
　

【地域包括支援センター】

高齢者の介護や介護予防、福祉などの相談窓口で、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などが支援を行います。

住所・電話番号 相談等対応時間 休業日 備考

広戸字家野上104-1

0173-74-4421
８：15～17：00 土・日・祝

深浦町保健セン

ター内

【診療所】

医療機関名 住所・電話番号 休診日 備考

深浦診療所
広戸字家野上104-3

0173-82-0337

土・日・祝

水曜午後

訪問診療実施

（要相談）

【歯科診療所】

医療機関名 住所・電話番号 休診日 備考

さいとう歯科医院
深浦字苗代沢82-20

0173-74-3003

日・祝

木曜午後

土曜午後

たけだ歯科
関字栃沢89-13

0173-76-3708

日・祝

隔週土曜

隔週土曜午後

歯科訪問診療

実施（要相談）

【調剤薬局】

薬局名 住所・電話番号 休業日 備考

いちい薬局

深浦町広戸店

広戸字家野上104-3

0173-82-0755
日・祝

訪問薬剤管理指導

実施（要相談）

※お盆、年末年始などは、各機関にお問い合わせください。

※各機関の内容は、令和3年5月現在のものです。
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　深浦町地域包括支援センターでは、医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で在宅生活が続けられるよ

う、関係機関が連携して支援を行う体制づくりに取り組んでいます。

　体制づくりの一環として、町内の医療機関・介護サービス事業所の一覧を作成しましたのでご活用ください。

受付時間

　　　  　    8：15～11：00（月～金）

　　　  　13：00～15：00（月・火・木・金）

※令和3年5月～

新型コロナワクチン予防接種のため水曜午後休診

　　○在宅で療養していて、通院や薬局へ行くことが困難な方を支援する在宅医療

　　　「訪問診療」は、医師が計画的・定期的に自宅を訪問して診療を行います。「歯科訪問診療」は、歯科医師が

       自宅に訪問して、治療や口腔衛生指導を行います。「訪問薬剤管理指導」は、薬剤師が自宅に訪問して、薬に関

　　する説明、服薬管理を行います。「訪問看護」は、看護師が自宅に訪問して、病状の経過観察、療養上の世話、

　　診療の補助などを行います。まずは、「かかりつけ医」に相談してみましょう。

受付時間

　     　　  9：00～11：00（月～土）

               14：00～17：30（月～水・金）

　　　       8：30～13：00（月～土）

               14：00～17：00（月～水）

               14：00～18：00（木・金）

営業時間

　　　  　    8：45～17：15（月～金）

　　　  　  8：30～12：30（ 土 ）

事業所名

深浦町地域包括支援センター



【居宅介護支援事業所】

ケアマネジャーが要介護認定申請の代行やケアプランの作成、介護サービス事業者との連絡・調整を行います。

住所・電話番号 相談等対応時間 休業日 備考

深浦字中沢34-1

0173-74-3111
８：15～17：15 土・日・祝

驫木字津山118-44

0173-74-4381
８：30～17：30 土・日・祝

関字栃沢78-3

0173-76-2777
８：00～17：00 土・日

関字小島崎58-3

0173-84-3020
８：00～17：00 土・日・祝

岩崎字松原57-2

0173-77-2020
８：00～17：00 土・日・祝

【訪問介護（ホームヘルプ）】

ホームヘルパーが自宅に訪問して、入浴・排せつなどの「身体介護」、調理・洗濯などの「家事援助」を行います。

住所・電話番号 サービス提供時間 休業日 備考

深浦字中沢34-1

0173-74-3111
8：15～17：15 土・日

特別な事情がある

場合は、サービス

提供時間外も対応

関字栃沢78-3

0173-76-2777
8：45～17：00 土・日

岩崎字松原57-1

0173-77-2870
8：00～17：00 土・日

【訪問入浴介護】

介助があっても自宅の浴槽に入れない方のために、介護職員と看護職員が移動入浴車で訪問して入浴介護を行います。

住所・電話番号 サービス提供時間 休業日 備考

深浦字中沢34-1

0173-74-3111
８：15～17：15 土・日

【訪問看護】

疾患などを抱えている方の居宅に看護師が訪問して、病状の経過観察、療養上の世話、診療の補助を行います。

※末期がんや難病患者等は医療保険の給付になります。その他の場合は介護保険の給付が優先されます。

住所・電話番号 サービス提供時間 休業日 備考

広戸字家野上104-1

0173-82-0145
 8：15～17：00 土・日・祝

急な病状の変化が

あった場合は時間

外、休日でも対応

※お盆、年末年始などは、各事業所にお問い合わせください。

※各事業所の内容は、令和３年5月現在のものです。

社会福祉法人深浦町社会福祉協議会

深浦町訪問看護ステーション

事業所名

社会福祉法人深浦町社会福祉協議会

介護保険指定居宅介護支援事業所

特別養護老人ホームはまなす荘

デイサービスセンター三愛

在宅介護支援センターしらかみのさと

サンタ園介護支援センター

事業所名

社会福祉法人深浦町社会福祉協議会

ヘルパーステーション三愛

白寿の郷ホームヘルパーステーション

事業所名

事業所名



【通所介護（デイサービス）】

食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などの支援、レクリエーションなどのサービスを日帰りで行います。

住所・電話番号 サービス提供時間 休業日 備考

驫木字津山118-44

0173-74-4075
9：00～15：15 なし

関字栃沢78-3

0173-76-2777
8：30～15：40 土・日

岩崎字松原57-1

0173-77-2870
9：00～15：30 土・日

【通所リハビリテーション（デイケア）】

食事・入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のリハビリテーションなどのサービスを日帰りで行います。

住所・電話番号 サービス提供時間 休業日 備考

関字小島崎53-1

0173-84-3111
9：00～15：00 日

【小規模多機能型居宅介護】

施設への通いのサービスを中心に、自宅への訪問や施設での短期間の宿泊のサービスも組み合わせて利用できます。

住所・電話番号 サービス提供時間 休業日 備考

田野沢字汐干浜5-3

0173-82-0098

       通い 8：30～17：30

　   訪問 8：30～17：30

　（夜間は緊急時のみ対応）

　   宿泊 17：30～翌8：30

なし
希望時間は要相

談

【短期入所生活介護（ショートステイ）・短期入所療養介護（医療系ショートステイ）】

特別養護老人ホームや介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられます。

住所・電話番号 相談等対応時間

深浦字吾妻沢146-65

0173-84-1630

８：30～17：00

（月～金）

広戸字家野上148-2

0173-82-0987

８：00～17：00

（月～金）

驫木字津山118-44

0173-74-4381
８：30～17：30

岩崎字松原57-2

0173-77-2020

８：00～17：00

（月～金）

関字小島崎53-1

0173-84-3111
８：00～17：00

※お盆、年末年始などは、各事業所にお問い合わせください。

※各事業所の内容は、令和３年5月現在のものです。

特別養護老人ホーム桃の木

はまなす荘短期入所生活介護事業所

サンタ園ショートステイ

短期入所生活介護 華のさと

備考

 　○介護が必要になっても自宅で暮らしたい方を支援する介護サービス

　　ケアマネジャーが調整役となって、ホームヘルプ、訪問入浴介護、訪問看護、デイサービス、デイケア、小規模

　多機能型居宅介護、ショートステイ、福祉用具貸与(車いす、特殊寝台など)・販売(腰掛便座、入浴補助用具など)、

　住宅改修(手すり取付、段差解消など)などのサービスがご自宅での暮らしを続けることができるよう支援します。

介護老人保健施設しらかみのさと

事業所名

深浦町デイサービスセンター

事業所名

デイサービスセンター三愛

白寿の郷デイサービスセンター

事業所名

介護老人保健施設しらかみのさと

事業所名

小規模多機能型居宅介護ケアホーム華



【特別養護老人ホーム】

寝たきりなど常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

住所・電話番号 相談等対応時間

深浦字吾妻沢146-65

0173-84-1630

８：30～17：00

（月～金）

広戸字家野上148-2

0173-82-0987

８：00～17：00

（月～金）

驫木字津山118-44

0173-74-4381

８：30～17：30

（月～金）

岩崎字松原57-2

0173-77-2020

８：00～17：00

（月～金）

【介護老人保健施設】

入院治療の必要のない方が入所して、在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを行います。

住所・電話番号 相談等対応時間

関字小島崎53-1

0173-84-3111
８：00～17：00

【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する施設で、それぞれの能力を活かしながら可能な限り自立生活するための支援を行います。

住所・電話番号 相談等対応時間

深浦字吾妻沢13-1

0173-84-1137
9：00～18：00

驫木字津山91

0173-74-3855
８：00～17：00

関字栃沢80-9

0173-76-3112
８：00～19：00

関字小島崎58-3

0173-84-3535
８：00～17：00

柳田字桜田34-5

0173-76-3666
8：30～17：00

沢辺字吉花102-27

0173-77-2210
８：30～17：30

岩崎字松原57-6

0173-77-3848
８：00～17：00

※お盆、年末年始などは、各施設にお問い合わせください。

※各施設の内容は、令和3年５月現在のものです。

特別養護老人ホーム華のさと

備考施設名

備考

備考

　○自宅で暮らすことが困難な方を支援する介護サービス

　　特別養護老人ホームは、新規入所は原則として要介護３以上の方が対象です。介護老人保健施設は、要介護１以上

　の方が対象です。グループホームは、認知症で要支援２又は要介護１以上の方が対象です。

入居相談は介護老人保健施設

しらかみのさと 電話84-3111

グループホームサニーライフ

グループホームいちえ

グループホームトント園

施設名

グループホームユリの花

グループホームはまなす

グループホーム三愛園

グループホームしらかみのさと

特別養護老人ホーム桃の木

特別養護老人ホームはまなす荘

特別養護老人ホームサンタ園

施設名

介護老人保健施設しらかみのさと


