
【居宅介護支援事業者】 

居宅介護サービス利用計画（ケアプラン）を作成する介護支援専門員（ケアマネジャー）が所属す

る事業所です。 

事業所名 所在地 電話番号 

ケアプラン たちばな 上里町大御堂 806 ３５-１５３１ 

かみさと居宅介護支援事業所 上里町堤 487-1 ３４-１４８１ 

まごころ介護センターカンナの里 上里町勅使河原 1686 ３３-０６２４ 

かみさとナーシングホーム 

居宅介護支援事業所 
上里町金久保 1336 ３３-７０７０ 

上里町社会福祉協議会 

居宅介護支援センター 
上里町七本木 5591 ７１-６７０３ 

居宅介護支援センターりんどう 上里町金久保 777 ３４-３３８８ 

生協介護センターこだま 
上里町七本木 3556－４アバ

ンティメゾン 102 
３５-３２７１ 

居宅介護支援サービスひかり 上里町神保原 157-4 ７１-７７７８ 

居宅介護支援事業所てるてる 上里町勅使河原 1298-1 ３３-６４９４ 

ハピネスケアセンター 上里町七本木 3684-2 ７１-９９９５ 

居宅介護支援事業所ゆたか 上里町七本木 2955-2 ３５-１５５６ 

居宅介護支援センター わかば 
上里町七本木 5783 ハイツ・

エル大木テナント A 号 
７１-６１４２ 

ケアプランさわやか 上里町七本木 2169-9 ３３-８５４５ 

ヨコタ居宅介護事業所 上里町勅使河原 1281-5 ７１-９５５８ 

ケアプラン 心の里 上里町七本木 420 ３３-３３４６ 

 

 

 

 

 



【通所介護（デイサービス）サービス事業者】 

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。 

事業所名 所在地 電話番号 

えいがの里デイサービスセンター 上里町三町 19-4 ３４-２１８８ 

まごころ介護センターカンナの里 上里町勅使河原 1686 ３３-０６２４ 

かみさとデイサービスセンター 上里町堤 487-1 ３４-１４７１ 

たちばなデイサービスセンター 上里町大御堂 806 ３５-１１９１ 

デイサービスセンターポピー 上里町金久保 777 ３４-３３８８ 

ひだまりの里 上里町七本木 5559 ７１-６６４４ 

デイサービスセンターチューリップ 

かみさと 
上里町三町 848-2 ３３-２３００ 

ヒューマンサポート 

上里デイサービスセンター 
上里町七本木 3518-1 ３５-０５００ 

デイサービスセンターこむぎ 上里町神保原町 2026-1 ３４-３４５６ 

リハガーデン てくてく 上里町勅使河原 1313-7 ３５-１９７７ 

はぴねす デイサービス 上里町七本木 3684-2 ７１-９９９５ 

ヴィセーヌ上里 上里町七本木 3529-7 ７１-９６７１ 

デイサービスセンターみぶな 上里町三町 835-1 ７１-５６１６ 

デイサービスセンターランタナ 上里町神保原町 999 ７１-７１６２ 

デイサービスセンターファイン上里 上里町七本木 2867-7 ７１-７３１４ 

ポプリ上里デイサービスセンター 上里町神保原町 325-5 ７１-５２００ 

 

【地域密着型通所介護（デイサービス）事業者】 

定員が１８人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。 

事業所名 所在地 電話番号 

デイサービスセンターてるてる 上里町勅使河原 1298-1 ３３－６４９４ 

デイサービスセンターゆたか 上里町七本木 2955-2 ３５－１５５６ 

デイハウス ありがとう 上里町七本木 1226-1 ７１－５９１９ 
 



 

【訪問介護（ホームヘルパー）サービス事業者】 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物等の身体介護や生活援助を行います。 

事業所名 所在地 電話番号 

上里町社会福祉協議会 

ヘルパーステーション 
上里町七本木 5591 ３５-３４８１ 

生協ヘルパーステーションこだま 
上里町七本木 3556－４ 

アバンティメゾン 102 
３５-３２７１ 

かみさとナーシングステーション 上里町金久保 1336 ３３-７０７０ 

介護センターみぶな 上里町七本木 835-1 ３５-３３１５ 

介護ステーションながはま 上里町長浜 991-1 ３３-０８７２ 

ケアセンター ベル 
上里町七本木 5783 ハイツ・ 

エル大木テナント A 号 
７１-６１４２ 

【短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）サービス事業者】 

介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練

が受けられます。 

事業所名 所在地 電話番号 

特別養護老人ホームたちばな 上里町大御堂 806 ３３-２９２８ 

特別養護老人ホーム青空 上里町金久保 777 ３４-３３８８ 

特別養護老人ホームルピナス園 上里町堤 489 ３３-０９０９ 

ショートステイ 心の里 上里町七本木 420 ３３-３３５２ 

 

【短期入所療養生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）サービス事業者】 

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

診療が受けられます。 
事業所名 所在地 電話番号 

老人保健施設かみさとﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ 上里町金久保 1336 ３３-７０７０ 

 



 

【認知症対応型通所介護】 

認知症の方を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 

事業所名 所在地 電話番号 

グループホーム 賀美邑 上里町勅使河原 1584 ３５-０３３３ 

愛の家グループホーム神保原 上里町神保原町 91 ３５-３７００ 

【訪問看護サービス事業者】 

医師の指示により、看護師などが疾患を抱えている方の居宅を訪問し療法上の世話や診療

の補助を行います。 
事業所名 所在地 電話番号 

訪問看護ステーションゆたか 上里町七本木 2955-2 ３５-１５５６ 

訪問看護ステーションてくてく 上里町勅使河原 1313-7 ３５-１９７７ 

訪問看護ステーション虹彩 上里町金久保 777 ７１-９５９７ 

【訪問リハビリテーションサービス事業者】 

医師の指示により、理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問しリハビリテーションを行います。 

事業所名 所在地 電話番号 

老人保健施設かみさとﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ 上里町金久保 1336 ３３-７０７０ 

 

【通所リハビリテーションサービス事業者】 

老人保健施設などで、入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーション

を日帰りで行います。 
事業所名 所在地 電話番号 

老人保健施設かみさとﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ 上里町金久保 1336 ３３-７０７０ 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、２４時間いつでも受けられます。 

※要支援１・２の方は利用できません。 

事業所名 所在地 電話番号 

あじさいケアセンター 上里町金久保 777 ７１-９５９１ 



【認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】 

認知症の方が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事や入浴などの介護や支

援、機能訓練を受けられます。※要支援１の方は利用ができません。 

事業所名 所在地 電話番号 

グループホーム 栄華の里 上里町三町 22-2 ３４-２１８８ 

グループホーム さくらんぼ 上里町金久保 777 ３４-３３８８ 

グループホーム 賀美邑 上里町勅使河原 1584 ３５-０３３３ 

グループホーム かみさと 上里町七本木 291-1 ３５-３４８３ 

グループホーム カンナの里 上里町勅使河原 1577 ３５-３５２５ 

愛の家グループホーム神保原 上里町神保原町 91 ３５-３７００ 

 

【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】 

常時介護が必要で、居宅での生活が困難な方のための施設で、日常生活上の支援や介護を提供し

ます。 

事業所名 所在地 電話番号 

特別養護老人ホーム ルピナス園 上里町堤 489 ３３-０９０９ 

特別養護老人ホーム たちばな 上里町大御堂 806 ３３-２９２８ 

特別養護老人ホーム 青空 上里町金久保 777 ３４-３３８８ 

特別養護老人ホーム 心の里 上里町七本木 420 ３３-３３５２ 

 

【介護老人保健施設（老人保健施設）】 

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。 

事業所名 所在地 電話番号 

老人保健施設かみさとﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ 上里町金久保 1336 ３３-７０７０ 

 

 

 



【特定施設入居者生活介護】 

特定施設（指定を受けた有料老人ホーム等）に入居している方に、日常生活上の支援や介護を提

供します。 

事業所名 所在地 電話番号 

ケアハウス 桜草 上里町金久保 777 ３４－３３８８ 

ケアセンター賀美邑 上里町勅使河原 1584 ３５－０３３３ 

ケアハウス賀美邑（混合型） 上里町勅使河原 1584 ３５－０３３３ 

 

【ケアハウス】 

老人福祉法に規定する軽費老人ホームで、６０歳以上の方が身体機能の低下や高齢などのため独

立して生活するには不安がある方が、自立した生活を継続できる施設です。 

事業所名 所在地 電話番号 

ケアハウス栄華の里 上里町三町 19-4 ３４－２１８８ 

ケアハウス桜草 上里町金久保 777 ３４－３３８８ 

 

【住宅型有料老人ホーム】 

原則として食事などの生活支援サービスだけを提供するホームです。介護が必要となった場合、

訪問介護等外部の在宅介護サービスを利用します。 

事業所名 所在地 電話番号 

イルクォーレ上里 上里町藤木戸 540 ３４-１１５０ 

ナーシングホームこころ 上里町七本木 2955-2 ３５-１５５６ 

シルバーホームランタナ 上里町神保原町 999 ７１-７１６２ 

ファイン上里 上里町七本木 2867-7 ７１-７３１４ 

 

 

 



【サービス付き高齢者向け住宅】 

高齢者向けの居住の安定を確保するため、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携して

高齢さを支援するサービスを提供する住宅です。 

事業所名 所在地 電話番号 

ひだまりの家 上里町七本木 5559 ７１－６６４４ 

サービス付き高齢者向け住宅 

チューリップかみさと 
上里町三町 848-2 ３３－２３００ 

シルバーホームこむぎ 上里町神保原町 2026-1 ３４－３４５６ 

ヴィベル上里 上里町七本木 3529-7 ７１－９６７１ 

サービス付き高齢者向け住宅 

みぶな 
上里町三町 835-1 ７１－５６１６ 

 

 

 

 


