
区 介護保険事業所番号 事業所-名称 ｻｰﾋﾞｽ種類 事業所-所在地 指定年月日 事業所-直通電話番号事業所-FAX番号 申請者-法人名
垂水 2810804258 池垣クリニック 居宅介護支援 垂水区天ノ下町１１−７ 平成15年2月1日 078-977-7111 078-742-8601 医療法人社団池垣クリニック
垂水 2850880044 介護老人保健施設 名谷すみれ苑 居宅介護支援 垂水区名谷町字梨原２３５０番１ 平成16年10月1日 078-797-9770 078-797-9771 医療法人社団菫会

垂水 2860890041
⼀般財団法人神⼾在宅医療・介護推
進財団⻄部しあわせ訪問看護ステー
ション

居宅介護支援
垂水区星陵台４丁⽬４−３７ 垂水区医師
会館１階

平成12年5月1日 078-787-7565 078-787-7225
⼀般財団法人神⼾在宅医療・介護推進
財団

垂水 2870800014 オービーホームケアプランセンター 居宅介護支援 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成12年4月1日 078-706-9485 078-706-9466 社会福祉法人丸

垂水 2870800022
スミリンケアライフ株式会社垂水ス
テーション

居宅介護支援
垂水区五⾊⼭１丁⽬４−５リヴァージュ垂
水五⾊⼭１階Ａ号室

平成12年4月1日 078-707-6582 078-707-4165 スミリンケアライフ株式会社

垂水 2870800048 鈴木在宅介護支援事業所 居宅介護支援 垂水区泉が丘4丁⽬１番３６号 平成12年4月1日 078-751-8654 078-751-8651 有限会社鈴木在宅ケアサービス
垂水 2870800055 本多聞高齢者介護支援センター 居宅介護支援 垂水区本多聞７丁⽬２−２ 平成12年4月1日 078-783-5001 078-786-1465 社会福祉法人報恩感謝会
垂水 2870800089 桃⼭台居宅介護支援事業所 居宅介護支援 垂水区桃⼭台５丁⽬１１３９番地３ 平成12年4月1日 078-751-0006 078-751-7770 社会福祉法人恵生会
垂水 2870800139 居宅支援まいこだい 居宅介護支援 垂水区舞⼦台７丁⽬２−１ 平成12年4月1日 078-785-6969 078-785-3131 医療法人浩生会

垂水 2870800196
テツコの部屋 指定居宅介護支援事業
所

居宅介護支援 垂水区塩屋町3丁⽬14-25 塩屋ビル201 平成12年4月1日 078-753-3389 078-753-3456 有限会社まつもと

垂水 2870800311 居宅介護支援事業所ふるさと 居宅介護支援 垂水区塩屋町６丁⽬３８−８ 平成12年4月1日 078-754-7272 078-755-0320 社会福祉法人絆福祉会
垂水 2870800535 ファボール星陵 居宅介護支援 垂水区星陵台４丁⽬４−４３ 平成12年8月15日 078-787-7377 078-787-7277 社会福祉法人神⼾協和会

垂水 2870800626
特定非営利活動法人福祉ネット星が
丘

居宅介護支援
垂水区星が丘３丁⽬２−２３「星が丘ホー
ム」

平成17年5月1日 078-708-3244 078-708-3244 特定非営利活動法人福祉ネット星が丘

垂水 2870801012
特定非営利活動法人神⼾ライフ・ケ
アー協会⻄部事務所

居宅介護支援 垂水区陸ノ町１０−１２−１０２ 平成15年9月1日 078-742-8099 078-742-8098
特定非営利活動法人神⼾ライフ・ケ
アー協会

垂水 2870801079 すみれ介護サービス 居宅介護支援 垂水区⼭⼿８丁⽬２−３１ 平成16年2月15日 078-751-2556 078-751-2356 有限会社すみれ介護サービス

垂水 2870801327
株式会社ベストウェルベストケア垂
水営業所

居宅介護支援 垂水区学が丘４丁⽬２２-３３ 平成16年7月1日 078-787-3757 078-787-3758 株式会社ベストウェル

垂水 2870801350 在宅ケアセンターウイング 居宅介護支援 垂水区舞⼦台８丁⽬７−６⻑浜ビル１階 平成16年7月15日 078-786-0256 078-786-0257 有限会社在宅ケアセンターウィング

垂水 2870801392 舞⼦台ホーム・居宅介護支援事業所 居宅介護支援 垂水区舞⼦台７丁⽬２-１ 平成16年9月1日 078-787-5355 078-785-8667 社会福祉法人昌風会

垂水 2870801558 神港園舞⼦ケアプランセンター 居宅介護支援
垂水区舞⼦台６丁⽬１０−１−２０２・１
０２

平成17年4月1日 078-787-8751 078-787-8753 社会福祉法人神港園

垂水 2870801624 フォレストケア 居宅介護支援 垂水区旭が丘2丁⽬3番2号 平成17年6月1日 078-707-9001 078-707-9021 株式会社フォレストケア

垂水 2870801715
居宅介護支援事業所 トータルケア
プランニング

居宅介護支援
垂水区日向２丁⽬６−１６メゾンドセイゲ
ツ１０５号

平成17年9月1日 078-707-3357 078-707-7272 株式会社トータルケアプランニング

垂水 2870801913 垂水在宅福祉センター 居宅介護支援 垂水区平磯１−２−５垂水年⾦会館２階 平成18年4月1日 078-751-1294 078-752-2294 社会福祉法人丸

垂水 2870801921 ＧＴＬケアプランセンター神⼾垂水 居宅介護支援
垂水区名谷町⼤谷１９０５−７アーバン・
ヴィレッジ学園南

平成18年7月1日 078-793-1123 078-793-2151 グッドタイムリビング株式会社

垂水 2870801970 マイライフ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 垂水区塩屋町3丁⽬10-13 平成18年8月15日 078-753-5055 078-955-4573 有限会社マイロード

垂水 2870801996
フローラルヴィラ垂水ケアプランセ
ンター

居宅介護支援 垂水区下畑町⻄砂⼭３０１−１ 平成18年11月1日 078-755-0570 078-755-0551 社会医療法人社団正峰会

垂水 2870802275 塩屋さくら苑居宅介護支援事業所 居宅介護支援 垂水区塩屋町４丁⽬２５−１１ 平成20年5月1日 078-755-5672 078-755-5673 社会福祉法人神⼾中央福祉会

垂水 2870802481
神⼾介護支援会スマイル・ライフ垂
水ステーション

居宅介護支援 垂水区福⽥５丁⽬５−２２ 平成21年9月1日 078-706-6612 078-706-6613 株式会社スマイル・ライフ

垂水 2870802523 ニチイケアセンター塩屋 居宅介護支援
垂水区塩屋町４丁⽬１６−１０オーブラン
塩屋１階

平成21年10月1日 078-755-5321 078-755-2281 株式会社ニチイ学館

垂水 2870802978 ベテルおおた介護保険事務所 居宅介護支援 垂水区坂上1丁⽬2番19-103号 平成24年8月1日 078-755-5260 078-755-5261 株式会社ベテル福祉介護研究所

垂水 2870803026 居宅介護支援 まにまに 居宅介護支援
垂水区霞ケ丘２丁⽬４番１号霞ヶ丘マン
ション１０６号室

平成25年2月1日 078-704-4003 078-704-4002 合同会社カルティベイティング

垂水 2870803067 介護相談室 すずかぜ 居宅介護支援 垂水区下畑町４９８番地５３コクール垂水 平成25年5月1日 078-786-3745 078-786-3719 クオリティライフ株式会社

垂水 2870803133 ケアステーション ステラ 居宅介護支援
垂水区清水が丘３丁⽬３番１０号 レジデ
ンス清水ヶ丘103

平成25年8月1日 078-785-5057 078-785-5068 株式会社ステラ

垂水 2870803505 あんしんのお⼿伝い つなぐ 居宅介護支援
垂水区舞⼦台８丁⽬２−２ 南光マンショ
ン201号

平成27年6月1日 078-709-2790 078-754-8260 ⼀般社団法人つなぐ

垂水 2870803547 未来ケアプランセンター 居宅介護支援 垂水区名谷町１７３４番地の４１９ 平成27年11月1日 078-754-7821 078-754-7821 株式会社美・ロード
垂水 2870803570 あかねケアサービス 居宅介護支援 垂水区北舞⼦３丁⽬７番１−１０１号 令和3年8月1日 078-787-7337 078-787-7338 あかねケアサービス合同会社
垂水 2870803653 ケアプラン舞多聞 居宅介護支援 垂水区舞多聞⻄⼀丁⽬１９番９号 平成28年6月1日 078-787-7171 078-787-7172 合同会社舞多聞
垂水 2870803661 株式会社リエゾン 居宅介護支援 垂水区星が丘１丁⽬１−３１ 平成28年8月1日 078-706-0040 078-706-0041 株式会社リエゾン
垂水 2870803752 ケアステーションきらら垂水 居宅介護支援 垂水区⻄脇２−７−４９ 平成29年4月1日 078-647-8475 078-647-8715 スターツケアサービス株式会社

垂水 2870803828 こころっこ介護支援センター 居宅介護支援
垂水区千鳥が丘３丁⽬１８番１１号ロック
ポートビル２F

平成29年5月1日 078-708-5551 078-706-6502 医療法人社団あおぞら会

垂水 2870803885 あさひ介護支援センター 居宅介護支援
垂水区狩口台６丁⽬２番２２号 御原ハイ
ツ１０１号室

平成29年8月1日 078-797-4670 078-797-4671 合同会社あさひ

垂水 2870803919 おかもとケアプラン垂水 居宅介護支援
垂水区霞ケ丘６丁⽬８−５ ベラヴィスタ
垂水２０２号

平成30年2月1日 078-704-2555 078-704-2556 株式会社おかもと

垂水 2870803927 居宅介護支援事業所ハナミズキ 居宅介護支援 垂水区⻄舞⼦９丁⽬１２番５号 平成30年2月1日 078-754-6893 078-754-6893 合同会社花水木
垂水 2870803984 懸け橋 居宅介護支援 垂水区桃⼭台４丁⽬８−８−１０３号 平成30年11月1日 078-742-7533 078-742-7535 ⼀般社団法人懸け橋
垂水 2870803992 クリオケアプランニング 居宅介護支援 垂水区南多聞台五丁⽬４番７号 平成30年9月1日 078-742-7282 078-742-7284 株式会社ピュア・クリオ

垂水 2870804024 ハートランド 居宅介護支援事業所 居宅介護支援 垂水区舞⼦台7丁⽬3番7号 平成30年12月1日 078-784-1215 078-784-1216 有限会社エムツーコーポレーション

垂水 2870804065 安心かいご相談室 居宅介護支援 垂水区塩屋町字梅木谷720番地の39-102 平成31年3月1日 078-753-3988 078-763-1252 ⼀般社団法人日本介護支援研究会
垂水 2870804255 ケアプランセンターつなぎ 居宅介護支援 垂水区千代が丘1丁⽬1番23号 令和2年1月1日 078-797-5218 078-797-5219 合同会社繋

垂水 2870804297
順心会居宅介護支援センター学園都
市

居宅介護支援 垂水区小束台868-37 令和2年7月1日 078-754-9081 078-754-9082 医療法人社団順心会

垂水 2870804305 神⼾垂水ちどりケアマネジメント 居宅介護支援 垂水区高丸6丁⽬7番2号 令和2年8月1日 078-786-3755 078-708-5037 社会福祉法人晋栄福祉会
垂水 2870804354 ツクイ神⼾神陵台 居宅介護支援 垂水区神陵台３丁⽬２番１号 令和2年10月1日 078-787-3171 078-385-4896 株式会社ツクイ
垂水 2870804362 ケアプランセンター アリビオ 居宅介護支援 垂水区塩屋町６６４ アリビオ塩屋 令和2年11月1日 078-752-5111 078-752-7071 医療法人社団やない外科胃腸科

垂水 2870804370 ケアプランセンターユアサイド 居宅介護支援
垂水区本多聞１丁⽬６−１４ グランデー
ル本多聞２０５

令和3年3月1日 078-798-5287 078-798-5288 株式会社ユアサイド

垂水 2870804446 医療法人徳洲会神⼾徳洲会病院 居宅介護支援 垂水区千代が丘１丁⽬１−１２−２３号 令和3年10月1日 078-705-1256 078-705-5215 医療法人徳洲会

垂水 2870804495 ケアプランセンターHARU 居宅介護支援
垂水区平磯4丁⽬3番21号フェニックスK2-
402

令和4年4月1日 078-778-0435 078-778-7879
合同会社ＨＡＲＵｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔｇｒｏｕｐ

垂水 2870804552 ケアプランセンターオレンジ神⼾ 居宅介護支援 垂水区舞⼦台4丁⽬9番11号 令和4年10月1日 078-783-3003 078-782-3111 社会福祉法人惠愛園
垂水 2870804594 居宅介護支援事業所ふるさとmine 居宅介護支援 垂水区⻘⼭台４-７-14 令和5年1月1日 078-755-0114 078-755-0116 社会福祉法人絆福祉会

垂水 2870804628 エルフ ケアプランセンター⻄神⼾ 居宅介護支援 垂水区⻄脇１丁⽬４−９−１ 令和5年4月1日 078-784-8900 078-784-7272 社会福祉法人正福会


