
居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 48-6177 ＦＡＸ 48-6178

所在地 電話 48-1443 ＦＡＸ 48-1444

所在地 電話 48-0030 ＦＡＸ 47-6220

所在地 電話 48-0658 ＦＡＸ 48-0641

　　スマイルキョタクカイゴシエンジギョウショ

①　スマイル居宅介護支援事業所

【　そ　の　他　の　事　業】

〒414-0001 　宇佐美1048-1

住宅型有料老人ホーム・訪問介護・通所介護を併設した居宅介護
支援事業所です。介護を受ける方とご家族の皆様が安心して生活
を送ることができるよう支援致します。
お困りの事が御座いましたら、お気軽にご相談下さい。

青木　直美

２　人

住宅型有料老人ホーム
訪問介護、通所介護

【　事　業　所　の　特　色　】【　責　任　者　】

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】

〒414-0001    宇佐美1936-2

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
木村　尚子

訪問看護ステーションが運営しているケアプランセンターです。病
院とも連携し、住み慣れた自宅で最期まで過ごせるよう支援してい
きます。
明るい事務所、明るいスタッフ達なのでお気軽にご相談ください。

【ケアマネージャー在籍数】

７　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問看護、訪問介護、福祉用具
貸与販売、看護小規模多機能型
居宅介護、地域密着型通所介護

【　事　業　所　の　特　色　】

【ケアマネージャー在籍数】

工藤　志乃
医療法人(社団)川口会 が運営する指定居宅支援事業所です。
市内宇佐美の介護老人保健施設「のぞみ」敷地内に隣接されてい
る「宇佐美地域包括支援センター」の建物内一部に居宅支援事業
所が在所。包括と密な連携が取れている為、困難事例の対応及び
緊急時対応が可能です。

【ケアマネージャー在籍数】

２　人

【　そ　の　他　の　事　業】
介護老人保健施設、短期入所療養

介護、通所リハビリテーション

　ノゾミ　ケアサービスセンター

④　のぞみ ケアサービスセンター
　〒414-0001　　宇佐美2405-2

【　責　任　者　】

　　ナースノモリケアプランセンター

②　ナースの森ケアプランセンター

田代　昌史
社会福祉法人運営の居宅介護支援事業所です。法人理念でもあ
る「地域に拓かれた、地域に愛される、地域に信頼される」を実践
し、住み慣れた場所で安心して過ごして頂けるよう、ご本人やご家
族に寄り添い、対応致します。

【ケアマネージャー在籍数】

3　人

【　そ　の　他　の　事　業】
特別養護老人ホーム、短期入所生

活介護、通所介護

　ウサミノソノ　キョタクカイゴシエンジギョウショ

③　うさみの園 居宅介護支援事業所

　〒414-0001　　宇佐美2403-1
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居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 35-9117 ＦＡＸ 35-9073

所在地 電話 35-9676 ＦＡＸ 35-9675

所在地 電話 35-4165 ＦＡＸ 35-4101

所在地 電話 36-0013 ＦＡＸ 36-5052

ケアプランハナ　

⑤　ケアプランはな
〒414-0045 　玖須美元和田727-1001サンミナミC

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
八月一日　昭弘 「住み慣れた場所で、自分らしく生きること」を理念の下、心身の状

態やご家族の介護の状況に合わせ、利用者様の在宅介護生活の
支えとなるサービスを計画し、本人の望む生活ができるように、寄
り添った支援をしていきます。訪問看護を併設してますので、医療
的ケアが必要な方でもご対応します。キャリアとノウハウを十分に
発揮して在宅療養を支えていきますのでお気軽にご相談ください。

【ケアマネージャー在籍数】
２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問看護

村岡　あゆみ

デイサービスセンター　仁　グレイス内の居宅介護支援事業所で
す。クリニック・通所介護と共に連携を図り、ご利用者様ご家族様と
アットホームな環境の中で支援を行っております。他の事業所へ
の迅速な対応や連携にも取り組んでいます。

【ケアマネージャー在籍数】
２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

　　ケアプランセンター　ジン

⑥　ケアプランセンター 仁
　〒414-0024　　和田一丁目12-29

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】

イリョウホウジン　ケイジンカイ　　キョタクカイゴシエンジギョウショ　イトウノモリ

１　人
【　そ　の　他　の　事　業】

通所介護、住宅型有料老人ホーム

【ケアマネージャー在籍数】

⑦　医療法人 啓仁会　　居宅介護支援事業所　いとうの杜
〒414-0002　　湯川288-9

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
小川　浅美

２　人
【　そ　の　他　の　事　業】

介護老人保健施設、短期入所生
活介護、通所リハビリテーション

この地域で生活を送る高齢者やご家族が、介護が必要になっても
安心して豊かな生活が保てるように、保険・福祉・医療と連携を取
り、サポートさせて頂きます。地域の皆様から信頼され親しまれる
事業所を目指します。

【ケアマネージャー在籍数】

カイゴプラン　シリセス

⑧　介護プラン シリセス
〒414-0006　　松原657-19

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
應戸　潤子

株式会社シリセスが運営している居宅介護支援事業所です。通所
介護、住宅型有料老人ホームを併設しています。主に入居者様の
担当をさせて頂いております。提携医、薬剤師との連携や緊急時
の対応などご致します。

4



居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 52-6315 ＦＡＸ ―

所在地 電話 38-9022 ＦＡＸ 38-9021

所在地 電話 35-3320 ＦＡＸ 35-3101

所在地 電話 36-1536 ＦＡＸ 32-3323

【　事　業　所　の　特　色　】
高雄　緑

―

【ケアマネージャー在籍数】
１　人

【　そ　の　他　の　事　業】

―

⑪　わかば居宅介護支援事業所
　　〒414-0055　　岡1293-3

　ワカバキョタクカイゴシエンジギョウショ

　リリトネネケアプランセンター

⑨　りりとねねケアプランセンター(休止中)
　　〒414-0004    猪戸一丁目8-8

【　責　任　者　】

　　イトウチュウオウキョタクカイゴシエンジギョウショ

➉　伊東中央居宅介護支援事業所
〒414-0005　　松原湯端町3-10

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
石田　篤子 有料老人ホーム「はな道」内にある居宅介護支援事業所です。訪

問介護事業所も同施設内に併設されています。現在、男性１人、
女性１人在籍しています。「はな道」入居者様の担当はもちろんの
事、外部在宅の方も担当しております。「はな道」入居のご相談、
見学、介護保険等のご相談も承っておりますのでお気軽にお立ち
寄り頂ければと思います。

【ケアマネージャー在籍数】
２　人

【　そ　の　他　の　事　業】
住宅型有料老人ホーム

訪問介護

〒414-0055　　岡1349-3

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
片山　香里

訪問看護ステーションと併設している事業所。利用者の心身の状
態、ご家族の状況を考え、サービス計画を作成し、出来る限り早期
対応を心がける。設立法人が病院併用の社会福祉法人のため、
医療度の高い対応が可能です。

【ケアマネージャー在籍数】
5　人

【　そ　の　他　の　事　業】
訪問看護、訪問介護、通所介護、通所リ

ハビリテーション、障害者支援施設

通所介護
認知症対応型共同生活介護

【　そ　の　他　の　事　業】

3　人

【ケアマネージャー在籍数】 『自らが受けたいと思う医療と福祉の創造』　を理念とする湖山医
療福祉グループ内の居宅支援事業所です。通所介護とグループ
ホームを併設しています。介護でお悩みの際はお気軽にご相談下
さい。

村松　一栄

　　ノウキョウキョウサイナカイズリハビリテーションセンター　ホウモンカンゴステーション　ソヨカゼ

⑫　農協共済中伊豆リハビリテーションセンター　訪問看護ステーション　そよかぜ

【　事　業　所　の　特　色　】【　責　任　者　】
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居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 44-2112 ＦＡＸ 44-2277

所在地 電話 52-3911 ＦＡＸ 52-3912

所在地 電話 36-9069 ＦＡＸ 36-1646

所在地 電話 32-5666 ＦＡＸ 32-2499

　シャカイフクシホウジン　イトウシシャカイフクシキョウギカイ　ザイタクケアサービスセンター

⑯　社会福祉法人　伊東市社会福祉協議会　在宅ケアサービスセンター

　　〒414-0046　　大原1-7-12

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
内田　美恵子

私達は、ご利用者様ご家族様の立場でその人が住み慣れた地域
で自分らしく暮らすことの出来るよう、福祉問題の解決のために寄
り添い、尊厳と自己決定を尊重したサービス提供に最善を尽くしま
す。

【ケアマネージャー在籍数】

４　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問介護

イズカイゴセンター

⑮　伊豆介護センター
〒414-0032　　音無町5-6

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
秋山　ひとみ

「住み慣れた地域、自宅で暮らしたい」というお気持ちに寄り添い、
状態に応じ適時、適切なサービスが受けられるよう誠心誠意、丁
寧に対応致します。「おひとりおひとりを大切に」心を込めてご支援
させていただきます。

【ケアマネージャー在籍数】
１３人

【　そ　の　他　の　事　業】
訪問介護・通所介護・福祉用具貸
与販売・定期巡回随時対応型訪
問介護看護・夜間対応型訪問介
護・小規模多機能型居宅介護・地
域密着型通所介護・認知症対応
型共同生活介護・短期入所生活
介護・住宅型有料老人ホーム

うさぎ薬局が運営している介護事業部にある居宅介護支援事業所で
す。医療機関との連携を図り、入退院支援などのバックアップも積極的
に行っております。また、薬剤師との連携なども行っております。さらに
訪問介護や訪問看護、福祉用具の事業も運営しており、連携を図りな
がら在宅生活の安定の為の支援を行うようにしております。
当事業所は、ご利用者様やそのご家族に寄りそいながら、在宅生活を
支援してまいりますので、ささいな事でも介護に関する相談をお気軽に
してください。お待ちしております。

【ケアマネージャー在籍数】
９　人

【　そ　の　他　の　事　業】

介護部門（訪問介護・福祉用具貸
与販売・訪問看護・認知症対応型

共同生活介護）、薬局部門

ケアプランセンター　オオヤマノサト

⑬　ケアプランセンター　大山の里
〒414-0055　　　岡1307-5

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
小坂　惠子

株式会社ライフケア伊豆が運営している居宅介護支援事業所で
す。通所介護を併設しています。ご利用者様・ご家族様の状態等
に合わせ、在宅生活を安心して送る事ができるよう丁寧に対応致
します。

【ケアマネージャー在籍数】
１　人

【　そ　の　他　の　事　業】

通所介護

ウサギヤッキョクオカテンケアプランセンター

⑭　うさぎ薬局ケアプランセンター
〒414-0038　　広野1-3-26

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
沢田　勝也
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居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 38-8220 ＦＡＸ 38-8220

所在地 電話 37-7385 ＦＡＸ 37-7382

所在地 電話 52-3271 ＦＡＸ 52-3320

所在地 電話 45-0586 ＦＡＸ 45-2078

　　オオイケキョタクカイゴシエンジギョウショ

⑳　大池 居宅介護支援事業所

〒414-0051　　吉田825-1

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
貫洞　祥子

利用者の方がその人らしく穏やかな気持ちで過ごせるように、ご家
族の方も変わりない生活が負担なく続けられるようにサービスを調
整します。本人とご家族が円満で快適に生活できるように、きめ細
かいサービスを調整できるように心がけています。

【ケアマネージャー在籍数】

１　人

【　そ　の　他　の　事　業】
伊東市立養護老人ホーム、

地域密着型通所介護、訪問介護

アンシンポラリス・ホットラインサービス　シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ

⑱　安心ポラリス・ホットラインサービス　指定居宅介護支援事業所
〒414-0035　　南町1-1-33

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
佐橋　道子

社会福祉士が運営し、訪問介護事業所に併設しています。訪問介
護を利用されるご利用者様は必要に応じ介護タクシー支援も行っ
ています。男性１名、女性３名のケアマネでより良い在宅生活が送
れるよう支援しています。

【ケアマネージャー在籍数】
４　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問介護

ブエロキョタクカイゴシエンジギョウブ

⑲　ブエロ居宅介護支援事業部
〒414-0044　　川奈1261-100

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
山本　真由美 特定非営利活動法人 ＶＵＥＬＯが運営している居宅介護支援事業

所です。当法人は訪問介護及び障害福祉サービスも行っていま
す。ご利用者様・ご家族様に寄り添い、迅速をモットーに対応させ
ていただいており、ご家族様から希望があれば、メールやラインで
のやり取りも行っています。また、ご家族様等の都合によって、土・
日・祝日も対応させていただいています。

【ケアマネージャー在籍数】
２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問介護、障害福祉サービス

オフィスコガネムシ

⑰　オフィスこがねむし
〒414-0054　　鎌田1086-466

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
北山　富士子

子犬とケアマネジャーだけの小さな事務所です。修善寺街道沿い
の方、介護にお困りの方はご相談下さい。

【ケアマネージャー在籍数】

1　人

【　そ　の　他　の　事　業】

―
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居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 45-5566 ＦＡＸ 45-5577

所在地 電話 52-3817 ＦＡＸ 52-3818

所在地 電話 29-6669 ＦＡＸ 38-2205

所在地 電話 44-4181 ＦＡＸ 44-4182

　オクノエンシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ

【　責　任　者　】
髙橋　妙子

【ケアマネージャー在籍数】
5　人

【　そ　の　他　の　事　業】

㉓　奥野苑指定居宅介護支援事業所
　　〒414-0053    荻772-1

【　事　業　所　の　特　色　】

社会福祉法人が運営している事業所です。市内の事業所や病院
等と常に連携を取りながら在宅生活を続けていくお手伝いをさせて
いただきます。お気軽にご相談ください。

特別養護老人ホーム、短期入所生
活介護、訪問介護、通所介護

　　アリエルキョタクカイゴシエンジギョウショ

㉔　アリエル居宅介護支援事業所
〒414-0052　　十足647-4

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
和田　裕子

アリエル株式会社が運営している居宅介護支援事業所です。アリ
エル株式会社では他に地域密着型通所介護事業所を併設してい
ます。ご利用者様お一人お一人に誠実に向き合い、ご家族様のご
要望に対しても迅速、丁寧にご対応させて頂いております。

【ケアマネージャー在籍数】

１　人

【　そ　の　他　の　事　業】

地域密着型通所介護

キョタクカイゴシエンジギョウショヴィンカ

㉒　居宅介護支援事業所ヴィンカ
　　〒414-0053    荻536-10

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
小林　多聞

・関わる全ての人々のQOL（生活の質）を高めるサポーターであり続ける
・地域で困っている人を支え、地域にとって無くてはならない存在となる
・全ての人々に感動を提供し、介護という仕事のやりがいや誇りを感じ、
 全国に介護に対する憧れを伝える

【ケアマネージャー在籍数】
２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

地域密着型通所介護

キョタクカイゴシエンジギョウショ　イズノヒトミ

㉑　居宅介護支援事業所 　伊豆の瞳　（休止中）

〒414-0051　吉田821-19

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
山本　雅司

社会福祉法人 珀寿会が運営している居宅介護支援事業所です。
通所介護・短期入所生活介護を併設しています。まだ、新しい事業
所になります。
ご利用者様・ご家族様に寄り添いながら、一番良い方策を選択す
るよう努めてまいります。

【ケアマネージャー在籍数】

２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

特別養護老人ホーム、短期入所
生活介護、通所介護
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居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 51-8254 ＦＡＸ 51-8255

所在地 電話 33-1231 ＦＡＸ 33-1232

所在地 電話 33-1600 ＦＡＸ 51-1550

所在地 電話 55-1613 ＦＡＸ 55-0557

イリョウホウジンシャダンイズミカイ　メディカルハバイズコウゲン

【　責　任　者　】

山口　なつみ

【ケアマネージャー在籍数】

２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

㉖　医療法人社団いずみ会 　メディカルはば伊豆高原
〒413-0231　　富戸1317-4117

【　事　業　所　の　特　色　】

平成１２年５月１日に開設されて以来、約２０年、地域の介護保険
事業者として信頼を得て事業を行ってまいりました。当事業所は診
療所の他、介護予防施設が併設されており、医療・予防・介護の３
本柱での連携が可能となります。通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション

　　ケアヒュッカリ

㉕　ケアひゅっかり
　〒413-0231　　富戸1314-204

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
松浦　利哉

訪問介護事業所を併設しており、介護タクシーでの病院への通院
等、連携して利用者さんの日常生活を切れ目なく支援して行きま
す。また介護保険外のサービスも自費にて行っております。

【ケアマネージャー在籍数】

1　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問介護

【ケアマネージャー在籍数】
１　人

【　そ　の　他　の　事　業】

通所介護

イズコウゲンジュウジノソノ　キョタクカイゴシエンジギョウショ

㉘　伊豆高原十字の園　居宅介護支援事業所
　〒413-0232　八幡野1028-4

【　責　任　者　】

　イズカイゴセンターイズコウゲン

㉗　伊豆介護センター 伊豆高原
〒413-0231　　富戸908-110

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
遠藤　由佳里

「住み慣れた地域、自宅で暮らしたい」というお気持ちに寄り添い、
状態に応じ適時、適切なサービスが受けられるよう誠心誠意、丁
寧に対応致します。「おひとりおひとりを大切に」心を込めてご支援
させていただきます。

【　事　業　所　の　特　色　】
太田　千子

社会福祉法人 十字の園が運営している居宅介護支援事業所で
す。多職種との連携を図り迅速に対応しご利用者様が地域社会の
中で安心して暮らしていけるよう思いやりを持って取り組んでいま
す。

【ケアマネージャー在籍数】
６　人

【　そ　の　他　の　事　業】
特別養護老人ホーム、短期入所
生活介護、通所介護、訪問介護
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居宅サービス
居宅介護支援事業所（Ｐ１～２）の紹介    市外局番：0557

所在地 電話 55-1311 ＦＡＸ 53-5255

所在地 電話 55-3332 ＦＡＸ 55-3334

所在地 電話 55-3306 ＦＡＸ 55-3305

所在地 電話 51-6186 ＦＡＸ 51-6189

【ケアマネージャー在籍数】

４　人

【　そ　の　他　の　事　業】

通所介護、認知症対応型通所介
護、訪問看護

イズコウゲンメディカル　キョタクカイゴシエンセンター

㉚　伊豆高原メディカル居宅介護支援センター
〒413-0232　　八幡野1197-7

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
竹安　勝代

医療法人社団 髙伸会が運営している居宅介護支援事業所です。
通所介護、訪問リハを併設しています。ご利用者様、ご家族様に
寄り添いながら迅速、丁寧に対応いたします。ケアマネが、女性１
人でやっております。在宅介護を最大限バックアップいたしますの
で、お気軽にご相談ください。

【ケアマネージャー在籍数】
１　人

【　そ　の　他　の　事　業】

通所介護、
訪問リハビリテーション

介護保険サービス（訪問介護、福祉
用具貸与・販売）、障害福祉サービス
（居宅介護、重度訪問介護、移動支

援）、福祉輸送（介護タクシー）

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

＜参考（市外）＞

イズコウゲンファミリーカイゴセンター　シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ

㉜　伊豆高原ファミリー介護センター　指定居宅介護支援事業所
〒413-0232　　八幡野1248-13

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
山田　岳治

１人1人の利用者様の個別性に配慮し、丁寧な対応を心がけてい
きたいと思います。また利用者様が穏やかに日常生活を維持でき
ることが自分たちの幸せにも繋がると考え日々の業務を行ってい
きます。

【ケアマネージャー在籍数】

２　人

【　そ　の　他　の　事　業】

訪問介護

伊豆市冷川1523-108 0558-83-2111

【　そ　の　他　の　事　業】

㉙　ケアセンターうばめ櫧 伊東（休止中）
　〒413-0232　　八幡野1105-3

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】

併設の居宅サービスと密接に連携をとり、迅速、丁寧に支援をい
たします。また、雪かき・草取り・買い物同行等の保険外サービス
も手配いたしますので、お気軽にご相談ください。

【ケアマネージャー在籍数】
2　人

㉛　居宅介護支援事業所　ユーライフ伊豆高原
〒413-0232　　八幡野1417-1

【　責　任　者　】 【　事　業　所　の　特　色　】
山田　照美

身体障害や認知症などにより、日常生活上でのお困りごとやお悩
みにきめ細かい対応を心がけております。「自分らしさを大切に」
ずっと笑顔でいられるように・・・
真心をもってお手伝いいたします。お気軽にご相談下さい。

ケアセンターウバメガシ　イトウ

　キョタクカイゴシエンジギョウショ　ユーライフイズコウゲン
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