
事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

介護職としての経験がある職員です。介護技術に関するご相談にも応じることが可能で
す。

管理者1人、介護支援専門員4人

104 備考 ：

備考 ： グループホーム職員が伝言を受けることができます。

小川町、東秩父村、ときがわ町、嵐山町

営業時間外対応
緊急時対応 不可

24時間電話対応 不可

8:30～17:30

月・火・水・木・金 （祝日、12月29日～1月3日を除く）

備考 ：

ホームページ http://care-net.biz/11/saikouland/
所在地

　〒 355-0323 FAX番号 0493-71-3118

比企郡小川町下里706-1

事業所名
居宅介護支援事業所
彩香らんど田舎の家

管理者名 片山　誠二

電話番号 0493-71-3117

1173200427

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

事業所名
社会福祉法人 宏仁会
さくらぎ苑居宅介護支援事業所

管理者名 土岐　洋次

電話番号 0493-72-7032

営業時間外対応
緊急時対応

1173200104

所在地
0493-72-7071

比企郡小川町飯田117 ホームページ

月・火・水・木・金・土

可

24時間電話対応 可

　〒 355-0333

9:00～18:00

70

管理者1人、介護支援専門員3人（1人は管理者と兼務）

営業時間外でも転送電話で対応しております。迅速、丁寧な対応を心がけております。

小川町、嵐山町、寄居町、ときがわ町、東秩父村

備考 ：

FAX番号

http://sakuragien.or.jp/

備考 ： 18:00～翌9:00まで管理者の携帯に転送

備考 ：

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞



事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

ご利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に相手の立場に立ったサービスの提供
と自立支援に努めます。障害を持っても、病気になっても、前向きな心だけはは忘れないでほしい
と思います。ご利用者、ご家族様の気持ちに添った居宅サービス計画を作成し、心穏やかな日々
がお送りいただけるよう努めてまいります。

主任介護支援専門員１人

35 備考 ：

備考 ：

小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村

営業時間外対応
緊急時対応 可

24時間電話対応 可

9:00～18:00

月・火・水・木・金 （祝日、12月29日～1月3日を除く）

備考 ：

ホームページ

0493-71-0006
所在地

　〒 355-0315 FAX番号

比企郡小川町みどりが丘4-10-13

事業所名 居宅介護支援事業所　野の花
管理者名 宇田　初江

電話番号 0493-71-0005

1173201029

ホームページ

備考 ：

備考 ：

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

1173200674

事業所名 ケアサービスひまわり
管理者名 大野　勝己

電話番号 0493-74-0090

管理者1人、介護支援専門員4人、その他1人

月・火・水・木・金

8:30～17:00

営業時間外対応
緊急時対応 可

24時間電話対応 可

所在地
　〒 355-0328 FAX番号

140 備考 ：

0493-74-1266

比企郡小川町大塚1267

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

小川町、嵐山町、ときがわ町、滑川町、東秩父村



事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

・日々研修や勉強会を行い、質の高いサービスが提供出来るように努力しております。
・利用者、家族の意向にそえるように共に考えていきたいと思っております。

主任介護支援専門員1人、介護支援専門員2人

備考 ：

備考 ： H29.4月～対応

小川町、嵐山町、寄居町、滑川町

営業時間外対応
緊急時対応 可

24時間電話対応 可

8:45～17:15

月・火・水・木・金　（祝日を除く、土は要相談。） 

備考 ： H29.4月～対応

比企郡小川町高見614-1 ホームページ
所在地

　〒 355-0306 FAX番号 0493-53-7122

ふれあい四津山ケアプランハウス
管理者名 豊田　知美

電話番号 0493-81-7121
事業所名

1173201391

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

1173201292

事業所名 居宅介護支援事業所　かたくり
管理者名 堀越　清子

電話番号 0493-73-2308

所在地
　〒 355-0303 FAX番号 0493-81-3084

比企郡小川町奈良梨601-4 ホームページ

月・火・水・木・金　（8月13日～15日、12月29日～1月3日を除く）

8:30～17:00

営業時間外対応
緊急時対応 可

24時間電話対応 可

備考 ：

備考 ：

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

病気になっても、障害を持っても、介護が必要になっても困らないように支援させて頂き
ます。

180 備考 ：

小川町、東秩父村、嵐山町、その他地域

介護支援専門員5人（看護師1人、歯科衛生士1人、介護福祉士2人、
主任介護支援専門員2人を含む）



事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

ご利用者様やご家族様のお気持ちに添えるようお手伝いさせていただきます。

介護支援専門員2人

小川町、嵐山町、東秩父村

60 備考 ：

24時間電話対応 可
営業時間外対応

緊急時対応 可

8:30～17:30

月・火・水・木・金

比企郡小川町腰越469-1 ホームページ
所在地

　〒 355-0327 FAX番号 0493-71-5603

事業所名
特定非営利活動法人
たすけあいほっとライフ
小川ケアセンター

管理者名 向所　ふみ代

電話番号 0493-71-5603

1173201599

営業時間外対応
緊急時対応

24時間電話対応

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

1173201409

事業所名 居宅介護支援事業所　わかば
管理者名 山口　いね子

電話番号 0493-74-6144

所在地
　〒 355-0321 FAX番号 0493-74-6144

比企郡小川町小川432-2 ホームページ

月・火・水・木・金

9:00～17:00

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

ご本人様やご家族様のご希望にそえるよう努力いたします。
営業時間外も出来る限り対応しております。

35 備考 ：

備考 ：

備考 ：

備考 ：

小川町

介護支援専門員2人

可

可

備考 ：



事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

事業所番号

営業日

営業時間

利用定員 人　

サービス提供地域

従事者の構成

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

今までの生活を継続しながら、安全に暮らしていけるよう希望と、願いに添えるような
サービスを提供しています。

常勤介護支援専門員1人、パート介護支援専門員1人

小川町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、東松山市

70 備考 ：

24時間電話対応 不可
営業時間外対応

緊急時対応 可

9:00～18:00

月・火・水・木・金

比企郡小川町大塚244-1
スカイヒルズ小川２F ホームページ

所在地
　〒 355-0328 FAX番号 0493-81-7045

0493-81-7010

管理者名 黒羽　早苗
事業所名 居宅介護支援事業所　ほほえみ

電話番号

1173202068

月・火・水・木・金 （12月31日～1月3日は除く）

8:30～17:30

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

1173202175

事業所名 居宅介護支援事業所　ふくじゅ草
管理者名 豊田　孝子

電話番号 0493-74-0525

所在地
　〒 355-0315 FAX番号 0493-81-3116

比企郡小川町みどりが丘2丁目15-18 ホームページ

＜居　宅　介　護　支　援　事　業　所＞

迅速な対応をさせて頂きます。営業日に関係なく必要であれば訪問致します。「あなたら
しさ」を大切に！

35 備考 ：

東松山市、嵐山町、小川町、熊谷市、深谷市、寄居町、行田市

主任介護支援専門員1人（管理者兼務）

備考 ： 携帯電話にての対応

備考 ： 携帯電話にての対応

備考 ：

備考 ： どうしてもの時は可

営業時間外対応
緊急時対応 可

24時間電話対応 可


