
事業所番号

営業日

営業時間

サービス提供時間

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

サービス提供時間

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）

所在地
FAX番号 0493-74-3462

比企郡小川町腰越618 ホームページ http://ogawashakyo.or.jp/

　〒 355－0327

営業時間外対応
緊急時対応

24時間電話対応

7:00～22:00

可

不可

　備考 ：　

備考 ：

 備考 ：　

可能であれば携帯電話にて対応

＜訪　問　介　護＞

事業所名
社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
指定訪問介護事業所

管理者名 岸田　直幸

電話番号 0493-74-3461

1173200211 介護予防サービス提供の有無 有

月・火・水・木・金
（12月29日～1月3日及び祝日を除く）

8:30～17:15

小川町

訪問介護員15人、事務員1人、管理者1人

　経験の長い訪問介護員が多く、利用者の気持ちに寄り添ってサービスを提供しています。

― 備考 ：　

＜訪　問　介　護＞

1173200443 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名
訪問介護事業所
彩香らんど田舎の家

管理者名 湯澤　優子

電話番号 0493-7１-3117

所在地
　〒 355－0323 FAX番号 0493-7１-3118

8:30～17:30

比企郡小川町下里706-1 ホームページ http://care-net.biz//11/saikouland/

月・火・水・木・金・土・日

8:30～17:30  備考 ：　

営業時間外対応
緊急時対応 可 　備考 ：　 応相談

24時間電話対応 不可 備考 ：

備考 ：　

　利用者様の日々の状態を把握するために定期的な会議や研修も行っております。
ヘルパー皆明るい方です。

小川町、東秩父村、ときがわ町、嵐山町、滑川町

訪問介護員5人



事業所番号

営業日

営業時間

サービス提供時間

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

サービス提供時間

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）

＜訪　問　介　護＞

1173201060 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名 ぴゅあ　ケアサービス
管理者名 坂田　幸子

電話番号 0493-74-6316

月・火・水・木・金・土・日
（8月13日～16日、12月29日～1月3日を除く。ただし、必要と認めるときは臨時に営業日を設けます。）

8:00～17:00　（ただし、必要に応じて営業時間外も対応可能です。）

8:00～17:00  備考 ：　
ただし、必要に応じて営業時間外も
対応可能です。

所在地
　〒 355－0328 FAX番号 0493-74-6323
比企郡小川町大塚146-2
カーサアビラ202 ホームページ

　住み慣れた地域で安心した生活が送れますよう、生活支援・介護のサービスをご利用
者の立場に立ってお応えいたします。そして日々の生活をお楽しみいただけますよう、ご
利用者それぞれのご事情に応じた自立した生活の支援をさせていただきます。

定めなし 備考 ：　

小川町、嵐山町、東秩父村、寄居町

管理者1人、サービス提供責任者1人、介護福祉士3人

営業時間外対応
緊急時対応 可 　備考 ：　

24時間電話対応 可 備考 ：

＜訪　問　介　護＞

1173200674 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名 ケアサービスひまわり
管理者名 中村　千恵子

電話番号 0493-74-0090

所在地
　〒 355－0328 FAX番号

月・火・水・木・金・土・日
（12月29日～1月3日を除く）

8:30～17:00

比企郡小川町大塚1267 ホームページ

0493-74-1266

9:00～17:00  備考 ：　

営業時間外対応
緊急時対応 不可 　備考 ：　

24時間電話対応 不可 備考 ：

― 備考 ：　

小川町、嵐山町、ときがわ町、滑川町、東秩父村

管理者1人、訪問介護員4人、その他1人



事業所番号

営業日

営業時間

サービス提供時間

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

サービス提供時間

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）

比企郡小川町飯田117 ホームページ http://sakuragien.or.jp/

月・火・水・木・金・土・日
（12月30日～1月3日を除く）

9:00～１8:00

＜訪　問　介　護＞

1173201094 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名
社会福祉法人 宏仁会 さくらぎ苑
指定訪問介護事業所

管理者名 加藤　とし江

電話番号 0493-72-7103

所在地
　〒 355－0333 FAX番号 0493-72-7071

7:00～19:00  備考 ：　

営業時間外対応
緊急時対応 可 　備考 ：　

24時間電話対応 可 備考 ：

訪問介護事業所　ほほえみ
管理者名 秋山　明正

電話番号 0493-81-7155

40 備考 ：　

小川町、嵐山町、ときがわ町、寄居町、東秩父村

訪問介護員8人

＜訪　問　介　護＞

1173202076 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名

月・火・水・木・金・土
（12月29日～1月3日休業）

9:00～１8:00

比企郡小川町大字大塚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

9:00～１8:00  備考 ：　

不可 備考 ： 緊急時可
営業時間外対応

緊急時対応 可 　備考 ：　

24時間電話対応

50 備考 ：　

小川町、東秩父村、ときがわ町、嵐山町、滑川町、寄居町

常勤（管理者・サービス提供責任者・ヘルパー）、パート


