
平成 ２８年１２月 現在

電　　話 所　　在　　地

一宮町社会福祉協議会 0475-42-3424 一宮町一宮 1865

在宅介護支援センター  一宮苑 0475-42-1185 一宮町一宮 389

ニチイケアセンター  一ノ宮 0475-40-1971 一宮町一宮 3093－4

あおば  ケアプランサービス 0475-42-2202 一宮町新地4-1

ケアプランサービス　リブコースト一宮 0475-42-5881 一宮町東浪見6989-3

長生東 0475-34-7755 茂原市千沢842-1

いずみ  居宅介護支援事業所 0475-27-5811 茂原市町保 3　（山之内病院内）

在宅ヘルパーサービス　朋 0475-22-9335 茂原市茂原 1300

たすけあい・なごみ 0475-47-2215 茂原市早野新田 73-1

グッドケア  居宅介護支援事業所 0475-26-2886 茂原市高師 69

しょうじゅの里 茂原  在宅介護支援センター 0475-27-1165 茂原市高師 193-1

ニチイケアセンター 茂原 0475-27-4141 茂原市高師 291-5　ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾙ高師102号

JA長生福祉センター  居宅介護支援事業部 0475-20-1898 茂原市高師 1153

医療法人京友会老人保健施設  つくも苑 0475-25-5335 茂原市六ツ野 1841

居宅介護支援センター  長生共楽園 0475-22-8866 茂原市下永吉 2812

茂原訪問看護ステーション 0475-25-8676 茂原市下永吉川田 796　（茂原中央病院内）

介護支援センター  せせらぎ 0475-27-3056 茂原市下永吉220-1

在宅介護支援センター  もばら和光苑 0475-27-1022 茂原市鷲巣 456-1

セントケア茂原 0475-27-1051 茂原市鷲巣 706-2

ヤックスケアセンター茂原 0475-26-2690 茂原市上茂原 388-4　（ヤックス店舗内）

医療法人社団恵洋会  上茂原診療所 0475-25-2510 茂原市上茂原 388-12

有限会社  つくし介護サービス 0475-22-7190 茂原市緑ヶ丘4-6-3

居宅介護支援センター  真名実恵園 0475-27-3356 茂原市真名 675-2

百年健康倶楽部  居宅介護支援事業所 0475‐20‐0330 茂原市小林 2390-5

居宅介護支援センター  実恵園 0475-34-5808 茂原市法目 2672-1

リンクス居宅介護支援事業所 0475-27-2104 茂原市東郷468-1

居宅介護支援センター  長生苑 0475-30-9988 茂原市南吉田 4061-1

サンライズ茂原  居宅介護支援事業所 0475-34-3941 茂原市本納 3356-6 　コーポ福島103

居宅介護支援センター  光風荘 0475-34-9100 茂原市御蔵芝 39-1

居宅介護支援事業所　共生会 0475-25-1477 茂原市高師824

老人介護支援センター　フローラもばら 0475-20-1110 茂原市谷本1127-1

指定居宅介護支援事業者名簿
（介護サービス計画を作成できる業者）

事　業　者　名
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電　　話 所　　在　　地

居宅介護支援　しょうぜん 0475-47-3593 茂原市真名1150

居宅介護　長生の里 0475-36-3008 茂原市中善寺318

にこにこサロン 0475-47-3322 茂原市法目922－7

居宅介護支援センター　スマイルコスモ 0475-27-7017 茂原市高師57　ＮＢ第一ビル２階

ボーソーヒルズ　居宅支援事業所 0475-34-1818 茂原市本納3200－22

居宅介護支援事業所　ぷらんどーる 0475-36-3075 茂原市早野新田187－9

ケアプラン  だるまさん 0475-30-0288 長生村本郷 5366-72

在宅介護支援センター  まきの木苑 0475-30-0707 長生村七井土 1789-1

モルゲンケアプラン 0475-47-2072 長生村岩沼92-1

ケアプラン　ひだまり 0475-36-3980 長生村北水口350

居宅介護支援センター  睦沢園 0475-44-2525 睦沢町川島 1458-1

介護老人保健施設　 睦沢の里 0475-43-1222 睦沢町大上 1150

ケアプラン  こだま 0475-44-2665 睦沢町北山田 172

プラチナケアプランサービス 0475-33-1733 白子町中里4542-2

ケアプランセンター  はまひるがお 0475-33-2259 白子町古所 5421-1

ケアサポート白子 0475-47-2981 白子町中里5296-4

さくら居宅介護センター 0475-30-3017 白子町古所3290-4　サンライズポイント白子201号

介護サービス　いちご 0475-36-2715 白子町関5045-1

居宅介護支援センター  ザイクスヒル長南 0475-47-1313 長南町芝原 3050

長南町社会福祉協議会 0475-46-3391 長南町長南2110

居宅介護支援事業所　笑楽 0475-36-2380 長南町小沢150

居宅介護支援センター 上埴生の郷 0475-40-5777 長南町長南 1980－2

長柄町社会福祉協議会 0475-30-7300 長柄町桜谷712

たんぽぽ  居宅介護支援事業所 0475-30-7878 長柄町立鳥 597-2　（ 聖光会病院内 ）
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※上記以外にも希望する指定居宅介護支援事業者で介護サービス計画を作成することもできます。
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介護保険サービス事業者検索

「WAM NET（ 福祉保健医療関連の情報提供）」　　　http://www.wam.go.jp/
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　　　「介護サービス情報の公開」　         　 　        　 　　http://kaigo.pref.chiba.lg.jp/

事　業　者　名

    介護総合相談窓口 
一宮町地域包括支援センター  

      (すまいるｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 

   ℡ ０４７５－４０－１０５５ 

  介護保険の問合せ先 
   一宮町福祉健康課 

       介護保険係      

 ℡ ０４７５－４２－１４３１ 


