
事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

サービス提供時間

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

　運転手以外女性スタッフで、暖かい雰囲気で過ごしていただいています。要介護の方
の個別運動ご希望の方は、サービスで行わせて頂いています。

9:30～16:35

居室の形態

備考 ：　

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

事業所名
通所介護事業所
彩香らんど 田舎の家

管理者名 野澤　ひろみ

電話番号 0493-71-3117

月・火・水・木・金・土　（12月29日～1月3日を除く）

8:30～17:30

所在地
比企郡小川町下里706-1

FAX番号

1173200252

355-0323　〒

介護予防サービス提供の有無 有

可 備考 ：　

http://care-net.biz/11/saikouland

0493-71-3118

ホームページ

7時間以上9時間未満

19 人

不可

小川町、東秩父村、ときがわ町、嵐山町、滑川町

備考 ：

備考 ：　

生活相談員3人、看護職員3人、介護職員6人、機能訓練指導員6人（内3人は看護職員）、
事務員2人（全体）、その他従事者1人、厨房職員4人



事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

1173200500 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
デイサービス事業所

管理者名 加藤　とし江

電話番号 0493-72-7030

所在地
　〒 355-0333 FAX番号 0493-72-7033

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　（12月30日～1月3日を除く）

9:00～16:15

サービス提供時間

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

7時間以上9時間未満 9:00～16:15

備考 ： 希望により短縮に応じます

不可 備考 ：　

生活相談員2人、看護職員4人、介護職員5人、機能訓練指導員4人（看護兼務）
その他10人

不可 居室の形態

・ショートステイとの併用でご利用されている人が多いです。
・四季折々のドライブを実施しており楽しまれています。

23 人 備考 ：　

小川町、東秩父村、ときがわ町、嵐山町、寄居町

可 備考 ：　 エリア内遠隔地は要相談



事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

管理者1人、生活相談員3人、看護職員兼機能訓練指導員3人、介護職員12人、
調理員5人、ドライバー5人

可 居室の形態 個室

宿泊サービスは定員11名

可 備考 ：　

40＋10 人 備考 ：　 2単位あり

小川町、嵐山町、ときがわ町、滑川町、東秩父村

可 備考 ：　

ホームページ なし

月・火・水・木・金・土・日　（12月29日～1月3日を除く）

8:30～17:00

サービス提供時間

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

7時間以上9時間未満 9:20～16:30

備考 ：

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

1173200708 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名 デイサービス　ひまわり
管理者名 森川　早人

電話番号 0493-71-5717

所在地
　〒 355-0313 FAX番号 0493-71-5725

比企郡小川町下横田615-1



事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

1173200823 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名
あきやま苑
小川デイサービスセンター

管理者名 吉田　ひろみ

電話番号 0493-71-5055

所在地
　〒 355-0324 FAX番号 0493-71-5056

比企郡小川町青山字川久保1469-3 ホームページ http://eijyukai-akiyamaen.jp

月・火・水・木・金・土　（年末年始を除く）

サービス提供時間

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

7時間以上9時間未満 9:20～16:30

備考 ：

不可 備考 ：　

不可 居室の形態

平成27年4月よりリニューアルオープンした、木のぬくもりあふれるデイサービスです。元
気な職員がおむかえいたします。

20 人 備考 ：　

小川町、東秩父村

可 備考 ：　

生活相談員1人、看護職員1人（機能訓練指導員兼）、介護職員8人

8:15～17:15



事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

8:45～17:15

サービス提供時間

所在地
　〒 355-0306 FAX番号 0493-53-6367

比企郡小川町高見614－1 ホームページ

月・火・水・木・金・土　（祝日を除く）

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

1173201383 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名 ふれあい四津山デイサービスセンター
管理者名 長岡　玄

電話番号 0493-53-6366

不可 居室の形態

明るい笑顔で心温まるサービスを提供できる様心掛けております。

25 人 備考 ：　

小川町、嵐山町、旧川本町一部、寄居町一部

可 備考 ：　

相談員2人（兼務有）、介護士6人（兼務有）、看護師3人（兼務）、
機能訓練指導員3人（兼務）

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

5時間以上7時間未満 9:30～15:45

備考 ： 希望により、短縮・延長に応じます

可 備考 ：　 ご相談下さい



事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

8:00～18:00

サービス提供時間

所在地
　〒 355-0327 FAX番号 0493-72-8432

比企郡小川町大字腰越1078－1 ホームページ http://hp.kaipoke.biz/w4w/

月・火・水・木・金・土　（12月29日～1月3日を除く）

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

1173201748 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名 和紙の里デイサービス
管理者名 山口　浩司

電話番号 0493-72-8431

不可 居室の形態

2019年2月予定、サービス付き高齢者向け住宅OPEN

20 人 備考 ：　

小川町、嵐山町、東秩父村、寄居町、ときがわ町

可 備考 ：　

生活相談員2人、看護師2人、介護士7人

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

3時間～5時間
5時間～7時間
7時間～9時間

10:00～14:10
10:00～15:10
 9:00～16:10

備考 ： 希望にて変更可

可 備考 ：　



事業所番号

営業日

営業時間

時間延長対応

利用定員

サービス提供地域

利用者の送迎

従事者の構成

介護保険外の宿泊サービス

その他コメント
（住民へ向けて記載してください）

9:00～17:00

サービス提供時間

所在地
　〒 355-0331 FAX番号 0493-81-3096

比企郡小川町靭負111－1 ホームページ

月・火・水・木・金・土

＜通　所　介　護　（　デイサービス　）＞

1173201763 介護予防サービス提供の有無 有

事業所名 デイサービスほほえみ日記
管理者名 霜鳥　広明

電話番号 0493-81-3090

サービス提供所要時間 サービス提供時間帯

5時間～7時間
7時間～9時間

8:00～16:00
8:00～18:00

備考 ：

可 備考 ：　 相談して下さい

可 居室の形態 個室、2人部屋

リハビリ付きのデイサービスです。いつでも見学に来て下さい。
健康診断等もなく、利用できます。

29 人 備考 ：　

小川町、滑川町、嵐山町、東秩父村、ときがわ町、寄居町

可 備考 ：　

常勤4人、パートヘルパー5人、看護師3人、機能訓練士1人、配膳員2人、ドライバー3人


