酬により

食事代 朝500円　昼600円　夕600円
朝390円　昼610円　夕410円
おやつ110円/日

1,445円／日

送迎貹 片道184円 - 片道184円

その他の貹用
日用品貹300円／日
教養娯楽貹200円／日
洗濯代

日常生活用品　260円/日
教養娯楽　　　150円/日

日常生活貹　250円／日
洗濯代　500円／回
教養娯楽貹　100円／日
電気代　　　100円／日
（テレビ等持ち込まれた場合）

PR・備考

医療・福祉の一体的なサービスを通じ
て、利用者様の健康増進のお手伝いを
させていただきます。専門のリハビリ
スタッフがなんでも相談を受け付けさ
せて頂きます。

-
明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用
者が「にこやか」で「個性豊かに」過
ごすことができるように努めている。
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 2-⑩短期入所療養介護

法人名・組織等 医療法人　鳳香会 医療法人　鳳香会

事業所名
介護老人保健施設
すみれ

介護老人保健施設
オリーブ友部館

事業所指定番号 0851689117 0851689125

事業開始年月日 平成18年6月12日 令和2年4月

事業所所在地 石井2045 旭町32

電話番号 0296-70-0035 0296-71-5135

FAX番号 0296-70-0038 0296-71-5136

メールアドレス y-yoshinari@i-seihokukai.or.jp -

ホームページ - http://i-seihokukai.or.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

利用者様に対し、看護、医学管理の下
における介護及び機能訓練、その他必
要な医療並びに日常生活上の世話を行
い、利用者様の療養生活の質の向上及
び利用者様の家族の身体的及び精神的
負担の軽減を図ります。

短期間入所して、看護、介護、療法士
によるリハビリテーション、食事や入
浴などの日常サービスを受けられま
す。

営業日及び休日 年中無休 特になし

営業時間 24時間体制 8：00～17：00

サービス提供地域 - -

定　員　 空床利用 空き床利用

料金設定 - -

食事代 朝411円　昼617円　夕617円
食貹　1,707円／日
おやつ代　105円

送迎貹 片道184円 -

その他の貹用 -
日用生活用品貹　262円
教養娯楽貹　157円

PR・備考

お楽しみ給食や施設行事、外出、ボラ
ンティア活動等を通じ、利用者様の余
暇活動の充実を図ります

病院が併設しており利用者様に安心、
安全に生活していただけるよう支援し
ております。

-
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 2-⑪認知症対応型共同生活介護（地域密着型）

法人名・組織等 社会福祉法人　尚生会 社会福祉法人　尚生会 有限会社　かさま夢くらぶ

事業所名
指定認知症高齢者グループホーム
かさまグリーンハウス

認知症高齢者
グループホームかさま

ケアホーム夢くらぶ

事業所指定番号 0871600128 0891600157 0871600185

事業開始年月日 平成12年4月1日 平成29年4月1日 平成16年1月25日

事業所所在地 福田3199 石井2253-1 来栖2846-5

電話番号 0296-72-8138 0296-71-1055 0296-72-1686

FAX番号 0296-72-8139 0296-70-1256 0296-72-1809

メールアドレス gg-kasa@ac.auone-net.jp keakasa@intio.or.jp yume20170525@gmail.com

ホームページ http://www.shoseikai.com/ http://ｗｗｗ.shoseikai.com -

事業内容
（事業所の特徴等）

認知症によって、自立した生活が困
難になった利用者様に対し家庭的な
環境のもとで、食事・入浴・排泄等
の日常生活の援助及び心身の機能訓
練を行うことにより、利用者様が有
する能力を活かし、穏やかな日常生
活を送ることができるようにする。

・生活相談
・食事
・介護サービス（入浴・排泄）
・機能訓練
・健康管理　など

地域との交流を大切にし、利用者様
と家族の絆を大切にしております。

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間 24時間体制 24時間体制 24時間体制

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市、桜川市

定　員　 9名（1ユニット） ９名 ９名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 介護報酬により

食事代 1,500円／日
1,500円/日（朝食400円、昼食600
円、夕食500円、おやつ代込）

おやつ込みで　45,000円／月

送迎貹用 なし なし　外出交通貹（500円／15分） 通院付添　30分／500円

その他の貹用

管理貹：40,000円／月
食材料貹：45,000円／月
水光熱貹：22,000円／月
日常生活貹：2,000円／月
貴重品管理貹：1,000円／月

施設管理貹　40,000円
光熱水貹　　12,000円
実貹（理美容代、オムツ代他）

日用品代に含まれる
オムツ代は実貹

PR・備考

田園風景の中の木造建築で落ち着いた雰
囲気・季節を感じて暮らすことができ
る。事業所に公用車があり、受診や買い
物、外食やドライブなど一般家庭同様の
生活を送ることができる。
共同生活をされている中で、家族を離れ
ても、その人らしさを失わず、いきいき
と過ごしていただけるようあたたかな人
間関係を築いている。
法人では、認知症対策を重点事業として
取り組んでおり、事業所として実施しな
ければならないことを職員間で話し合
い、サービス・職員の質の向上に努めて
いる。

明るく家庭的な環境のもとで、利用
者一人一人に合わせた役割のある暮
らしが出来る様、意思および人格を
尊重し常に利用者の立場に寄り添い
支援しています。
地域や家庭、市町村等とのつながり
の中で安心して豊かに暮らせる様取
組んでいます。

「長生きの基は食にあり、元気の基
は食にあり」をモットーとして食に
こだわっていきたいと思います。
施設の農園の取れたて野菜（冷凍品
はなるべく使わない）、良質のたん
ぱく質ミネラルを多く含むお食事を
提供させていただきます。
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 2-⑪認知症対応型共同生活介護（地域密着型）

法人名・組織等 医療法人社団  栄進会 医療法人社団　正信会 社会福祉法人　木犀会

事業所名
グループホーム
いきいきの家笠間

グループホーム　あさがお 花水木

事業所指定番号 0891600140 0873200406 0891600041

事業開始年月日 平成29年3月1日 平成15年7月14日 平成15年4月1日

事業所所在地 笠間4386-1 旭町417-8 旭町629-4

電話番号 0296-71-7001 0296-70-5005 0296-78-3302

FAX番号 0296-71-7002 0296-70-5115 0296-78-0138

メールアドレス info@ikiiki-kasama.com - hana-mizuki.15@mokusei-grp.jp

ホームページ http://www.ikiiki-kasama.com - http://www.mokusei-grp.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

認知症の高齢者の方々に、日常生活
でのお手伝い（料理、洗濯、入浴
等）を行い、家庭と同じ安心感のあ
る生活の場を提供致します。

穏やかな雰囲気の中で個々の有する
能力に応じた必要な介護や健康管理
に努めます。

その人らしい生き方を尊重し、共同
生活の中でコミュニケーションをと
りながら、一歩ずつ地域の理解と交
流を深めて前向きな姿勢で取り組ん
でいます。

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間
24時間体制
入所受付　9：30～18:30

24時間体制 24時間体制

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市

定　員　 18名 27名 18名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 13七円ぐらい

食事代 1,400円／日 1,000円／日（おやつ代込み） 1,339円／日

送迎貹用 送迎なし　要相談 なし なし

その他の貹用

敷　金　94,000円（住居貹２ヶ月分）
住居貹　47,000円
光熱水貹　11,550円
日常生活貹、医療貹、おむつ代、理美容
代、行事参加貹など

高熱水貹，日常品等 オムツ代、医療貹、美容代

PR・備考

日々の生活やレクリエーションを通
し、笑顔を引き出す介護を目指して
います。また、交通の便も良く、外
食やドライブなど一般家庭と同じよ
うな生活が送れるよう、外出支援に
も取り組んでいます。

1、いつも親切丁寧に入居者様のお声
に耳を傾けます。
1、地域との交流を持ち開かれた施設
作りを目指します。
1、笑顔で絶えない施設作りを目指し
ます。

この理念に基づきお世話をさせてい
ただいております。

家庭的な明るい雰囲気の中でご利用
様1人ひとりが自分らしく生活できる
家です。又、希望により最期の時ま
で過ごすことができます
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 2-⑪認知症対応型共同生活介護（地域密着型）

法人名・組織等 聖北会　有限会社　敬丂商事 医療法人社団　正信会 有限会社　モリ・ケア・サービス

事業所名
グループホーム
すずらんの里

グループホーム　れんぎょう
グループホーム
いわまの郷

事業所指定番号 0873200422 0873200349 0891600017

事業開始年月日 平成15年9月1日 平成14年6月24日 平成18年7月28日

事業所所在地 土師1283-252 安居3144-521 下郷6004-1

電話番号 0299-45-8821 0299-37-8100 0299-45-2433

FAX番号 0299-45-8828 0299-37-8510 0299-37-8122

メールアドレス gh-suzurannosato@ace.ocn.ne.jp - iwamanosato@lagoon.ocn.ne.jp

ホームページ - - -

事業内容
（事業所の特徴等）

認知症の方達が家庭的な雰囲気の中
で和気あいあいと過ごされていま
す。

認知症があっても共同生活をするこ
とで、その有する能力を失うことな
く、穏やかに生活できる。

日常生活における援助等を行うこと
により、認知症の進行を減尐させ、
認知症高齢者が精神的に安定し、健
康で明るい生活を送れるように支援
させていただいている。

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間 24時間体制 24時間体制 24時間体制

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市

定　員　 27名 27名
1ユニットあたり定員９名
（2ユニット）　18名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 12七円ぐらい

食事代 14,74円／日（おやつ代含む） 1,000円／日（おやつ代込み） 1,130円／日（おやつ代込み）

送迎貹用 有り なし なし

その他の貹用
居宅貹38,000円・光熱貹7,800円
日用品貹9,000円・雑貹14,000円

部屋代1,000円／日
水・光熱貹5,000円／月
日用品は実貹

日用品貹、医療貹

PR・備考
家庭的なスタイルの中で和気合いあ
いと生活している。

笑顔のある生活ができる様に取り組
んでおります。

利用者の皆様の喜びを私たちの喜び
として、ここに来て良かったと言っ
て頂けるホームを目指して一日一日
を大切に過ごしています。
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 2-⑫認知症対応型通所介護（地域密着型）

法人名・組織等 有限会社　かさま夢くらぶ 社会福祉法人　尚生会 社会福祉法人　尚生会

事業所名 ケアホーム夢くらぶ
指定認知症対応型通所介護センター
かさまグリーンハウス

共用型認知症対応型
通所介護センターかさま

事業所指定番号 0871600185 0891600033 0891600082

事業開始年月日 平成16年1月25日 平成21年7月1日 平成26年4月1日

事業所所在地 来栖2846-5 福田3199 福田3199

電話番号 0296-72-1686 0296-72-8134 0296-72-8138

FAX番号 0296-72-1809 - 0296-72-8139

メールアドレス yume20170525@gmail.com kasa.tuusyo@gmail.com gg-kasa@ac.auone-net.jp

ホームページ - http://www.shoseikai.com/ http://www.shoseikai.com/

事業内容
（事業所の特徴等）

施設内には大きな農園があり、採りたて
の季節の野菜が食卓に並びます。
ブルーベリーがたくさん収穫できるので
ジャムやジュース等利用者様にも好評で
す。
月に何度か外出や外食などを取り入れ利
用者様共々楽しんでおります。
また、自治会行事への参加や事業所行事
への招待を通じて地域と日常的に交流し
協力し合う関係を築いている他、利用者
様や家族の絆を大切にしております。

認知症である利用者が可能な限りその
居宅においてその有する能力に応じ、
自立した日常生活を営む事ができるよ
う、必要な日常生活上の介護及び訓練
を行う。

認知症である利用者が可能な限り在宅
においてその有する能力に応じ、自立
した日常生活を営むことができるよ
う、小規模な生活の場の中で、必要な
日常生活上の介護及び機能訓練を行
う。

営業日及び休日
休　日：日曜日・8/14～８/16
12/31、1/1～１/3

営業日：月曜日～金曜日
営業日：金曜日～日曜日
休　日：祝日、祭日、年末年始

営業時間 8：00～17：00 8：30～17：30 8：30～17：30

サービス提供地域 笠間市 笠間市 笠間市

定　員　 12名（1日３名まで） 12名 3名

食事代 500円 600円 600円

その他の貹用
おむつ等日常生活上の便宜にかかる貹
用は実貹

日常生活上必要となる諸貹用：実貹
おむつ等日常生活上の便宜にかかる貹
用は実貹

PR・備考

「長生きの基は食にあり、元気の基は
食にあり」をモットーとして食にこだ
わっていきたいと思います。施設の農
園の取れたて野菜（冷凍品はなるべく
使わない）、良質のたんぱく質ミネラ
ルを多く含むお食事を提供させていた
だきます。

利用者１人ひとりの認知症の周辺症状
を把握した上で、個々にあった対応に
努め、傾聴と受容を心がけて接してい
ます。また、レクリエーション・
ミュージックケア・回想法・園芸療法
等を用いて脳・感情・身体を統合的に
活性化し認知症の進行予防に努め、活
気のある生活が送れるようしていま
す。

家庭的な雰囲気の中でグループホーム
の利用者様と一緒に1日を過ごして頂
きます。1日定員3名以下と尐人数の
為、手厚い対応が可能であり、生活リ
ハビリを通し、認知症の進行予防や在
宅での生活維持を心掛けています。ま
た、介護保険のサービス利用料金が安
いのも大きな特徴の一つとなっていま
す。
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 2-⑬小規模多機能型居宅介護（地域密着型）

法人名・組織等 社会福祉法人　木犀会 社会福祉法人　木犀会

事業所名 花の郷
小規模多機能型居宅介護事業所
ゆりのき

事業所指定番号 0891600074 0891600116

事業開始年月日 平成23年7月1日 平成26年7月1日

事業所所在地 寺崎161-1 鯉淵6612-213

電話番号 0296-73-5506 0296-70-5580

FAX番号 0296-70-1088 0296-78-3161

メールアドレス hananosato@mokusei-grp.jp yurinoki@mokusei-grp.jp

ホームページ http://www.mokusei-grp.jp http://www.mokusei-grp.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

１つの事業所で通所、訪問。宿泊を
必要に応じて受けることができる
サービスです。利用料金も一ヶ月定
額でどのサービスも顔なじみのス
タッフから受けることができるた
め、連続性のあるケアを利用できま
す。利用時間の延長、利用日変更、
夕食の提供など臨機応変に対応しま
す。

１つの事業所で通いを中心として、
訪問宿泊サービスを柔軟に組み合わ
せ利用者が地域の中で暮らし続けて
いけるように支援している。同一事
業所内の介護支援専門員・職員が利
用者に関わることで利用者の状態変
化にすばやく対応できるとともに、
馴染みの関係を構築することで利用
者の安心感を得られやすい。家族の
仕事と介護の両立の支援の為利用時
間の延長、夕食の提供、緊急宿泊等
にも対応しています。

営業日及び休日
年中無休
（通いサービス：年末年始応相談、
訪問サービス：年末年始）

年中無休
(通い・訪問サービスについては
年末・年始応相談）

営業時間
通所・訪問　   9：00～16：00
宿泊サービス 17：00～  8：00

通所・訪問　　9：00～16：00
宿泊サービス 17：00～  8：00

サービス提供地域 笠間市 笠間市

定　員　 29名 25名

料金設定
小規模多機能型の介護度による定額
料金の1～２割負担分＋食貹・宿泊貹
等の実貹

小規模多機能型の介護度による定額
料金の1～２割負担分＋食貹・宿泊貹
等の実貹

食事代
朝食300円
昼食500円（おやつ代込み）
夕食400円

朝食300円
昼食400円
夕食400円

宿泊貹 2,10０円 2,100円（光熱貹込）

その他の貹用 理美容貹、レク材料貹

おやつ100円
理美容貹、移送の燃貹等の実貹　その他
通常の生活で個人が負担することが妥当
とおもわれるもの

PR・備考

『住み慣れた地域の中でその人らし
い生活を送れるように思いや望みに
寄り添い支援します。』の理念のも
とに利用者様とは日々心穏やかに笑
顔で過ごしていただいております。
（職員配置）
認知症介護実践者研修修了者　5名
正看護師2名
介護福祉士7名
介護支援専門員1名

認知症の周辺症状への対応・緩和の実践
を重ね、経験豊富な職員が認知症予防の
ため脳活性化レクに力を入れてます。ま
た、生活全般に渡り細やかな対応を行っ
ております。
（職員配置）
認知症介護実践者研修修了者　5名
准看護師1名
全員常勤職員　　介護福祉士6名
退院後の療養・医療的ケアの必要な方等
の受入れを実施し、在宅でのスムーズな
生活に向けて支援しております
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 2-⑭看護小規模多機能型居宅介護（地域密着型）

法人名・組織等 社会福祉法人　南友会 セントケア茨城　株式会社

事業所名 看護小規模多機能ホーム友部 セントケア看護小規模友部

事業所指定番号 0891600173 0891600223

事業開始年月日 平成29年5月29日 令和2年5月1日

事業所所在地 鯉淵6526-19 单友部1955-4

電話番号 0296-73-5330 0296-70-5006

FAX番号 0293-73-5331 0296-78-9006

メールアドレス sc-tomobe@hakuyukai-sfg.com cotomobe_sc08@saint-care.com

ホームページ http://www.hakuyukai-sfg.com/
https://care-
net.biz/08/saintcare-i/

事業内容
（事業所の特徴等）

通い、宿泊、訪問介護、訪問看護の
サービスを１つの事業所で支援させ
ていただきますのでご利用者様の状
態をタイムリーに共有することが可
能です。また、馴染みのスタッフが
サービス提供するので安心してケア
が受けられます。

在宅での生活を望む方へ
「通い」「泊り」「訪問」に看護を
加えてお一人おひとりの生活スタイ
ルに合わせたオーダーメイドのサー
ビスが利用できます。

営業日及び休日 365日 365日営業

営業時間 24時間
窓口対応時間
9：00～18：00
サービス提供時間
24時間

サービス提供地域 笠間市全域 笠間市

定　員　 29名 29名登録制

料金設定 介護保険で定められた料金 -

食事代
朝食420円
昼食670円
夕食630円

・朝食370円
・昼食680円
・夕食620円

宿泊貹 2,000円
1泊2,500円
（水道、光熱貹、リネン込み）

その他の貹用 日常生活物品(おむつ等)は実貹 -

PR・備考

看護職員が常駐してますので医療依
存度の　　　高い方でも安心して在
宅生活が継続できます。
介護にお困りの際はお気軽にご相談
下さい。

住み慣れた地域わが家で安心して穏
やかに生活したいと望まれる方や、
その方を支えたいと願っているご家
族様が心も身体も安心して委ねて頂
けるよう、私たちは尐しでも力にな
ることができればと考えておりま
す。
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 2-⑮地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

法人名・組織等 社会福祉法人　慈永会

事業所名
地域密着型特別養護老人ホーム
宍戸苑

事業所指定番号 0891600090

事業開始年月日 平成26年4月1日

事業所所在地 橋爪462-1

電話番号 0296-78-2221

FAX番号 0296-78-3183

メールアドレス sisidoen@atlas.plala.or.jp

ホームページ
http://business2.plala.or.jp/sisido
en

事業内容
（事業所の特徴等）

寝たきりや認知症といった常に介護の
必要な要介護状態の方に対し生活の中
で必要な介護、お世話をさせていただ
き、「心豊かな安心のできる生活の
場」を提供いたします。

営業日及び休日 年中無休

営業時間 24時間体制

サービス提供地域 笠間市

定　員　 18名

料金設定 介護保険報酬により

食事代 1,445円

その他の貹用 居住貹　2,006円／日

PR・備考

原則、笠間市にお住まいの方のみ入居
ができます。
友部インターチェンジより３分と交通
の便も良く、なだらかな丘陵地帯の中
心に位置し、季節の移り変わりを感じ
る事のできる素晴らしい景観の中にあ
ります。
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 2-⑯介護老人福祉施設 

法人名・組織等 社会福祉法人　愛の会 社会福祉法人　公重会 社会福祉法人　慈永会

事業所名
特別養護老人ホーム
笠間陽だまり館

特別養護老人ホーム
ヴィレッジかさま

特別養護老人ホーム
宍戸苑

事業所指定番号 0871600763 0871600144 0873200125

事業開始年月日 平成27年7月1日 平成13年12月1日 平成4年10月12日

事業所所在地 单友部1966-139 下市毛1301 橋爪462-1

電話番号 0296-73-6181 0296-73-0015 0296-78-2221

FAX番号 0296-73-6182 0296-73-0013 0296-78-3183

メールアドレス k_hidamarikan@heart-pia.com v_kasama@feel.ocn.ne.jp sisidoen@atlas.plala.or.jp

ホームページ http://www.heart-pia.com/ -
http://business2.plala.or.jp/sisido
en

事業内容
（事業所の特徴等）

ご入居様の住まいとしてゆとりある
生活環境を確立し、より家庭的な雰
囲気の中で、競合生活を行う事によ
り、自分らしい生活ができるように
支援していきます。

要介護３～の方で、在宅での介護が
困難な方に入所していただき入浴・
排泄・食事、その他日常生活のお世
話を致します。
従来型多床室・従来型個室・ﾕﾆｯﾄ型
個室と、すべてのタイプの居室をご
用意しておりますのでご希望により
お選びいただけます。

寝たきりや認知症といった常に介護
の必要な要介護状態の方に対し生活
の中で必要な介護、お世話をさせて
いただき、「心豊かな安心のできる
生活の場」を提供いたします。

営業日及び休日 - 年中無休 年中無休

営業時間 8：30～17：30 24時間体制 24時間体制

サービス提供地域 - 指定なし 笠間市を中心とした近隣市町村

定　員　 70名 100名 50名

料金設定 介護報酬により なし 介護報酬により

食事代 朝330円　昼550円　夕500円 有 1,445円／日

その他の貹用
電気代（１製品　20円）
おやつ代　100円

居宅貹多床室840円
（減額②370円③370円）
従来型個室1,150円/日
（減額②420円③820円）
ユニット型個室1,970円/日
（減額②820円③1,310円）

居住貹855円/日

PR・備考

全室個別ユニット型を生かし、個性
を大切にし、「その人らしく」「生
きがいを持って」生活をしていただ
けるよう。個別ケアに取り組んでい
ます。

長期の入所施設であり、人生の最後
を輝かせる施設でありたいと職員一
同努力をしております。

友部インターチェンジより３分と交
通の便も良く、なだらかな丘陵地帯
の中心に位置し、季節の移り変わり
を感じる事のできる素晴らしい景観
の中にあります。
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 2-⑯介護老人福祉施設 

法人名・組織等 社会福祉法人　尚生会 社会福祉法人　聖桜会 社会福祉法人　聖桜会

事業所名
特別養護老人ホーム
かさまグリーンハウス

特別養護老人ホーム
すずらんの里

特別養護老人ホーム
すずらんの里

事業所指定番号 0871600060
0871600680ユニット
0873200083従来型

0873200083

事業開始年月日 昭和63年4月14日 平成10年12月1日 平成10年12月1日

事業所所在地 福田3199 土師1283-5 土師1283-5

電話番号 0296-72-8134 0299-45-0555 0299-45-0555

FAX番号 0296-72-8082 0299-45-0558 0299-45-0558

メールアドレス g-kasa@k8.dion.ne.jp dscszrn2@apricot.ocn.ne.jp dscszrn2@apricot.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.shoseikai.com/ https://kasama-suzuran.com/ -

事業内容
（事業所の特徴等）

要介護3～５の方対象の入所施設生活
重視型施設で落ち着いて過ごしてい
ただいています。
市内の石本病院を協力病院とし、健
康管理を行っている。家族参加型の
行事や生きがいづくりとしてクラブ
活動などの余暇活動も行っていま
す。

65歳以上の寝たきりまたは精神的な
原因で常時介護を必要とし、家族で
介護が困難な方をお預かりし、家庭
生活と同じように健康管理を行いお
世話いたします。入居の申し込みは
いつでも受け付けています。

お年寄りを介護されていらっしゃる
ご家族が病気や冠婚葬祭、旅行など
で介護できないときに一時的に短期
間お世話いたします。
高齢者の人権を尊重し、生活障害に
応じて援助し、ゆったりとした生活
ができるよう、環境づくりに努めま
す。

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間 24時間体制 24時間体制 24時間体制

サービス提供地域 笠間市を中心とした近隣市町村 笠間市を中心とした近隣市町村 笠間市を中心とした近隣市町村

定　員　 50名 50名 ・ 30名 16名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 介護報酬により

食事代
1,445円／日
（減額①300円②390円③650円）

1,445円／日 朝284円　昼604円　夕504円

その他の貹用

居住貹 多床室840円／日
（減額①0円②370円③370円）
貴重品管理貹　2,000円／月
理髪代　2,000円（1回／2ヶ月）
テレビ使用料　1,000円／月
日常生活に要した分の貹用

多床室855円/日
従来型個室1,171円／日

ユニット型個室：2, 006円／日

立川記念病院以外の通院の場合
2,000円（片道1,000円）

多床室855円／日
従来型個室1,172円／日

PR・備考

「安心と責任」の法人理念のもと利
用者の皆様に常に楽しく過ごしてい
ただけるように努めております。利
用者、家族、職員すべてが１つの家
族として考えておりますので、ぜひ
一度見学だけでも来ていただきたい
と思います。

豊かでやすらぎのある老後を環境と
やさしさが支えます。

豊かで安らぎのある老後を環境とや
さしさが支えます。
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 2-⑰介護老人保健施設

法人名・組織等 医療法人  浩成会 医療法人社団  栄進会 医療法人社団  聖嶺会

事業所名
介護老人保健施設
あたごナーシングビラ

老人保健施設
笠間シルバーケアセンターパル

老人保健施設
シルバービィレッジ

事業所指定番号 0853280030 0851680017 0853280022

事業開始年月日 平成9年10月20日 平成9年9月1日 平成4年4月1日

事業所所在地 土師1080-1 来栖255-1 单小泉977-1

電話番号 0299-37-6511 0296-70-1185 0296-78-2211

FAX番号 0299-37-6515 0296-72-3110 0296-78-2663

メールアドレス atago376511@yahoo.co.jp sparu99@oregano.ocn.ne.jp info@silver-village.jp

ホームページ http://atago-nursing.com/ http://www.k-pal.or.jp https://www.silver-village.jp

事業内容
（事業所の特徴等）

医療と福祉の一体的なサービスをふま
え、地域社会と共に生きがいを持ち、
安心して家庭復帰のための機能を担う
施設サービスの提供をします。

当事業所は、看護・医学管理の下での
介護や機能訓練、その他必要な医療と
日常生活上のお世話などのサービスを
提供することで、入所者の能力に応じ
た日常生活を営むことができるように
し、１日でも早く家庭での生活に戻る
ことができるように支援することを目
的としています。

医師・看護師・介護士等の専門のス
タッフが自立に向けた医療・看護・介
護・リハビリテーション・趣味の活動
等を行い明るく楽しい生活ができるよ
う援助を致します。

営業日及び休日 年中無休 年中無休 年中無休

営業時間
24時間体制
入所受付8：30～17：30

24時間体制
入所受付8：30～17：30

24時間体制
入所受付8：30～17：30

サービス提供地域 - - 笠間市

定　員　 80名 ８０名 100名

料金設定 介護報酬により 介護報酬により 介護報酬により

食事代 朝500円　昼600円　夕600円 1,410円/日 1,445円／日

その他の貹用
日用品貹300円／日
教養娯楽貹200円／日
洗濯代

おやつ110円/日
日常生活用品260円/日
教養娯楽150円/日
電気代110円/日（利用の場合）
私物洗濯330円/日
理容代実貹

日常生活品貹250円／日
教養娯楽貹100円／日
洗濯代5,000円／月　500円／回
電気代100円／日

（テレビ電気毛布等１点あたり）

PR・備考

医療・福祉の一体的なサービスを通じ
て、利用者様の健康増進のお手伝いを
させて頂きます。
毎月の施設行事、ボランティア活動等
を通じ、明るく日常生活を送って頂け
る様な支援を心がけています。

施設生活の充実が図れるよう、毎月の
施設行事や買い物などでの外出レクを
行っております。協力歯科医と連携を
図り、口腔衛生に努めております。

明るく家庭的な雰囲気を重視し利用者
が「にこやか」で「個性豊かに」過ご
すことができるように努めています。
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 2-⑰介護老人保健施設

法人名・組織等 医療法人　鳳香会 医療法人　鳳香会 社会福祉法人　慈永会

事業所名
介護老人保健施設
すみれ

介護老人保健施設
オリーブ友部館

地域密着型特別養護老人ホーム
宍戸苑

事業所指定番号 0851689117 0851689125 0891600090

事業開始年月日 平成18年6月12日 令和2年4月 平成26年4月1日

事業所所在地 石井2045 旭町32 橋爪462-1

電話番号 0296-70-0035 0296-71-5135 0296-78-2221

FAX番号 0296-70-0038 0296-71-5136 0296-78-3183

メールアドレス y-yoshinari@i-seihokukai.or.jp olive-info@i-seihoukai.or.jp sisidoen@atlas.plala.or.jp

ホームページ - http://i-seihokukai.or.jp
http://business2.plala.or.jp/sisido
en

事業内容
（事業所の特徴等）

利用者様の有する能力に応じ可能な限
り自立した日常生活を営むことができ
るようにするとともに、利用者様の居
宅における生活への復帰を目指した介
護保険施設サービスを提供します。

介護が必要な高齢者の自立を支援し、
家庭への復帰を目指すために医師によ
る医学的管理の下での看護・介護・療
法士によるリハビリテーションを提供
いたします。また栄養管理・食事入浴
などの日常サービスまで併せて提供い
たします。

寝たきりや認知症といった常に介護の
必要な要介護状態の方に対し生活の中
で必要な介護、お世話をさせていただ
き、「心豊かな安心のできる生活の
場」を提供いたします。

営業日及び休日 年中無休 - 年中無休

営業時間 24時間体制 - 24時間体制

サービス提供地域 - - 笠間市

定　員　 88名 100名（多床室、従来型個室） 18名

料金設定 介護報酬により - 介護保険報酬により

食事代 1,645円／日
食貹　1,707円／日
おやつ代　105円／日

1,445円

その他の貹用
日用品257円
教養娯楽貹154円
おやつ103円

日用生活用品貹　262円
教養娯楽貹　157円
理髪代1,572円

居住貹　2,006円／日

PR・備考

お楽しみ給食や施設行事、外出、ボラ
ンティア活動等を通じ、利用者様の余
暇活動の充実を図ります。
施設の特徴として歯科医による口腔指
導、病院の併設、リハビリの充実があ
げられます。

-

原則、笠間市にお住まいの方のみ入居
ができます。
友部インターチェンジより３分と交通
の便も良く、なだらかな丘陵地帯の中
心に位置し、季節の移り変わりを感じ
る事のできる素晴らしい景観の中にあ
ります。
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 2-⑱特定施設入所者生活介護

法人名・組織等 有限会社　ＩＤＡシステム

事業所名 シルバーパークはこだ

事業所指定番号 0871600201

事業開始年月日 平成18年3月1日

事業所所在地 箱田1838-1

電話番号 0296-73-0966

FAX番号 0296-71-0132

メールアドレス info@silverpark-hakoda.jp

ホームページ -

事業内容
（事業所の特徴等）

要介護状態（支援）にある高齢者に対し、
適切な特定施設入居者生活介護を提供する
ことを目的とします。

営業日及び休日 年中無休

営業時間 24時間体制

サービス提供地域 指定なし

定　員　 50名

料金設定

Aタイプ　63,000円
（税別　介護保険自己負担分別途）

Bタイプ　73,000円
（税別　介護保険自己負担分別途）

食事代 1,550円/日（税別）

料金設定

洗濯貹用3,500円/月（税別）
オムツ代実貹
電気代（テレビ・冷蔵庫等）
各100円/日（税別）
通院付添貹1,000円～1,500円/時（税
別）

その他の貹用

・買い物代行500円/回
（指定日以外）税別
・役所手続代行500円/回
（指定日以外）税別
・クリーニング代実貹
・レクリエーション代実貹

PR・備考

空き部屋がある場合、短期利用（ショート
ステイ）利用可能（要介護１以上に限る）

長期の入居施設であり、人生の最後を輝か
せる施設でありたいと職員一同努力をして
おります。
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 2-⑲定期巡回・随時対応型訪問介護看護

法人名・組織等 社会福祉法人　南友会

事業所名
フロイデともべ
定期巡回サービス

事業所指定番号 0891600231

事業開始年月日 令和3年4月1日

事業所所在地 鯉淵6526-19

電話番号 0296-73-5333

FAX番号 0296-73-5331

メールアドレス sc-tomobe@hakuyukai-sfg.com

ホームページ http://www.hakuyukai-sfg.com/

事業内容
（事業所の特徴等）

訪問介護・看護職員がご利用者様の生活リ
ズムに合わせて、日常生活上のお手伝いを
必要な時間に複数回受けることができま
す。

営業日及び休日 365日営業

営業時間 24時間

サービス提供地域 笠間市全域

定　員　 -

料金設定 介護保険で定められた料金

食事代 なし

宿泊貹 なし

その他の貹用 -

PR・備考

看護職員が常駐していますので、医療依存
度の高い方でも安心して在宅生活が継続で
きます。介護にお困りの際はお気軽にご相
談ください。
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事業所番号 申請者-法人名 事業所-名称 事業所-所在地 ｻｰﾋﾞｽ種類 指定年月日 指定有効期限 備考

873200513 株式会社 ケアレジデンス
ケアレジデンス水戸デイサービスセン
ターともべ

笠間市旭町105-3 基準型 平成30年4月1日 令和6年1月1日

871600151 社会福祉法人 公重会 ヴィレッジかさま指定通所介護事業所 笠間市下市毛1301 基準型 平成30年4月1日 令和8年12月1日

873200141 社会福祉法人 慈永会 宍戸苑指定通所介護事業所 笠間市橋爪462-1 基準型 令和2年4月2日 令和8年4月1日

873200489 社会福祉法人 尚生会
指定通所介護センター グリーンハウス
ともべ

笠間市鯉淵6269-11 基準型 平成30年4月1日 令和5年8月31日

873200208 社会福祉法人 聖桜会 すずらんの里 通所介護事業所 笠間市土師1283-5 基準型 令和2年4月2日 令和8年4月1日

891600199 有限会社 IDAシステム デイサービスセンターはこだ 笠間市箱田1838-1 基準型 平成30年6月1日 令和6年5月31日

871600276 株式会社 ケアレジデンス
ケアレジデンス デイサービスセンター 
いわま

笠間市下郷4166-7 基準型 平成30年4月1日 令和8年10月31日

871600441
有限会社 モリ・ケア・サービ
ス

デイサービスセンター いわまの郷 笠間市下郷6004-1 基準型 平成30年4月1日 令和5年4月30日

871600474 株式会社 シャロン デイサービス・シャロン 笠間市笠間1466-1 基準型 平成30年4月1日 令和5年5月24日

871600490 株式会社 ＣＮＣサービス デイサービスセンターおひさま 笠間市平町1755-4 基準型 平成30年4月1日 令和6年4月14日

871600508
特定非営利活動法人 ＮＰＯこ
すもす

たまり場・デイ茶ービス 笠間市湯崎1048-13 基準型 平成30年4月1日 令和6年6月30日

871600532 聖北会 有限会社 敬七商事 通所介護事業所 やまびこ 笠間市八雲2-12-34 基準型 平成30年4月1日 令和6年7月20日

871600599 株式会社 ケアレジデンス
ケアレジデンス デイサービスセンター 
かさま

笠間市笠間1428-6 基準型 平成30年4月1日 令和6年9月30日

871600623 株式会社 Ｎ＆Ａ デイサービスセンターこもれび ともべ 笠間市旭町587-6 基準型 平成30年4月1日 令和7年1月31日

871600615 社会福祉法人 博友会 フロイデ友部デイサービスセンター 笠間市鯉淵6526-19 基準型 令和元年5月1日 令和7年4月30日

871600771 社会福祉法人 愛の会 通所介護事業所 笠間陽だまり館 笠間市南友部1966-139 基準型 令和3年7月1日 令和9年6月30日

871600854 社会福祉法人 尚生会 通所介護センターかさま 笠間市石井2253-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年4月30日

871600821 有限会社にこにこ薬局 デイサービス スマイル 笠間市美原1-2-21 基準型 平成29年4月1日 令和4年3月31日

891600132 株式会社日善 デイサービス福楽縁 笠間市大田町224-1 基準型 平成29年4月1日 令和4年9月30日

891600165 株式会社TSUBOMATSU 友部接骨院併設リハビリデイサービス 笠間市鯉淵6338-4 基準型 平成29年4月1日 令和5年3月31日

871600896 サンハート 株式会社 リハビリデイサービス一笑カフェ 笠間市鯉淵6227-9 基準型 平成29年12月7日 令和5年12月6日

891600207 株式会社TSUBOMATSU 友部接骨院附属リハビリデイ美原 笠間市美原3-4-16 基準型 令和元年7月1日 令和7年6月30日

891600215 合同会社しいのき しいのき接骨院リハビリデイサービス
笠間市平町１９７番地１
０

基準型 令和2年5月1日 令和8年4月30日

委託
社会福祉法人 笠間市社会福祉
協議会

笠間市社会福祉協議会 笠間市美原3-2-11 緩和型 令和3年4月1日 令和4年3月31日

0870105830 合同会社点眞 ディサービスてんしん 水戸市内原町845-1 基準型 平成29年4月1日 令和5年3月31日

0875600439 株式会社ミラクル・ウィン 介護の里 七福家 小美玉市羽鳥2735-1 基準型 平成29年4月1日 令和5年3月31日

0870106069 社会福祉法人翠清福祉会 デイサービスセンターかたくりの郷 水戸市大塚町1763-12 基準型 平成30年2月12日 令和6年2月11日

0875100299
日本ホスピタリティサービス 
株式会社

Re笑サービス レストーレ岩瀬 桜川市東桜川3-33 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0871200671 株式会社 いばらきのケア
いばらきのケア
デイサービスセンターresort寿楽

常陸太田市西三町4165-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0875600140 株式会社 スマイルハート デイサービスセンター・スマイルハート 小美玉市羽刈638-15 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870101169 社会福祉法人 愛の会
リハビリデイサービスセンター
はーとぴあ

水戸市開江町8 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0873100721 医療法人 北養会 デイサービスセンター もみじ館 水戸市鯉淵町2222-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870104957 株式会社 オーガスタ リハビリ専門デイサービスたんぽぽ 水戸市千波町1264-5 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870106168 株式会社 オーガスタ
リハビリ専門デイサービスたんぽぽ
内原店

水戸市中原町77 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870103603 医療法人社団 北水会
医療法人社団北水会 リハビリデイサー
ビスセンターかわわだ

水戸市河和田町3003-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

【 通所型サービス 】 令和3年9月1日現在

3.笠間市内において総合事業（介護予防通所）を提供する事業所一覧
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事業所番号 申請者-法人名 事業所-名称 事業所-所在地 ｻｰﾋﾞｽ種類 指定年月日 指定有効期限 備考

0870103884 サンハート 株式会社 デイサービス笑がお 水戸市鯉淵町6123-223 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0873101471 社会福祉法人 博友会 フロイデ城里デイサービスセンター
東茨城郡城里町石塚481-
1

基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870102969 社会福祉法人 翠清福祉会 かたくりケアセンターもくせい 水戸市河和田町4510-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0873101281 株式会社 ケアレジデンス ケアレジデンス デイサービス城里
東茨城郡城里町石塚
2254-1

基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870102027 株式会社 ケアレジデンス
ケアレジデンス水戸新館デイサービスセ
ンター

水戸市大塚1741 基準型 令和元年11月21日 令和7年11月20日

0873101729 株式会社 トラスト ケアサポート桜ヶ丘 茨城町小堤349-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0875600363 社会福祉法人 陽康会 あいおんの里羽鳥
小美玉市羽刈字五万堀
653-7

基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0873100705 社会福祉法人 サンピア サンピアデイサービスセンター 水戸市内原町126 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0873101109 社会福祉法人 泰仁会 デイサービス 桜の郷 元気
東茨城郡茨城町桜の郷
231-7

基準型 平成31年2月1日 令和7年1月31日

0870102019
有限会社 エリア・ネットワー
ク・サービス

明日葉ケアセンター
水戸市見川町丹下一ノ牧
2131-1303

基準型 令和元年11月26日 令和7年11月25日

0875100372 株式会社 ひばり デイサービスセンターひばり 桜川市友部９５１－１ 基準型 令和2年8月1日 令和8年7月31日

0870106531 株式会社オーガスタ
リハビリ専門デイサービスたんぽぽ 平
須

水戸市平須町1368－10 基準型 令和2年8月1日 令和8年7月31日

0873900690 社会福祉法人やまびこ 老人デイサービス事業談話館 石岡市部原784-1 基準型 令和3年9月1日 令和9年8月31日

 53



事業所番号 申請者-法人名 事業所-名称 事業所-所在地 ｻｰﾋﾞｽ種類
指定年月日

（委託については
契約日）

指定有効期限 備考

873200281 社会福祉法人 木犀会 指定訪問介護事業所ゆう 笠間市鯉淵6612-213 基準型 平成30年4月1日 令和8年10月16日

871600037 社会福祉法人 尚生会
指定訪問介護事業所 介護センターかさ
ま

笠間市石井2253-1 基準型 平成30年4月1日 令和5年3月31日

873200174 社会福祉法人 聖桜会 すずらんの里指定訪問介護事業所 笠間市土師1283-5 基準型 令和2年4月2日 令和8年4月1日

873200521 株式会社 ＣＮＣサービス ヘルパーステーション 空 笠間市平町1755-4 基準型 平成30年4月1日 令和6年1月16日

871600326
社会福祉法人 笠間市社会福祉
協議会

笠間市社会福祉協議会訪問介護事業所 笠間市笠間4364-2 基準型 平成30年4月1日 令和6年7月1日

871600227 特定非営利法人 NPOこすもす ＮＰＯ介護支援センターコスモス 笠間市湯崎1048-13 基準型 平成30年4月1日 令和6年8月24日

871600318
有限会社 ともべ看護ケアセン
ター

ケアライフ下郷 笠間市鯉淵6526-432 基準型 平成30年4月1日 令和4年8月31日

871600458
有限会社 モリ・ケア・サービ
ス

訪問介護事業所 いわまの郷 笠間市下郷6004-1 基準型 平成30年4月1日 令和5年4月30日

871600672 有限会社 にこにこ薬局 訪問介護事業所スマイル 笠間市美原1-5-33 基準型 令和2年3月1日 令和8年2月28日

871600805 サンハート株式会社 ヘルパーステーション 一期一笑 笠間市鯉淵6227-9 基準型 平成29年4月1日 令和4年3月7日

871600540 聖北会 有限会社 敬七商事 訪問介護事業所 やまびこ 笠間市八雲2-12-34 基準型 令和2年6月1日 令和6年7月20日

委託
社会福祉法人 笠間市社会福祉
協議会

笠間市社会福祉協議会  笠間市美原3-2-11 緩和型 令和3年4月1日 令和4年3月31日

0870105913 株式会社ケアハーモニー
訪問介護ステーション コンフォルト緑
岡

水戸市笠原町1361-2 基準型 平成29年6月1日 令和5年3月31日

0875600116 株式会社 県央福祉サービス （株）県央福祉サービス 小美玉市中野谷565 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870102316 有限会社 オフィスT.E.E 指定居宅介護事業所 フォレスト
水戸市東野町77-1
テラスハウス東の風A-2

基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870104551 合同会社 ひかり ケアサポートひかり
水戸市泉町1-4-20
メドウ泉町202

基準型 令和元年12月1日 令和7年11月30日

0873100192 社会福祉法人 サンピア サンピア 訪問介護事業所 水戸市内原町120 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870100419 社会福祉法人 翠清福祉会 ホームヘルパーステーション かたくり
水戸市河和田町
4510-1

基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870104072 社会福祉法人 北養会 訪問介護ステーション もみじ館 水戸市鯉淵町2222-1 基準型 平成30年4月1日 令和6年3月31日

0870500188 社会福祉法人 愛の会
訪問介護事業所 「ハート２４」石岡事
業所

石岡市根当11008-13 基準型 令和2年3月16日 令和8年3月15日

0870106713 合同会社ネコノテ 在宅介護のケアファースト
水戸市堀町2261-38
エルディム立原101

基準型 令和3年6月1日 令和9年5月31日

0870104635 社会福祉法人北養会
訪問介護サービスセンター アテンドハ
ウス・ウエスト

水戸市東原3-2-12 基準型 令和3年8月1日 令和9年7月31日

 【 訪問型サービス 】 令和3年8月1日現在

笠間市総合事業指定事業所一覧

 ＊新規事業所の登録があり次第，情報を更新いたします。緩和型についても随時更新いたします。
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4.笠間市シルバー人材センター
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笠間市消費生活センター

5.笠間市消費生活センターのご案内

消費生活センターは、地方公共団体が運営する「消費者のための相談業務を行う機関です。

悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する相談に応じるほか、消費生活

の安定と向上を図るための各種業務を行っています。

場 所：笠間市地域交流センターともべ内

〒309-1735 笠間市友部駅前 1－10

電 話：０２９６－７７－１３１３

開 所 日：月曜日から土曜日

受付時間：午前９時～正午・午後１時～４時

休 日：第 2、第 4火曜日、日曜日、

祝日、年末年始

消費生活相談

消費生活相談に関する相談を受け、問

題解決のための助言やあっせんなど

を行います。

相談は無料ですので、お気軽にご相談

ください。

○ 相談は専門知識を持った「相談員」

がお受けいたします。

○ 相談は面接及び電話相談のみにな

ります。お手紙やメールでの相談

は受けられません。

○ 事前に「いつ、どこで、何を、い

くらで、どのような契約をしたの

か」をまとめておくと相談がスム

ーズにできます。

出前講座の開催

団体やグループの依頼により職員を

派遣する出前講座を行います。地域や

サークルなどでの勉強会にぜひご活

用ください。

○ 開講の所要時間は、１５分～６０

分程度となります。ご相談くださ

い。

○ 開催日時・会場手配は、団体の方

にお任せいたします。

○ 申し込みにあっては、「まちづくり

出前講座利用申込書」に必要事項

を記載して申請してください。

○ 申し込みは、市民活動課へ

電話：0296-77-1101 (内 133)

悪質商法の被害にあわないための

心得５か条

１つ おかしい話は、まず疑う！

２つ 自分や家族のことを

むやみに教えない！

３つ 契約はすぐ決めずに、

ひと呼吸！

４つ 契約の確かな知識を

身につけよう！

５つ 断るときは、

ハッキリ！ キッパリ！

消費者ホットライン

☎１８８（イヤヤ）

※お近くの消費生活センターにつながります。
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クーリング・オフを活用しよう

◎ クーリング・オフとは…

訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合、一定期間であ

れば無条件で契約を解除できる制度です。

◎ クーリング・オフの手続方法

① クーリング・オフの通知は書面で行います。

② はがきに書く場合は両面のコピーをとり、簡易書留など記録の残る方法で送付しま

しょう。

【 記載例（はがき）】

【クレジット契約をしている場合】 【クレジット契約をしていない場合】

取引内容 適用対象 期間

訪問販売
店舗外での訪問販売（キャッチセールス、アポイント

メントセールス、催眠商法では店舗契約を含む）
８日間

電話勧誘販売 業者からの電話勧誘による取引 ８日間

特定継続的役務提供

エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学

習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的

契約

８日間

訪問購入
業者が消費者の自宅を訪ねて、商品の買い取りを行う

もの
８日間

連鎖販売 いわゆるマルチ商法による取引（店舗での契約を含む） ２０日間

業務提供誘引販売 いわゆる内職商法、モニター商法 ２０日間

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 平成○○年○月○日

商品名 ○○○○

契約金額 ○○○○○○円

販売会社 株式会社×××

□□営業所

担当者△△△△

クレジット会社 △△△株式会社

平成○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名 ○○○○

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 平成○○年○月○日

商品名 ○○○○

契約金額 ○○○○○○円

販売会社 株式会社×××

□□営業所

担当者△△△△

支払った代金〇○○○円を返金し、

商品を引き取ってください。

平成○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名 ○○○○



あんしん袋支給事業
75歳以上の一人暮らし、高齢者世帯、昼間・夜間ひとり暮らし高齢者などに対し、
入院や緊急の際に必要なものを入れておく袋を支給します。
無料

遺児養育手当支給事業
父母、父または母と死別した義務教育終了前（中学３年生まで）の児童を養育するか
たに対して、養育手当を支給する。
支給額は１人につき月額２，０００円
支給回数は年に１回まとめておこなう。
＊添付書類あり（児童の戸籍謄本・養育者世帯の住民票）

無料

小口資金貸付事業
生活が困窮されている世帯に対して、生活状況や使途を確認のうえ、緊急的に必要と
する生活費の貸付をおこなう。
＊限度額あり
＊繰り返しの貸付不可

無料

新入学児童祝い金支給事業
ひとり親世帯の小学校入学を迎える児童を養育する方に対して、祝い金として5,000
円を支給する。
無料

生活福祉資金貸付事業
低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、安定した生活が送れるよう資金の
貸付と相談援助をおこなう。
＊茨城県社会福祉協議会の審査により貸付となる。
＊利用できる世帯の要件あり
＊資金の使途や限度額の要件あり

無料

福祉機器の貸出

在宅の高齢者や障がい者の方に対し、車いすを貸し出します。（介護認定者は制限あり）
１ヶ月ごとの契約で最長６カ月までの貸出

無料

福祉車両の貸出
通常の自動車で乗車が困難な方に対し、車いすのまま乗車できる福祉車両を貸し出し
ます。（予約制）
　※運転者は21歳以上の者とする。　　　　　　　　　　　　　

市内往復400円　隣接市町往復600円　隣接外市町村往復800円　　　
県外往復満タン返し

訪問カットサービス事業
在宅で生活する外出が困難な方（要介護認定３以上または、身体障害者手帳２級以
上）に対し、自宅に理容・美容師が訪問して散髪をおこないます。（年に４回）
１回あたり１，5００円

協力者と利用者の都合により決定します。

6．笠間市社会福祉協議会の事業

事業名

事業内

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

事業名

事業内容

利用料金

営業日及び休日
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心配ごと相談所　笠間
笠間市社会福祉協議会　笠間支所　
日常の困りごとや、問題解決に関する相談や助言
無料
第2、４火曜日（お盆、年末年始を除く）

１３時～１６時（受付は１５時３０分まで）

心配ごと相談所　友部
笠間市社会福祉協議会　本所
日常の困りごとや、問題解決に関する相談や助言　　　　

無料
第２、４水曜日（お盆、年末年始を除く）

１３時～１６時（受付は１５時３０分まで）

心配ごと相談所　岩間
笠間市社会福祉協議会　岩間支所　
日常の困りごとや、問題解決に関する相談や助言　　　

無料
第１、３木曜日（お盆、年末年始を除く）

１３時～１６時（受付は１５時３０分まで）

在宅福祉サービス事業
笠間市社会福祉協議会　

「困った時はお互いさま」の精神で、高齢者、障がい者及び乳幼児等がいる世帯、その
他支援を必要とする方に対し、会員制で家事、移送及び保育等の支援をおこなう。
＊移送サービスは利用要件あり（要支援、要介護認定者および総合事業対象者、障がい
者手帳をお持ちの方）

１時間７００円
（移送サービスについては、別途ガソリン代必要）
原則月～金曜日
（土・日・祝日・12/28～1/5・8/13～16は休日）
9時～17時
〒309－1704
笠間市美原3－2－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0296－78－3939（在宅福祉サービスセンター）　

0296－78－3933

社会福祉法人　笠間市社会福祉協議会
htpp://www.kasama-syakyo.jp

〒309－1704 　笠間市美原3－2－11

TEL0296－77－0730　　　FAX0296－78－3933　　　　　　　　

〒309－1613 　笠間市石井717

TEL0296－73－0084　　　FAX0296－72－3722

〒319－0202 　笠間市下郷5139－1

TEL0299－45－7889　　　FAX0299－45－6250

事業名

事業所・団体名
事業内容
利用料金

営業日及び休日

営業時間

事業名

事業所・団体名
事業内容
利用料金

営業日及び休日

営業時間

事業名

事業所・団体名
事業内容
利用料金

営業日及び休日

営業時間

※その他、法律相談があります。

事業名

事業所・団体名

事業内容

利用料金

営業日及び休日

営業時間

事業所所在地

電話番号

FAX番号

本　所

笠間支所

岩間支所
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7．笠間地区のボランティアサークル
2021.4.1現在

団体名 会員 活動内容 活動状況等

あさぼう 24名

大井 18名

秋桜 18名

さしろ 27名

しだれ桜 24名

なごみの会 19名

柊 24名

ひめはる 14名

みかげ 22名

配食「さくら」 17名
70歳以上のひとり暮らし高齢者への手作りお
弁当作り

毎月第2・4金曜日

レクリエーション 17名 各福祉施設でのレクリエーション 隔月第3月・火・水曜日

音楽ボランティア　　
「ハートレイン
ボー」  

7名
各福祉施設での音楽活動　
コンサートの開催　市音楽祭等の協力 

随時

笠間ふれあい電話 3名
７０歳以上のひとり暮らし高齢者への電話訪
問

月１～２回

配送ボランティア　
ひだまり

11名
ひとり暮らし高齢者宅・中継基地へのお弁当
配送活動

毎週金曜日
11時～12時半

スクエアステップ
リーダー会

92名 スクエアステップ指導 随時 

手話サークル
「さしろ」

14名
手話の学習と聴覚障害者との交流、学校等福祉体
験活動での講師など各行事での手話通訳

 第１・３土曜日
13時半～
笠間公民館にて勉強会

傾聴
ほほえみの会

10名
特別養護老人ホーム「ヴィレッジかさま」で
の傾聴活動

第1・3土曜日

シルバーリハビリ
体操指導士会　
笠間支部

34名
介護予防を目的に手軽にできる体操の指導と
普及と啓発活動

随時 

笑いヨガリーダー
会

3名 笑いヨガの実施
第２・第４火曜日
9時半～10時半

山桜会 7名
75歳以上のひとり暮らし高齢者へ配食サービ
スの協力　下市毛方面

毎週金曜日

やまざくら 9名
70歳以上のひとり暮らし高齢者へ配食サービ
スの協力　上加賀田地区

毎週金曜日

個人 3名 行事やイベントのお手伝いなど 随時

〒309-1613　笠間市石井717

0296-73-0084

0296-72-3722

事業所所在地

電話番号
FAX番号

地域別サークル（笠間地区全域）
・ふれあい会食の開催
・市事業への協力・各福祉施設への協力
・いきいきふれあい通所事業への協力
・配食サービスでの協力    

第1～4金曜日
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7．友部地区のボランティアサークル
2021.4.1現在

団体名 会員 活動内容 活動状況等

手づくり会 6名 長座布団やバザー用品づくり
毎月第２・３水曜日
９時半～11時半

あかざ会 12名
75歳以上のひとり暮らし高齢者会食会での昼食
づくりとお年寄りとの交流

毎月第１・３火曜日
９時半～13時半 

友・愛わだちの会 9名 75歳以上のひとり暮らし高齢者の会食時の送迎
毎月第１・３火曜日　
９時半～13時

ふれあい電話 17名 ７5歳以上のひとり暮らし高齢者への電話訪問
毎週水曜日　
毎月第２日曜日

社協いきいき通
所ボランティア 

9名
「いきいき通所事業」利用者の話し相手、配膳の
手伝いなど

火曜～金曜日（祝日を除く）　
10時～15時

配食なのはな 30名
75歳以上のひとり暮らし高齢者へのお弁当づく
り 

毎月第２・４火曜日 
９時～13時半

配食みちくさ 37名
男性のみによる配食サービス（配食型） ひとり
暮らし高齢者への給食サービス 

第１・２土曜日 
８時45分～13時 

あひるの会 12名 特養老人ホーム入所者の散歩の介助、行事の協力
毎月第２金曜日 
９時半～11時半 

宍戸苑 デイサー
ビス 

7名
デイサービスセンター利用者の介助、話し相手、
配膳の手伝い等

日曜祭日除く毎日 
９時半～16時 

バザー夢工房 12名
寄付された布地・毛糸・着物等を活用しながら、
福祉バザー向けの帽子・バッグ等の販売品作り

毎月第１・3金曜日 
９時半～12時 

紙芝居いろは 6名
使用済み包装紙などを使って張り合わせ、大型紙
芝居作り。貸し出しもしている

毎月第２・４金曜日 
10時～12時 

災害・救援ボラン
ティア 友援の会 

52名
防災・救援に関する学習会の実施、県内外の研修会参加 
救援援助のための資金づくり、災害時の支援 随時

シニア体験サ
ポート

13名
学校や地域で福祉体験学習を実施する時の指導 
シニア体験の啓発 

随時

傾聴ひまわり 20名
老人施設や在宅の高齢者などを訪問し、話し相
手、聞き役になる

ミーティング毎月第４金曜
13時半～15時半 

トワイライト 7名
老人ホーム・障害者施設など福祉施設で、楽器演
奏とレクリエーションでの交流

楽器演奏練習 毎週火・金曜日 
19時～ 

いきいきシル
バーリハビリ会

67名
介護予防を目的に手軽にできる体操を指導・普
及、啓発活動。

定例会　第２水曜日
13時半～

ハーモニーせせ
らぎ

20名
老人施設、病院等の慰問や地域のイベントに参
加、ハーモニカの演奏を通しての交流

第２、３土曜日
13時～15時

すいよう会 6名 「いきいき通所事業」利用者の昼食づくり 第２または第４水曜日

オリーブの会 7名 「いきいき通所事業」利用者の昼食づくり
第２または第４（木・金曜
日）

メレンダ 6名 福祉施設等での読み聞かせを行い楽しんでもらう 随時
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7．友部地区のボランティアサークル

団体名 会員 活動内容 活動状況等

旭フレッシュ健康
体操の会

１１名
健康体操を通して、地域の高齢者・中高年者の生
活習慣病予防に寄与

-

野菊の会 9名
伝統芸能のおかめひょっとこを習得し、地域の集い・社
会福祉施設などで演技を披露し、心に癒しを 随時

十指（とし）の会 2１９名
手話技能を習得しながら、聴覚障害者との話し相
手や交流　児童生徒への手話指導 

毎月第２・４金曜日　
13時半～１5時半 

三六（みろく）の
会

11名
点訳技能を習得しながら、点字図書館の点訳本作り児童
生徒への点字指導、視聴覚障害者のガイドや交流

毎月第１・３木曜日　
14時～16時

むぎぶえの会 ６名
市の広報誌をテープに録音し、希望する視聴覚障
害者へ郵送

毎週水曜日　
9時半～16時 

あすなろ会 1２名
重度身障者施設『あすなろの郷』で入所者のベッ
ドメーキング

毎月第４火曜日
9時～11時半 

収集ボランティア ス
タンプありんこ 

７名
未使用はがき、書き損じはがき、古切手、ベル
マークなどの収集と整理及び活用

毎月第２・４月曜日 
9時半～12時 

ともし灯 2１名
手話技能を習得しながら、聴覚障害者との話し相
手や交流児童生徒への手話指導

毎月第２・４土曜日 
10時～12時

ナマステの会 １６名 海外支援の会、支援品や支援金確保と啓蒙啓発 随時

こころの医療セン
ターVやすらぎ喫
茶

１０名
家族会の方々と協働し、社会復帰を目指す方々を
手助け

毎週火曜日
9時半～14時半

映像でわが町をつ
くる会

11名
地域の自然・歴史・文化・行事などをビデオに撮
り、地域活性化に活用、友部図書館で貸出

随時

要約筆記サークル
若葉

８名
講演会等で視覚障害者の耳代わりとなり、講演者
の要旨を文字で書き聴覚障害者の助け手となる

第２、４月曜日
9時半～11時半

いずみ 1０名
保育所・幼稚園・福祉施設等での大型紙芝居や
ペープサート、お話や読み聞かせ、朗読など

定例会　第４水曜日

お達者ランチ会 3０名 [いきいき通所事業｣利用者の昼食づくりと交流
火～金曜日
９時半から13時半

笠間市スクエアス
テップリーダー会

１０３名
転倒予防・認知症予防等の介護予防のためのス
テップ運動の指導

練習日　毎週火・水曜日
10時～11時45分　　　　

学校支援ボラン
ティア

1３名
市内小・中学校等での環境美化
友部特別支援学校での作業のｻﾎﾟｰﾄ、行事の協力

-

おはなしの会
サルビア

8名
朗読の勉強会をしながら、お話会を開いてみんな
で楽しんでもらう。

勉強会　第４木曜日

きんもくの会 ８名 「いきいき通所事業」利用者の食事づくり
偶数月:第２木曜日
奇数月:第２金曜日
9時～13時半

麺友会 ２５名
「いきいき通所事業」の利用者や福祉施設に蕎麦
の提供。

第３日曜日

和（なごみ）
カフェ笠間

1１名
「いきいき通所事業」の利用者や福祉施設に本格
的コーヒーを提供しふれあい、和む。

第２、４月曜日

個人ボランティア ３名 技能・技術の提供（美容・手品など） -

事業所所在地 〒309-1704　笠間市美原3-2-11

電話番号 0296-77-0730
FAX番号 0296-78-3933
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7．岩間地区のボランティアサークル
2021.4.1現在

団体名 会員 活動内容 活動状況等

岩間あすなろ会 1２名 県立あすなろの郷、すずらんの里での奉仕作業など

あすなろの郷（第３火曜日・第4木
曜日：9時～12時）
すずらんの里（第４木曜日・14時
～16時）

ふれあい電話 ６名 7５歳以上の一人暮らし高齢者への、電話訪問 第２・第４金曜日

配食サービス　
すみれの会 ６名

配食　第１月曜日
いきいき第１・３水曜日

配食サービス
たんぽぽの会 ８名

配食第２月曜日
いきいき第１・３水曜日

配食サービス
ひまわりの会 ７名

配食第３月曜日
いきいき第１・３水曜日 

配食サービス　
ゆりの会 1０名

配食第４月曜日
いきいき　第１・３水曜日
第3金曜日

はまなすの会 ６名 第2・４水曜日、第１金曜日

さくらの会 7名 第４金曜日

もみじの会 1４名 第５水曜日

ハイビスカス 1３名 毎週火曜日（月３回）

お便りがかり 6名 
配食サービス事業でのかけ紙作り
いきいき通所事業でのお知らせ作り

随時

配送ボランティア　
四ッ葉のクローバー 

1３名 配食サービス事業での弁当配達
配食　毎週月曜日
９時～13時半

笠間市スクエアステップ
リーダー会岩間支部 2４名 いきいき通所事業での介護予防指導等 随時

笠間市シルバーリハビリ
体操指導士会岩間支部 1６名

手軽にできる体操を指導普及し、介護予防の一助とす
る。

随時

レクリエーション
いわま

4名
レクリエーション活動の指導
自主教室を開催中（折り紙）

第２金曜日・第３火曜日
随時

傾聴すずらん ５名 施設や在宅高齢者を訪問し、話相手や聞き役になる。 毎月第3・5週の木曜日

音訳せせらぎ 9名 市広報誌の録音テープの作成と視覚障害者への貸出　 毎月第３月曜日

あたご手話サーク
ル 

10名
聴覚障害者と共に手話の学習と交流
各行事での手話通訳、各小学校での福祉体験協力、い
きいきふれあい食事作り 

第２・４土曜日　

点字の会まごころ ２名
広報誌の点訳や希望図書の点訳活動　
学校での福祉体験教での指導

第２・４火曜日

めだかクラブ １４名 いきいき通所事業での紙芝居など 随時

個人ボランティア ３名
いきいき通所事業での健康チェック・社協事業への協
力等

つむぎの会 12名 バザー等の作品作り

イベント協力隊 11名
岩間ボランティア連絡協議会イベント時の荷物運搬、
会場設営

クロワッサン 9名 いきいき通所事業の食事作り 第2火曜日

学童ボランティア ー 岩間地区小学校の放課後児童クラブでの活動 夏休み期間中

〒319-0202　　笠間市下郷5139-1

0299-45-7889

0299-45-6250

事業所所在地

電話番号

FAX番号

7５歳以上のひとり暮らし高齢者へのお弁当づくりと献
立
いきいき通所事業での献立及び、食事作り。（活動時
間9:00～13:30）

「いきいき通所事業」での献立及び、食事作り。社協
行事等への協力
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友部地区　　 23

活動場所 活動場所

旭ヶ丘団地集会所 毎週水曜日  9：30～10：30 旧陣屋コミュニティーセンター 第1・3金曜日 10：00～11：00

旭台団地会館 毎週月曜日 10：30～11：30 滝川公民館 第3火曜日  9：00～10：00

大沢上区公民館 第1・3月曜日 10：00～11：00 舘古宿公民館 第1・3金曜日 10：00～11：00

大田町健康ｻﾛﾝ（社協宍戸支部） 毎週月曜日 13：30～14：30 地域福祉センターともべ 毎週木曜日 14：00～15：00

柿橋公民館 第2・4木曜日 10：00～11：00 友部公民館 毎週金曜日 10：00～11：00

上市原公民館 第2・4月曜日 13：30～14：30 八反山公民館 第2・4火曜日 10：00～11：00

鴻巣集落センター 第2・4金曜日 14：00～15：00 富士町公民館 第1・3月曜日  9：00～10：00

五平公民館 第1・3月曜日 13：30～14：30 フロイデ友部 毎週金曜日　 14：00～15：00

社協宍戸支部会館 毎週水曜日 10：00～11：00 松山団地自治会館 第2・4水曜日 10：00～11：00

いこいの家「はなさか」　              
※要入館料

第2・4金曜日 10：00～11：00 南小泉集落センター 毎週木曜日　　　
（最終木曜日を除く）

10：00～11：00

新宿公民館 第2・4木曜日 13：30～14：30 ゆかいふれあいセンター  毎週火曜日 13：30～14：30

若狭山団地公民館 毎週金曜日 10：00～11：00

笠間地区　　 18

活動場所 活動場所

笠間公民館 第2・4金曜日 13：30～15：00 大橋公民館 第1土曜日  9：30～11：00

ポレポレ 第1・3金曜日 10：00～12：00 桂町いきいき元気体操会 第4月 13：30～15：00

みなみ公民館 第1・3木曜日 10：00～11：30 中地原集落センター 第3木曜日 10：00～11：00

みなみ公民館 第2・4月曜日 13：30～15：00 寺崎公民館 第2・4水曜日 10：00～11：30

１５－１区会館 第1・3・5水曜日 13：30～14：45 関戸コミュニティセンター　　（※） 毎週金曜日 13：30～14：30

弁天町集会所 第2・4水曜日  9：30～11：00 田上集落センター 第1・3月曜日 13：30～15：00

２０区公民会館 第2・4月曜日 10：00～11：00 福原・菊池宅付属　　　　　　　　　 毎週水曜日 14：30～15:30

南吉原集会所 第3土曜日 13：30～14：30 大郷戸やまびこ体操会 第1・3金 9：00～10：00

本戸公民館 第2・4月曜日 15：00～16：00 福原公民館　　　　　　　　　（※） 第1・3木曜日 13：30～14：50

岩間地区　 25

活動場所 活動場所

安居東部公民館 第1・3火曜日  9：30～10：30 大古沢公民館 第2・4水曜日 13：30～14：30

愛宕団地公民館 第1・2土曜日  9：30～10：30 地域福祉センターいわま
毎週月曜日　　　　
（第5週を除く）

13：30～15：00

岩間公民館（わかば） 10：00～11：30 地域交流センターいわま（令和） 10：00～11：00

岩間公民館（よつば） 13：30～15：00
地域交流センターいわま（みつば1）
　　　　　　　　　　　　ふれあいルーム

13：30～15：00

春日1区公民館 第2・4火曜日　 13：00～14：00
地域交流センターいわま（みつば2）
　　　　　　　　　　　　　　　　談話室

13：30～15：00

上押辺公民館 第2・4火曜日 10：00～11：00 地域交流センターいわま（あたご） 第1・3月曜日 10：00～11：30

上町公民館 第2・4金曜日 10：00～11：00 仲通り公民館 第3火曜日 10：00～11：00

北根公民館 第1・2・3金曜日 13：30～14：30 新渡戸コミュニティセンター 第2・4火曜日  9：30～10：30

栄町公民館 第1・3水曜日  9：30～10：30 日吉町公民館 第2・4月曜日 10：00～11：00

下安居公民館 第3木曜日  9：30～10：30 日吉町西公民館 第2・4月曜日 14：00～15：00

大網公民館 第3金曜日 10：00～11：00 福島コミュニティセンター 第1・3月曜日　 13：30～14：30

第一東宝ﾗﾝﾄﾞ公民館 第1水曜日 10：00～11：00 参り坂公民館 第1・3火曜日 14：00～15：00

室野公民館 第1・3水曜日 13：30～14：30

8.シルバーリハビリ体操教室　一覧表
　（令和3年 4月１日現在）

活動日・時間 活動日・時間

活動日・時間 活動日・時間

活動日・時間 活動日・時間

　　・（※）4月～6月休会中

毎週木曜日
毎週木曜日　　　
（第5週を除く）
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スクエアステップとは、25ｃｍ角のマス目が書かれた緑色のマットを
使い、パターンどおりにステップする運動です。転倒予防や認知予防、

体力向上に効果があるといわれています。

笠間市では笠間市スクエアステップ・リーダー会にスクエアステップ

運動教室運営を委託しています。

ご興味がある方は、裏面連絡先にお問い合わせの上、ご参加ください。

笠間地区 19サークル

岩間地区 4サークル

＊次ページに友部地区あります。ご覧下さい。

サークル名 活動場所 活動日・時間

スクエアステップ自主教室 A 岩間公民館 毎週木曜日 10：00～11：30
ステップ東宝ランド 第二東宝ランド公民館 毎週月曜日 10：00～12：00
スクエアステップ自主教室 B 地域福祉センターいわま 毎週月曜日 10：00～11：30
スクエアステップあたご 地域交流センターいわま

あたご

毎週水曜日 13：30～15：00

サークル名 活動場所 活動日・時間

いきいき健康クラブ 笠間公民館 毎週木曜日 13：30～15：30
いきいきステップいなだ 稲田公民館 毎週月曜日 10：00～11：45
すこやか寺崎 寺崎公民館 第１・３水曜日 10：00～11：30
すこやかみなみ みなみ公民館 第２・４木曜日 10：00～11：30
ワールドステップ城南 毎週水曜日 10：00～11：30
いきいきステップ高田 高田公民館 毎週火曜日 13：30～15：00
いきいき福原 福原公民館 第２・４木曜日 13：30～15：30
いきいきステップいけのべ 池野辺公民館 毎週金曜日 9：30～11：30
いきいきステップ下市毛 下市毛会館 毎週月曜日 13：30～15：00
いきいきステップあたご 笠間市民体育館 毎週月曜日 10：00～11：30
元気にステップ石井 毎週 火曜日 13：30～15：00
いきいきステップはこだ 箱田公民館 毎週 月曜日 10：00～11：30
いきいき明神 笠間市民体育館 第 2・4火曜日 9：00～10：30
いきいきステップくるす 来栖公民館 毎週土曜日 9：30～11：30
いきいきステップ大橋 大橋公民館 第 2・4木曜日 9：30～11：00
いきいきステップ玉日姫 大古山集落センター 第 1・3木曜日 10：00～11：30
いきいきステップ山びこ 大郷戸集落センター 毎週水曜日 9：30～11：30
仲良しステップ 弁天町会館 第 1・3水曜日 9：30～11：00
MEN’S CLUB KASAMA 運動公園 管理棟 毎週水曜日 13：30～15：00

8.スクエアステップ自主教室のご案内
令和元年５～
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友部地区 17サークル

サークル名 活動場所 活動日・時間

いきいきステップともべＡ

友部公民館

毎週火曜日 10：00～11：30
いきいきステップともべＢ 毎週水曜日 10：00～11：30
いきいきステップともべＣ 毎週水曜日 13：30～15：00
いきいきステップトモベＤ 毎週金曜日 10：00～11：30
男性ダンベル 毎週木曜日 13：00～14：30
男性ダンベルパートⅡ 毎週金曜日 13：30～15：30
いきいきステップ西飯田 毎週土曜日 10：00～11：30
いきいきステップ原店 原店公民館 毎週金曜日 13：30～15：00
いきいきステップ大沢 大沢下二・中三区公民館 毎週月曜日 10：00～11：45
いきいきステップ宍戸 社協宍戸支部会館 毎週火曜日 13：30～15：00
いきいきステップ宮前 宮前公民館 毎週月曜日 13：30～15：00
いきいきステップ松山 松山自治会館 毎週金曜日 10：00～11：30
いきいきステップ旭 旭団地公民館 毎週金曜日 10：00～11：30
いきいきステップ本内 本内公民館 毎週月曜日 13：00～14：30
いきいきステップ友部駅前 地域交流センターともべ

TOMOA
毎週木曜日 13：30～15：00

いきいきステップ上市原 上市原公民館 第 2・４木曜日 13：30～15：00
いきいきステップ南小泉 南小泉農村集落センター 毎週金曜日 13：30～15：00
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84

オレンジカフェ（認知症カフェ）
認知症の方やその家族、介護職

員、地域の人たちが気軽に集ま

り、お互いの悩みや体験を話し合

う場です。話をすることで、気持

ちが楽になり、認知症への理解も

深まります。

市内では、下記の２か所で定期

的に開催し、さらに新たな場所で

も開催を予定しています。お気軽

にご参加ください。

オレンジカフェ フライブルク
（フロイデ総合在宅サポートセンター友部内）

日時：毎月第 3水曜日 14時～15 時 30 分

参加費：フードまたはドリンク１品注文

問合：電話 ０２９６-７３-５５７７（笠間市鯉淵６５２６-１９）

お茶を飲みながら、リラッ
クスした雰囲気で話し合う
ことができます

地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す

すずらんカフェ
（特養すずらんの里内）

日 時：毎月第 3日曜日 14時～15 時 30 分

参加費：200 円（お茶菓子付き）

問合：電話０２９９-４５-０５５５(笠間市土師 1283-5)

誰もが安心して暮らせる

本格的な
コーヒー、お茶
あります

身体を動かした
り、ものづくり
などでリフレッ
シュ
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名　　称 所在地 電話番号

社会福祉法人　笠間市社会福祉協議会 美原3-2-11 0296-77-0730

笠間市　社会福祉課　 中央3-2-1 0296-77-1101

茨城NPOセンター・コモンズ 水戸市梅香2-1-39 029-300-4321

茨城NPOセンター・コモンズ

グッジョブセンターみと

フードバンク茨城 牛久市牛久町1024-1（月水金のみ） 029-874-3001

いばらき若者サポートステーション 水戸市赤塚1-1　MIOS1階 029-306-7566

日本司法支援センター法テラス茨城 水戸市大町3-4-36　大町ビル3階 0503383-5390

茨城障害者職業センター 鯉淵6528-66 0296-77-7373

茨城県立リハビリテーションセンター 笠鯉淵6528-2 0296-77-0626

茨城県立中央病院 鯉淵6528 0296-77-1121

茨城県立こころの医療センター 旭町654 0296-77-1151

水戸市三の丸1-7-41

いばらき就職・生活総合支援センター3階

茨城県住宅管理センター 水戸市大町3-4-36　大町ビル2階 029-226-3355

茨城県社会福祉協議会 水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館 029-241-1133

茨城県社会福祉士会 水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館 029-244-9030

ＪＡ常陸（笠間地区） 飯合146 0296-74-4700

笠間市シルバー人材センター 石井717 0296-73-0373

笠間市消費生活センター 友部駅前1-10　地域交流センター友部 0296-77-1313

笠間市農業公社 中央3-2-1 0296-73-6439

子育て世代包括支援センター「みらい」 南友部1966-1 0296-78-3155

笠間市上下水道お客様センター 矢野下750 0296-87-2231

笠間市立病院 南友部1966-1 0296-77-0034

笠間市家庭児童相談室 中央3-2-1 0296-70-5411

笠間市教育委員会 中央3-2-1 0296-77-1101

笠間市ボランティア連絡協議会 笠間市社会福祉協議会内 0296-78-2626

笠間市福祉施設協働事業連絡協議会 　同上 0296-77-0730

10．生活困窮者自立相談支援　関係機関一覧

水戸市大工町1-2-3　トモスみとビル4階 029-291-8990

茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 029-233-2355

69



　 １1　笠間市内　障害福祉サービス事業所一覧　【サービス毎】 Ｒ3.7.1　現在

【訪問系のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 住所 電話

社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会 自立支援事業所 居宅介護 笠間4364-2 0296-73-5650

社会福祉法人　尚生会 指定居宅介護支援事業所
介護センターかさま

居宅介護
重度訪問介護 石井2253-1 0296-70-1331

社会福祉法人　木犀会 指定訪問介護事業所　ゆう
居宅介護
行動援護
同行援護
（移動支援）

鯉淵6612-213 0296-71-9002

セントケア茨城株式会社 セントケア友部 居宅介護 八雲1-1-1
YNKﾋﾞﾙ2Ｆ 0296-70-5631

ＮＰＯ　コスモス ＮＰＯ　コスモス 居宅介護
重度訪問介護 湯崎1048-13 0296-73-5541

有限会社　ともべ看護ケアセンター ケアライフ下郷 居宅介護 下郷4536-115 0296-78-5659
※居宅において生活全般にわたる援助を行います。（入浴、排せつ、食事等の介護。調理、洗濯、掃除等の家事。その他の生活等に関する相談および助言）

【日中活動系のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 住所 電話

社会福祉法人城北福祉会 佐白の館 生活介護 大渕524-1 0296-72-9346

社会福祉法人朝日会 愛の里 生活介護 大橋12 0296-72-8131

有限会社　森田屋縫製 森田屋 就労継続支援Ｂ型 石井444 0296-72-0704

特定非営利活動法人　ハイム ニコニコハウス 生活介護 石井2075-2 0296-72-0446

株式会社　かつらぎ 就労支援センターかつらぎ 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 笠間2764-3 0296-72-9369

株式会社Feeld リライブ 自立訓練（生活） 笠間1593-1 0296-72-1102

地域活動センター「光（koo）」 生活介護
自立訓練（生活）

笠間焼工房「陽（yoo）」 就労継続支援Ｂ型

障害者支援事業所　さくら 生活介護 寺崎161-1 0296-73-5507

ひまわり館 生活介護 鯉淵6271-25 0296-71-3133

茨城福祉工場 就労継続支援Ａ型 鯉淵6550 0296-77-8155

あいふぁーむ茨城 就労移行支援
就労継続支援Ｂ 旭町153-4 0296-77-8505

渡辺福祉サポート株式会社 障害者日中活動支援センター 就労移行支援
就労継続支援Ｂ 鯉淵6342-29 0296-78-5105

特定非営利活動法人
茨城自立支援センター ともにーアレス 就労継続支援Ａ型 旭町字旭崎550-1 029-291-4154
特定非営利活動法人
茨城依存症回復支援協会 自立支援センターこいぶち 就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活） 鯉淵6266-63 0296-78-5287

株式会社DCL チャレンジ 就労継続支援Ｂ型 東平2-6-3 0296-71-7716

株式会社DCLF ネクスト 就労継続支援Ｂ型 旭町468-30 0296-71-7716

特定非営利活動法人　双葉園 双葉園 就労移行支援
就労継続支援Ｂ 仁古田1135-1 0296-73-5511

医療法人社団　聖嶺会 かさま障がい者サポートセンター 自立訓練（機能） 八雲2-12-14 0296-77-7211

特定非営利活動法人　たくみ ひばり 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

東平2-14-35
YKﾋﾞﾙ1F102号 0296-73-5581

笠間市障害者福祉センター
「たけのこ」 就労継続支援Ｂ型 美原3-2-11 0296-77-0730
笠間市障害者福祉センター
「あおぞら」 就労継続支援Ｂ型 下郷5139-1 0299-45-7889

社会福祉法人やまびこの里福祉会 かしの木　笠間 就労継続支援Ｂ型 安居3140 0299-45-6001

特定非営利活動法人　喜友会 スマイル笠間かがやき 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 市野谷911 029-251-5882

株式会社ＡＤＡＣＨＩ福祉サポート 就労支援センターともべ 就労継続支援Ｂ型 下郷4536-115 0299-57-6731

有限会社　ともべ看護ケアセンター デイサービスともべケアセンター 生活介護 鯉渕6526-432 0296-71-9638

※生活介護：常時介護を必要とする人に、主として日中に障がい者支援施設等で支援を行います（入浴、排せつ、食事等の介護。調理、洗濯、掃除等の介護。生活等相談。創作活動等。その他日常生活等の支援）。

※就労支援：一般就労等を希望する65歳未満の方に対し、一般就労に向けて必要な支援を行います。

　・就労継続支援A型（雇用型）：雇用契約に基づく就労機会の提供や一般就労に移行するための支援を行います。

　・収容継続支援B型（非雇用型）：通所による生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識、能力向上のために必要な訓練などの支援を行います。

※自立訓練：自立した生活を営むために必要な訓練や生活相談を行います（生活訓練）。また身体障がいのある方などに対し、必要な機能訓練や、生活する上での相談支援を行います（機能訓練）。

高次脳機能

依存症患者

社会福祉法人光風会 赤坂17-6 0296-71-4416

社会福祉法人　木犀会

社会福祉法人自立奉仕会

社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会
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　 １1　笠間市内　障害福祉サービス事業所一覧　【サービス毎】 Ｒ3.7.1　現在

【居宅系のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 住所 電話

社会福祉法人城北福祉会 佐白の館 施設入所支援
短期入所 大渕524-1 0296-72-9346

施設入所支援
短期入所

共同生活援助

株式会社　かつらぎ 障がい者グループホーム
かつらぎホーム 共同生活援助 笠間2764-3 0296-72-9369

株式会社Feeld レリーフ 共同生活援助 笠間市笠間1593-1 0296-72-1102

社会福祉法人光風会 グループホーム「颯（soo）」 共同生活援助 笠間1550-1 0296-71-4416

ケアホーム　かさま 共同生活援助 寺崎161-1 0296-73-5508

ケアホームクローバーともべ 共同生活援助 鯉淵6266-143 029-212-8324

渡辺福祉サポート株式会社 渡辺福祉サポートセンター 共同生活援助 鯉淵6342-29 0296-78-5105

特定非営利活動法人
茨城依存症回復支援協会 ビレッジダッシュ 共同生活援助 鯉淵6266-63 0296-78-5287

合同会社　たねの声 グループホーム　うたた寝 共同生活援助 大田町215-37 0296-77-2932

特定非営利活動法人
茨城自立支援センター グループホーム　ともにーの家 共同生活援助 旭町545-7 029-291-4154

社会福祉法人やまびこの里福祉会 グループホーム　かしの木 共同生活援助 安居3140 0299-45-6001

株式会社ＡＤＡＣＨＩ福祉サポート グループホームともべ 共同生活援助 下郷4536-115 0299-57-6731

※共同生活援助：障がいのある方が共同生活を営む住居において、主に夜間に必要な生活上の世話を行います。

【相談支援事業所】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 住所 電話

指定特定相談支援
地域移行
地域定着
指定障害児相談支援
指定特定相談支援
地域移行
地域定着
指定障害児相談支援

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

有限会社　森田屋縫製 森田屋 指定特定相談支援 石井444 0296-72-0704

社会福祉法人光風会 地域活動支援センター「光（ｋｏｏ）」 指定特定相談支援 赤坂17-6 0296-71-4416

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

社会福祉法人自立奉仕会 あいふぁーむ茨城 指定特定相談支援 旭町153-4 0296-77-8505
指定特定相談支援

指定障害児相談支援

一般社団法人　あゆみネットワーク・茨城 相談支援事業所　あゆみプロジェクト 指定特定相談支援
下郷4543-75
生駒住宅C号 0299-29-9007

※指定特定相談支援：障がいのある方が、障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングなどの支援を行います。

※指定障害児童相談支援：障がいのある児童が、障害福祉サービスを利用する前に、サービス利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングなどの支援を行います。

高次脳機能

依存症患者
（精神）

社会福祉法人朝日会 愛の里 大橋12 0296-72-8131

社会福祉法人　木犀会

社会福祉法人朝日会 愛の里 大橋12 0296-72-8131

社会福祉法人城北福祉会 佐白の館 大渕524-1 0296-72-9346

株式会社　かつらぎ 計画相談センターすぐり 笠間2764-3 0296-73-4154

特定非営利活動法人　たくみ ひばりサポートセンター 東平2-14-35
YKﾋﾞﾙ1F102号 0296-73-5581

社会福祉法人　木犀会 木犀会くらしサポートセンター 鯉淵6271-25 0296-73-6180

セントケア茨城株式会社 セントケア友部 八雲1-1-1
YNKﾋﾞﾙ2Ｆ 0296-70-5631
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名　　称 所在地 電話番号 休診日 

茨城県立中央病院 鯉淵6528 0296-77-1121 土曜・日曜・祝日

茨城県立こころの医療センター 旭町654 0296-77-1151 土曜・日曜・祝日

笠間市立病院 南友部1966-1 0296-77-0034 土曜・祝日・日曜(休日緊急診療のみ実施)

石本病院 石井2047 0296-72-4051 木曜・祝日

立川記念病院 八雲2-12-14 0296-77-7211 日曜・祝日

あさひクリニック 旭町108-6 0296-78-5011 水曜・日曜・祝日・土曜午後

あやか内科クリニック 八雲2-5-25　 0296-71-3022 木曜・日曜・祝日・土曜午後

粟屋医院 笠間303 0296-72-1567 水曜・祝日・土曜午後

いけうち医院 笠間1200 0296-72-1105 水曜・日曜・祝日・土曜午後

石橋内科医院 鯉淵6268-102 0296-71-3181 木曜・日曜・祝日

磯医院 稲田2272 0296-74-4790 木曜・日曜・祝日・土曜午後

梅里クリニック 下郷4468 0299-45-2002 木曜・日曜・祝・土曜午後

太田皮フ科 笠間179 0296-72-7777 月曜、木曜午前・祝日・日曜午後(最終日曜終日)

笠間眼科 笠間4329-2 0296-72-9917 水曜・日曜・祝日・土曜午後

笠間耳鼻咽喉科 笠間1107-4 0296-73-0111 水曜・日曜・祝日・月末最終日午後

笠間中央クリニック 福原3633-3 0296-71-6001 日曜・祝日・火曜午後・木曜午後・土曜午後

神里医院 笠間1256 0296-72-0177 日曜・祝日

河村医院 笠間223 0296-72-2121 日曜・祝日・木曜午後・土曜午後

小沢眼科内科病院附属友部診療所 五平72-1 0296-71-2311 日曜・祝日・金曜

佐藤医院 笠間981-8 0296-72-0032 日曜・祝日・木曜午後・土曜午後

下田整形外科 笠間4390-3 0296-73-0858 日曜・祝日・木曜・土曜午後 

高瀬医院 安居1291 0299-45-2140 水曜・日曜・祝日

友部セントラルクリニック 鯉渕6679-11 0296-73-4110 木曜・日曜・祝日・土曜午後 

ねもとクリニック 大田町215-13 0296-77-7011 木曜・日曜・祝日

根本産婦人科医院 八雲1-4-21 0296-77-0431 木曜・日曜・祝日・土曜午後特別診療(不妊治療のみ)

塙医院 八雲2-4-11 0296-77-0072 木曜日・日曜・祝日

常陸クリニック 旭町472-1 0296-78-5911 日曜・祝日・土曜午後

にしぼり整形外科 泉2077-3 0299-37-6026 水曜・土曜・祝日・日曜午後・第3日曜

本多内科・循環器科医院 福島396 0299-37-8556 水曜・日曜・祝日

武藤医院 平町1635-1 0296-77-6610 日曜・祝日・木曜午後・土曜午後

柳橋医院 稲田755 0296-74-2302 日曜・祝日・土曜午後

山本内科小児科医院 東平4-5-34 0296-71-2232 日曜・祝日 

わたなべ整形外科 鯉渕6266-140 0296-70-5577 日曜・祝日・木曜午後・土曜午後

メディカルケアクリニックかさま 笠間1723-2 0296-71-8585
木曜・日曜・祝日・
（水曜午前と土曜午後は予約のみ対応）

たかだ脳神経外科・内科クリニック 赤坂9-17 0296-71-8808 水曜・日曜・祝日・土曜午後

ふじえだクリニック 東平3-1-40 0296-71-5500 木曜・日曜・祝日・土曜午後

ともべ内科クリニック 東平３丁目1-21 0296-70-5500 水曜・日曜午後・祝日

１2．市内　医療機関
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名　　称 所在地 電話番号 休診日 

赤津歯科 長兎路525-1 0296-78-9062 水曜・日曜・祝日

アキデンタルクリニック 赤坂9-3 0296-71-1182 木曜・日曜・祝日

あさひ歯科クリニック 旭町92-4 0296-78-0821 日曜午後(日曜午前は月2回)・祝日

あべ歯科クリニック 泉2100-3 0299-37-6886 木曜・日曜・祝日

安藤歯科医院 笠間1398 0296-72-0347 木曜・日曜・祝日

石本病院(歯科) 石井2047 0296-72-4051 木曜・金曜・祝日

デンタルクリニック泉川 鯉淵6740-10 0296-77-8131 木曜・日曜・祝日

うめさと歯科クリニック 下郷4468-2-5 0299-56-6280 木曜・日曜・祝日

大沢歯科 下郷4542-136 0299-45-5523 木曜・日曜・祝日

太田歯科医院 笠間1709-1 0296-72-0881 木曜・日曜・祝日

奥田歯科医院 旭町327-1 0296-78-2355 木曜・日曜・祝日

かさま歯科 笠間1542-5 0296-72-7737 水曜・日曜・祝日

神里医院（歯科） 笠間1256 0296-72-0177 日曜・祝日

かわぐち歯科医院 住吉1484-3 0296-70-5567 木曜・日曜・祝日

河村歯科医院 笠間228-2 0296-72-7123 木曜・日曜・祝日

木下歯科医院 旭町217-8 0296-77-1925 水曜午後・木曜・日曜・祝日

清浦歯科 橋爪927 0296-77-9025 日曜・祝日

くりの森歯科クリニック 平町1877-8 0296-73-6578 日曜・祝日

斉藤歯科医院 泉2073 0299-45-5581 木曜・日曜・祝日

菅谷歯科医院 押辺513 0299-45-8360 木曜・日曜・祝日

清宮歯科医院 平町1720-31 0296-77-5722 木曜午後・日曜・祝日

田崎歯科医院 笠間34 0296-72-0123 木曜・日曜・祝日

たち歯科 八雲2-1-16 0296-77-8120 日曜午後・祝日

つなかわ歯科医院 笠間1958 0296-72-7127 水曜・日曜・祝日

智晴歯科医院 南友部388-15 0296-78-2732 木曜・日曜・祝日

友部歯科診療所 美原2-8-27 0296-77-8841 日曜・祝日

仲田歯科医院 下郷4425-15 0299-45-5110 日曜・祝日・木曜午後

中村歯科医院 笠間1717-2 0296-72-4182 日曜・祝日

中山歯科医院 下郷4087-1 0299-45-2205 木曜・日曜午後・祝日

はなわ歯科医院 笠間1949-2 0296-72-1397 水曜・日曜・祝日

東平歯科クリニック 東平3-1-12 0296-78-4182 木曜・祝日

ふくはら歯科クリニック 福原3080-4 0296-73-6479 水曜・日曜・祝日

松井歯科医院 笠間1458-2 0296-71-0840 木曜午後・日曜・祝日

湊歯科医院 石井1025-1 0296-72-1818 木曜・日曜・祝日

笠間さくら歯科 鯉淵6269-12 0296-78-1182 水曜・日曜・祝日

１2．市内　歯科医療機関
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名　　称 所在地 電話番号

佐野薬局 笠間1328-1  0296-72-0133

かさま薬局 笠間1632-2  0296-73-0040

みすず薬局笠間大町店 笠間1158-4  0296-70-1161

コスモファーマ薬局稲荷店 笠間4376-5  0296-70-0102

薬局neut 笠間1349-2  0296-72-0181

アイリス薬局 石井2031-2  0296-71-1210

マロン薬局 赤坂9-18  0296-71-8230

みすず薬局笠間店 下市毛字稲荷林263  0296-72-5358

そうごう薬局笠間店 福原47-2  0296-71-8001

ナップ薬局鯉淵店 鯉淵6266-1  0296-70-5535

フローラ薬局友部店 鯉淵6679-12  0296-70-5593

共創未来友部薬局 鯉淵字十ノ割6526-82  0296-70-9115

アイン薬局こいぶち店  鯉淵6526-90  0296-71-3261

アイン薬局友部店 鯉淵6526-236  0296-78-0401

オリーブ薬局 東平3-1-41  0296-71-7886

カワチ薬局友部店 東平3-1-15  0296-70-5446

アイセイ薬局友部店 東平3-1-22  0296-78-5320

ロイヤル薬局友部 東平4-5-33  0296-70-5375

かさま中央薬局 旭町字旭崎653-1  0296-71-2070

みどり薬局 旭町472-2  0296-78-9771

アイン薬局友部旭町店 旭町653-8  0296-71-2105

ＳＦＣ薬局友部店 平町1635-22  0296-70-5312

根本薬局 八雲1-2-4  0296-77-0040

アルファーム薬局友部店 八雲2-1058-208  0296-70-5777

ひまわり薬局 大田町208-144  0296-70-5818

菅谷薬局 下郷5012-10  0299-45-0158

あす薬局 安居1295-4  0299-45-8510

ひまわり調剤薬局泉店 泉2081-1  0299-56-5218

１2．市内　薬剤師会所属薬局
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13.高齢者等要援護者の見守り活動への協力に関する協定　協力事業所一覧　　　　令和3年1月現在
No. 区　　分 団体・事業者名称 所在地

1 いばらきコープ生活協同組合 小美玉市西郷地１７０３番地

2 生活協同組合 パルシステム茨城 栃木 水戸市梅香２丁目１番３９号

3 生活クラブ生活協同組合　茨城 牛久市猪子町９９２番地６７６

4 株式会社 常陽銀行 友部支店 笠間市東平二丁目１番１号

5 株式会社 常陽銀行 笠間支店 笠間市笠間１３５７番地５

6 株式会社 常陽銀行 岩間支店 笠間市下郷４４３９番地

7 株式会社 筑波銀行　友部支店 笠間市美原一丁目１番１号

8 株式会社 筑波銀行　笠間支店 笠間市笠間１１７８番地１

9 水戸信用金庫　友部支店 笠間市八雲一丁目４番１４号

10 水戸信用金庫　岩間支店 笠間市下郷４４３９番地１７０

11 結城信用金庫　友部支店 笠間市東平二丁目１２番１２号

12 結城信用金庫　笠間支店 笠間市笠間５５番地５

13 茨城県信用組合　友部支店 笠間市美原一丁目１番３４号

14 茨城県信用組合　笠間支店 笠間市笠間１５９３番地

15 茨城県信用組合　岩間支店 笠間市下郷４５４２番地１３８

16 中央労働金庫　友部支店 笠間市八雲二丁目５番１８号

17 日本郵便株式会社 笠間郵便局 笠間市笠間１５９３番地１１

18 日本郵便株式会社 友部郵便局 笠間市八雲二丁目９番１２号

19 日本郵便株式会社 岩間郵便局 笠間市下郷４４３８番地

20 日本郵便株式会社 石岡郵便局 石岡市府中１－７－２８

21 日本郵便株式会社 宍戸郵便局 笠間市平町２０４０番地

22 日本郵便株式会社 福原郵便局 笠間市福原１３３０番地６

23 日本郵便株式会社 笠間石井郵便局 笠間市石井１０９０番地

24 日本郵便株式会社 稲田郵便局 笠間市稲田２３２３番地１

25 日本郵便株式会社 南川根郵便局 笠間市安居１４６５番地

26 日本郵便株式会社 大池田郵便局 笠間市大橋２１８５番地４

27 日本郵便株式会社 笠間駅前郵便局 笠間市笠間４３９９番地４

28 日本郵便株式会社 北川根郵便局 笠間市湯崎８９４番地２

29 日本郵便株式会社 友部上市原郵便局 笠間市上市原１８９１番地２

30 日本郵便株式会社 友部駅前郵便局 笠間市東平一丁目１番２２号

31 日本郵便株式会社 笠間大町郵便局 笠間市笠間１１５４番地２

32 日本郵便株式会社 友部旭町郵便局 笠間市旭町９１番地２

33 シルバー人材センター 公益社団法人 笠間市シルバー人材センター 笠間市石井７１７番地

34 農業協同組合 常陸農業協同組合友部支店 笠間市八雲一丁目３番５号

35 電気事業所 東京電力パワーグリッド株式会社下館支社 筑西市下岡崎三丁目１番地１３

36 宅配事業所 ヤマト運輸株式会社　笠間支店 笠間市平町４４６番地１

37 ヤクルト販売店 水戸ヤクルト販売株式会社 水戸市谷津町１－３５

38 明治友部ミルクセンター 笠間市平町２０４６番地１

39 小林宅配センター 笠間市市野谷３番地１１０

40 岡田牛乳店 笠間市中央一丁目１番３０号

41 サンミルク友部店 笠間市鯉淵６２２７番地１３

42 笠間ミルクセンター野村 笠間市下市毛１８８番地１

43 明治牛乳笠間宅配センター 笠間市笠間２７６３番地３

44 岩間ミルクセンター 笠間市下郷４５５７番地１０２

45 森永牛乳岩間販売所 笠間市泉４９番地

電話番号

０２９９－３６－７２６６

０２９－３０３－１６１６

０２９－８７４－８５１０

０２９６－７７－１１５４

０２９６－７２－１１２３

０２９９－４５－２６０２

０２９６－７７－７９７１

０２９６－７２－１２３３

０２０６－７７－０８２１

０２９９－４５－７２３５

０２９６－７８－５５８８

０２９６－７２－０２７５

０２９６－７７－１１６６

０２９６－７２－１２２４

０２９９－４５－７１７５

０２９６－７７－２１５５

０２９６－７２－１９２３

０２９６－７７－２８９３

０２９９－４５－２９１０

０２９９－２２－２４０５

０２９－２４８－１２１２

０２９－２４８－１２１３

０２９－２４８-1214

029-248-1215

029-248-1216

029-248-1217

029-248-1218

029-248-1219

029-248-1220

029-248-1221

029-248-1222

029-248-1223

0296-73-0373

0296-77-8111

0296-47-1197

0296-77-8272

029-251-8960

0296-77-7150

0299-45-5080

0296-77-1244

0296-77-9140

0296-72-1739

0296-72-3565

0299-45-2202

0299-45-3123

生活協同組合

金融機関

郵便事業所

牛乳販売店
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46 （有）塩田新聞店 笠間市美原二丁目２番１９号

47 読売センター笠間 （有）宮本新聞店 笠間市笠間１４６４番地８

48 ASA友部・岩間・笠間 君羅新聞店 笠間市旭町619-1/笠間市旭町２９４番地７

49 稲田新聞店 笠間市稲田２３２６番地

50 有限会社 佐藤新聞店 笠間市笠間１４０５番地９

51 茨城交通株式会社 水戸市袴塚３丁目５番３６号

52 有限会社 友部ハイヤー 笠間市中央１丁目１－９

53 関鉄水戸タクシー株式会社 水戸市城南２－７－１７

54 関鉄ハイヤー株式会社 石岡市府中一丁目２－６

55 岩間タクシー有限会社 笠間市下郷４４３９番地

56 かさまのにゃんこ株式会社 笠間市旭町６３８番地５

57 東日本旅客鉄道（株）友部駅 笠間市友部駅前１番２４号

58 フロイデ総合在宅サポートセンター友部 笠間市鯉淵６５２６番地１９

59 特別養護老人ホーム宍戸苑 笠間市橋爪４６２－１

60 社会福祉法人　尚生会 笠間市笠間１６３５番地２

61 特別養護老人ホーム笠間陽だまり館 笠間市南友部１９６６番地１３９

62 有限会社ともべ看護ケアセンター 笠間市鯉淵６５２８－５４

63 有限会社モリ・ケア・サービス 笠間市下郷6004番地1

64 医療機関 医療法人社団 聖嶺会 立川記念病院 笠間市八雲２丁目１２番１４号

65 ワタミ株式会社 東京都大田区羽田１－１－３

66 ライフデリ笠間店 笠間市泉2533-2

67 豆腐販売店 有限会社 佐白山のとうふ屋 笠間市笠間２８１０番地

68 医薬品卸売販売 アルフレッサ株式会社　水戸支店 水戸市河和田三丁目2585番8

69 薬局 そうごう薬局笠間店 笠間市福原3633

70 飲食店 お食事処いこい 笠間市鯉淵6526-131

71 保険会社 第一生命保険株式会社 笠間市笠間1815－3

72 スーパー(移動販売) 株式会社セイブ 水戸市住吉町284－1

73 リース業者 株式会社ヴィオーラ　アレス友部 水戸市旭町550-1

0296-77-0076

0296-72-5680

0296-77-1070

0296-74-4220

0296-72-0330

029-251-2331

0296-77-1171

029-231-3600

0299-24-3139

0299-45-2103

0296-73-4028

0296-77-0025

0296-73-5577

0296-78-2221
0296-78-2901

0296-73-5562

0296-73-6181

0296-73-6001

0299-45-2433

0296-77-7211

03-5737-2809

0299-45-1511

0296-72-3072

029-257-3270

0296-71-8001

0296-77-0454

050-3782-0912

029-248-1211

０２９６－７３－５５７２

新聞販売店

介護事業所

配食事業所

交通機関
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