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神明町18番4号
（蒲郡市社会福祉協議会内）

69-6674 69-3993
月～金曜日
8：30～17：15

蒲郡
中学校区

 蒲郡市中央
 地域包括支援センター

　●要支援１、２の方については、基本的に各地区の地域包括支援センターが介護予防サービス計画
　   書（介護予防ケアプラン） を作成していきます。

　●地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して生活を続けられるよう
 　　に支援する総合センターです。

大塚・三谷
中学校区

 蒲郡市東部
 地域包括支援センター

大塚町山ノ沢45番地2
（蒲郡東部病院内）

59-6790 59-6790
月～金曜日
8：30～17：30

担当地域
（学校区）

事業所名 所在地 電話番号 FAX番号 相談時間

　●蒲郡市には５つの地域包括支援センターがあり、お住まいの地区の中学校区ごとに担当が決ま
　　 っています。ご自宅の中学校区がわからないときは、市役所長寿課までお問い合せください。

　　 

月～金曜日
8：30～17：30

　　　介護のこと以外にも生活上の様々な相談にのっています。お困りのことがありましたら、

中部
中学校区

 蒲郡市みらいあ
 地域包括支援センター

栄町9番20号
（老人保健施設みらいあ前）

66-0800 66-0808
月～金曜日
8：30～17：15

塩津
中学校区

 蒲郡市塩津
 地域包括支援センター

竹谷町奥林29番地1
（グループホームすずらん内）

56-7125 56-7126

　　　お気軽にご相談ください。

月～金曜日
8：30～17：30

形原・西浦
中学校区

 蒲郡市西部
 地域包括支援センター

形原町西稲荷18番地2
（形原眺海園内）

58-1136 57-3808

ち い き ほ う か つ し え ん

地域包括支援センター
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No.

予
防
対
応

1 可

2 可

3 可

4 可

5 可

6 可

7 可

8 可

9 否

10 可

11 可

12 可

13 可

14 可

15 否

⑯ ★
可

⑰ ★
可

蒲郡市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所

神明町18番4号
 （蒲郡市勤労福祉会館内）

67-0111 69-3993

形原眺海園介護支援事業所 形原町西稲荷18番地2 58-1181 57-8134

　●要介護１～５の方については、ケアマネジャー（介護支援専門員）が、利用者にあった「ケアプラン」
　　 を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように支援します。

事業所名 所在地 電話番号 FAX番号

※ 予防対応 『可』 ・・・介護予防サービス計画の作成ができる事業所です。

五井町五反田7番地1 69-1397 69-1390

医療法人北辰会
指定居宅介護支援事業所みらいあ

栄町9番20号 67-0126 67-0132

蒲郡眺海園介護支援事業所

JA蒲郡市　介護センター 上本町2番25号 68-8005 68-5074

JA蒲郡市　介護センター形原 形原町計後家4番地1 56-8776 57-7707

たいよう形原 形原町西中田11番地3 57-3871 57-3872

コープあいち　福祉サービス蒲郡 水竹町横枕3番地1 67-1811 67-1812

ひかりの森 三谷北通四丁目55番地 66-1760 66-1761

さかえの郷ケアプランセンター若宮 三谷町若宮189番地 68-2442 68-1020

有限会社鹿島居宅介護支援事業所 鹿島町浜田8番地2 67-1802 67-1802

ゆのか 中央本町1番7号 66-3620 66-3621

楓の杜 神ノ郷町下向山35番地 56-8876 56-8846

はーと居宅介護支援センター 元町4番11号  元町駅横ビル402
090

3382-5676
052

308-6625

ケアプランセンター笑顔 竹谷町上松23番地5 79-8630

 ★  「⑯なごみの郷」、「⑰すみれ」については、小規模多機能型居宅介護を利用する場合のみ、
　　　介護予防プランを作成できます。

小規模多機能型居宅介護 なごみの郷 柏原町加治替戸3番地1 69-8753 66-3677

小規模多機能型居宅介護 すみれ 竹谷町犬飼港3番地3 67-0892 67-0881

052
308-8615

き ょ た く か い ご し え ん じ ぎ ょ う し ょ

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）
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　　　  通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊りのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：平成30年度 介護保険パンフレット（発行：東三河広域連合福祉事業部介護保険課）　　

　　　  定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で入所している方が、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。
　　　　  ※原則として要介護3以上の方が対象です。

●  [介護予防] 地域密着型 認知症対応型共同生活介護　（グループホーム）

　　　  認知症高齢者が入居する施設で、家庭的な環境の下、食事や入浴などの日常生活上の世話や介護を受けられます。

● 地域密着型 特定施設入居者生活介護　（地域密着型有料老人ホーム）

　　　  定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。

●  [介護予防] 地域密着型 小規模多機能型居宅介護

　　　  理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが居宅を訪問し、リハビリを行います。

● [介護予防] 訪問看護　（訪問看護ステーション）

● 通所介護　（デイサービス）

　　　  通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

　　　  ＜地域密着型通所介護＞　（地域密着型デイサービス）

　　　  医師の指示書に基づいて看護師などが居宅を訪問し、療養上の支援や相談対応、診療の補助をします。

● 訪問介護　（ホームヘルパー）

　　　  ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降

● [介護予防] 訪問リハビリテーション　（訪問リハ）

　　　  介助も利用できます。

　　　  居宅に浴室がない場合や感染症などで浴室の利用が難しい場合、移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護をします。
● [介護予防] 訪問入浴介護 　（訪問入浴）

　　　　     　定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰り

　　　  寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄など
　　　  の日常生活介護や療養上の世話が受けられます。　　※原則として要介護３以上が対象です。

● 介護老人保健施設　（老人保健施設）

　　　  病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビ

　　　　     　で行います。

        ＜[介護予防] 認知症対応型通所介護【地域密着型】＞ 　（認知症デイサービス）

　　　　     　認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

● [介護予防] 通所リハビリテーション　（デイケア）

●  [介護予防] 短期入所生活介護【介護老人福祉施設・特定施設等】 　（ショートステイ・特定施設ショートステイ）

　　　  られます。

● 地域密着型 介護老人福祉施設　（地域密着型特別養護老人ホーム）

　　　  介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活機能向上のための支援、リハビリを行います。

● 介護老人福祉施設　（特別養護老人ホーム）

　　　  介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受け

　　　  有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

　　　  介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援（食事、入浴、排泄など）や機能訓練などが受けられます。

●  [介護予防] 短期入所療養介護【医療型】　 （医療型ショートステイ）

　　　  リテーション、日常生活介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

●  [介護予防] 特定施設入居者生活介護　（有料老人ホーム）  ※介護専用型・混合型

介護保険サービス・施設等 説明
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

No.

1

2

3

No.

1

2

3

4

5

6 かんだ訪問看護リハビリステーション 金平町井戸尻29番地　吉平ハイツ201号室 65-8886 65-8887

医療法人耕和会こんどうクリニック

56-0051

事業所名 FAX番号

 ※医療機関（サービス提供については、各医療機関へお問い合わせください）

● 訪問看護 （訪問看護ステーション）

所在地

※

大塚町広畑15番地1　（4-C）

電話番号 FAX番号

友訪問介護サービス事業所

豊岡町梶田13番地1 67-1155 67-1166

浜町40番地

栄町11番50号 67-6622 67-1005

69-222866-0007鹿島町深田22番地1

 広域  ・・・総合事業の広域型訪問サービス（生活援助のみを提供）

そよ風の里ヘルパーステーション 竹谷町犬飼港1番地4 67-0880 67-0881予防

予防
広域

予防 コープあいち福祉サービス蒲郡

予防

 予防  ・・・総合事業の介護予防訪問サービス

予防
広域 68-6680 75-6577

56-8960 56-8960

みかわ訪問介護ステーション 金平町一ノ沢2番地5 57-0331 57-0336

訪問介護きらら

蒲郡市社会福祉協議会指定
訪問介護事業所

神明町18番4号 69-3284 69-3993予防
広域

水竹町横枕3番地1 67-1811 67-1812

蒲郡眺海園ヘルパーステーション 拾石町浅岡1番地7 69-1396 69-1125

● 訪問介護 （ホームヘルパー）

事業所名 所在地 電話番号 FAX番号予防／
広域

JA蒲郡市介護センター 上本町2番25号 68-8005 68-5074

訪問看護ステーションみらいあ

事業所名

とよおかクリニック

蒲郡厚生館病院 栄町11番13号 66-6657 66-3855

● 訪問リハビリテーション （訪問リハ）

所在地 電話番号

予防

 ※医療機関（サービス提供については、各医療機関へお問い合わせください）

鹿島町深田22番地1 69-2225 69-2227

丸山町1番5号 66-3121 66-3122

訪問看護ステーション　幸

訪問看護ステーション　オレンジクラブ

訪問看護ステーション蒲郡すみれ 竹谷町犬飼港7番地1 66-3230 65-9550

ナーシングホーム訪問看護ステーション 形原町北新田41番1 56-0123

訪問型介護サービス
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
はあとデイサービス
　※2・3単位目は午前または午後のみ

1単位目
20

2.3単位目
15

竹谷町犬飼港1番地9 66-0213 66-0228

なごみの郷ライフフィットネスクラブ
　※午前の部／午後の部

各10 柏原町加治替戸3番地1

予防
広域

予防

予防
広域

予防

予防

予防

予防

56-8770 57-7707

デイサービスビーフィット蒲郡 35 三谷町九舗39番地5 65-7351

上本町2番25号 68-5147

※
 予防  ・・・総合事業の介護予防通所サービス

 広域  ・・・総合事業の広域型通所サービス

予防

予防

予防
広域

予防

予防

予防

予防

広域

デイサービスセンター楓の杜 20 神ノ郷町下向山35番地 56-8875 56-8846

56-7266 66-3677

65-7352

そよ風の里　デイサービス 28 竹谷町犬飼港3番地3 67-0891 67-0881

68-5148

JAデイサービスセンター形原 32 形原町計後家4番地1

JAデイサービスセンター蒲郡 38

75-6724

デイサービスセンター竹島園 30 竹島町17番9号 66-3667 69-6555

形原眺海園
デイサービスセンターたんぽぽ

35 西浦町北馬相7番地 57-1110

三谷北通四丁目117番地1 66-0030 66-0031

アットホーム平田通所介護事業所 20 平田町上六反田1番地1

アットホーム三谷通所介護事業所 42

鹿島町大迫22番地53 66-2122 66-2120

たいよう形原 95 形原町西中田5番地1

アットホーム指定通所介護事業所 35

56-7534 56-7538

コープあいちデイサービス蒲郡 34 水竹町横枕3番地1 67-1835 67-1812

56-0331 56-0333

デイサービスセンターみらいあ 45 栄町11番13号 66-6651

● 通所介護 （デイサービス）

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

形原眺海園デイサービスセンター 35 形原町西稲荷18番地2 57-3277 57-8134

蒲郡眺海園デイサービスセンター 35 拾石町浅岡1番地7 69-1123 69-1125

予防／
広域

予防

予防

予防 いちようデイサービスセンター 25 形原町出口25番地6 65-8612 65-7997

67-0138デイサービス向日葵 65予防

67-0239

デイサービスひかりの森 55 三谷北通四丁目55番地 68-7858 68-7990

あさひ 19 三谷町築地6番地 67-8269予防

豊岡町長田44番地1 67-0026

66-6685

通所型介護サービス

５



No.

①

②

➂

④

⑤

No.

①

②

No.

2

3

4

5

56-8416予防 デイサービス大倖 10 大塚町丸山125 56-8415

医療法人耕和会こんどうクリニック 8 鹿島町深田22番地1 66-0007 69-2227

68-1066予防
さかえの郷
デイサービスセンター若宮

18 三谷町若宮189番地 68-1017

予防

予防

予防

※
 予防  ・・・総合事業の介護予防通所サービス

 広域  ・・・総合事業の広域型通所サービス

葵デイサービス 15 金平町一ノ沢2番地5 57-0331 57-0336

お茶の間デイサービス 10 金平町一ノ沢2番地5 57-0331 57-0336

40 豊岡町梶田13番地1 67-1165 67-1169とよおか通所リハビリ

20 五井町殿海道11番地1 68-6541 68-6578医療法人幸会　五井の里

40 大塚町山ノ沢45番地2 59-7656 59-7656デイケアセンター東部

1

１階
40 栄町11番13号 66-6653

いきいきリハビリセンター
（蒲郡厚生館病院）　１階／２階

66-6654

２階
30 栄町11番13号 66-6657 66-3855

五井眺海園デイサービスセンター

● 通所リハビリテーション （デイケア）

定員 所在地 電話番号 FAX番号事業所名

12 形原町西稲荷18番地2 56-7776 57-8134
形原眺海園デイサービスセンター
あじさい

　＜地域密着型 認知症対応型通所介護＞ （認知症デイサービス）

定員 所在地 電話番号 FAX番号事業所名

12 五井町五反田7番地1 67-1188 67-1145

なごみの郷デイサービスセンター
　※午前の部／午後の部

各18 柏原町加治替戸3番地1 56-7266 66-3677

● 通所介護 （デイサービス）

　＜地域密着型 通所介護＞ （地域密着型デイサービス）

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号予防／
広域

通所型介護サービス
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No.

1

2

3

4

No.

1

2

No.

1

No.

1

2

3

4

5

6

No.

1

2

● 介護老人保健施設 （老人保健施設）

● 短期入所生活介護 【介護老人福祉施設】 （ショートステイ）

● 短期入所療養介護【医療型】 （医療型ショートステイ） 　　※空所利用のため利用できない場合も有り

老人保健施設　みらいあ 空床利用 栄町11番13号 67-0125 67-0127

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

56-8846

ショートステイ　さくらの木 10 大塚町南向山25番地5 56-9911 56-9921

なごみの郷ショートステイ 10 柏原町加治替戸3番地1 69-8753 66-3677

ショートステイ　楓の杜 20 神ノ郷町下向山35番地 56-8845

ショートステイ　百華苑 10 三谷町姥ヶ懐23番地 75-6666 67-2266

形原眺海園ショートステイ事業所 20 形原町西稲荷18番地2 58-1133 57-8134

蒲郡眺海園ショートステイ事業所 14 拾石町浅岡1番地7 69-1122 69-1125

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

56-0051ナーシングホーム形原（介護専用型） 60 形原町北新田41番地1 56-0123

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

介護老人保健施設　五井の里 90 五井町殿海道11番地1 68-6541 68-6578

● 特定施設入居者生活介護 （有料老人ホーム　※介護専用型・混合型）

神ノ郷町下向山35番地 56-8845 56-8846

特別養護老人ホーム　五井眺海園 80 五井町五反田7番地1 67-1055 67-1145

老人保健施設　みらいあ 60 栄町11番13号 67-0125 67-0127

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

介護老人保健施設　五井の里 空床利用 五井町殿海道11番地1 68-6541 68-6578

● 介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム）

69-1125

特別養護老人ホーム　形原眺海園 60 形原町西稲荷18番地2 58-1133 57-8134

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

特別養護老人ホーム　蒲郡眺海園 100 拾石町浅岡1番地7 69-1122

特別養護老人ホーム　楓の杜 100

入所型介護サービス
（施設入所・短期入所・小規模多機能・共同生活等）
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No.

1

2

3

4

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No.

1

2

FAX番号

56-9921

特別養護老人ホーム　なごみの郷 29 柏原町加治替戸3番地1 69-8753 66-3677

● 地域密着型 小規模多機能型居宅介護
電話番号

グループホームみかんの木 18 金平町堀ノ内2番地2 58-1112 58-1113

けあビジョンホーム蒲郡

● 地域密着型 介護老人福祉施設 （地域密着型特別養護老人ホーム）

特別養護老人ホーム　百華苑 29 三谷町姥ケ懐23番地 75-6666 67-2266

事業所名 定員 所在地 電話番号 FAX番号

特別養護老人ホーム形原眺海園
ぬくもりの家

67-0892 67-0881

登録定員
25 柏原町加治替戸3番地1 69-8753 66-3677

小規模多機能型居宅介護
すみれ

小規模多機能型居宅介護
なごみの郷

事業所名 定員 所在地

登録定員
 24 竹谷町犬飼港3番地3

18 大塚町岸脇7番地 58-2121 58-2122

グループホーム　なごみの郷 18 柏原町加治替戸3番地1 69-8753 66-3677

66-0030 66-0031

グループホーム　はっぴい 18 三谷町伊与戸1番地2 68-7735 69-2515

アットホーム　三谷 18 三谷北通四丁目117番地1

69-8822 69-8823

グループホーム　百楽苑 18 三谷町南寺戸12番地1

グループホーム　すずらん 9 竹谷町奥林29番地1

66-6868 66-6867

20 形原町南新田55番地7 58-1131 58-1132

特別養護老人ホーム　さくらの木 29 大塚町南向山25番地5 56-9911

アットホーム　平田 18 平田町上六反田1番地1

電話番号 FAX番号

グループホーム　なばな苑 9

56-7523 56-7538

● 地域密着型 認知症対応型共同生活介護 （グループホーム）

事業所名 定員 所在地

形原町南名田19番地4 56-0015 56-0015

入所型介護サービス
（施設入所・短期入所・小規模多機能・共同生活等）
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No.

1

2

3

＜福祉用具貸与＞
    要介護・要支援認定を受けられた方は、福祉用具貸与の指定を受けた事業者が、要介護・要
    支援認定者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための
    援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。

＜特定福祉用具販売＞
    要介護・要支援認定を受けられた方は、福祉用具販売の指定を受けた事業者から、入浴や排泄
    に用いる、貸与になじまない福祉用具を購入することができます。
　  対象となる福祉用具につき、10万円までを支給限度基準額として申請することができ、福祉用具
    にかかった費用のうち自己負担分を差し引いた額が支給されます。福祉用具のうち10万円を超
    えた部分も自己負担となります。支払の方法は、一度全額を負担し、あとから保険給付分を受取
    る方法（償還払い）となります。

〈令和２年１１月現在〉

57-6332 57-6817

大塚町伊賀久保110番地24 59-8967 59-6352

株式会社ケイディーエル （販売のみ） 形原町北双太山32番地

まつい福祉用具貸与事業所

● 住宅改修
　　〇 要介護・要支援認定を受けられた方は、対象となる住宅改修につき、20万円までを支給限度基
         準額として申請することができ、住宅改修にかかった費用のうち自己負担分を差し引いた額が
         支給されます。改修費用のうち20万円を超えた部分も自己負担となります。支払の方法は、一度
         全額を負担し、あとから保険給付分を受取る方法（償還払い）となります。

　　〇 事前に担当ケアマネジャーに相談のうえ、工事業者に見積書を請求し、着手前に市（長寿課）
         に届け出をしてください。また、申請の時に添えていただく書類等がいろいろありますので、必ず
         事前に市（またはケアマネジャー）に確認してください。

事業所名 所在地

● 居宅療養管理指導

　　かかりつけの医療機関等へお問い合わせください

● 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 （福祉用具レンタル・購入）

　　〇 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

電話番号 FAX番号

よこやま福祉用具貸与事業所 上本町11番17号 68-3390 68-3391

その他の介護保険サービス等

９



電話番号

病院・診療所名

蒲郡市
在宅医療・介護連携

サポートセンター

（愛称：がまほっと）

所 在 地

電話番号

相談時間

蒲郡市旭町17番1号  蒲郡市役所１階 長寿課内

　65-9050 （直通）

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

在宅医療・介護を希望されている方で相談できる人が
いない方など、専門職員や看護師が病状等をお聞きし、
関係機関と連携して支援できるよう調整いたします

相談内容

電話番号

担当職員

診察券番号
（ID）

主治医・担当医

地域包括
支援センター名

担当ケアマネジャー

事業所名

電話番号

在宅医療・介護についての問い合せ窓口

かかりつけ医療機関

地域包括支援センター

ケアマネジャー（介護支援専門員）

[ 居宅介護支援事業所 ]
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〈 2020.11.10 〉

蒲郡市市民福祉部 長寿課

電 話 ： ０５３３－６６－１１７６

F A X ： ０５３３－６６－３１３０

Eﾒｰﾙ ： choju@city.gamagori.lg.jp


