
平成３１年度

サービスの詳しい内容については、各事業所へ直接

お問い合わせください。

サービス事業所一覧
サービスの詳しい内容については、各事業所へ

直接、お問い合わせください。

作成

大河原町地域包括支援センター

☎　 0224-51-3480

fax　0224-51-3481

大河原町福祉課 障害福祉係
☎　０２２４－５３－２１１５

fax ０２２４－５３－３８１８
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1 　　　　　　　高齢者の相談窓口
★ 住み慣れた地域で自立した日常生活が継続できるよう、総合的な相談

を行います。

事業所 住所 電話番号 FAX

大河原町役場 福祉課 大河原町字新南19 53-2115 53-3818

大河原町役場　地域包括支援センター 大河原町字新南19 51-3480 51-3481
　　（認知症初期集中支援チーム） 51-3480
　　（在宅医療介護連携相談窓口） 090-9035-1860

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー ) 介護認定を受けているかた

（町内）

大河原南介護支援センター 大河原町大谷字上谷前220-3 52-0255 52-0278
さくら介護支援事業所 大河原町字広表34‐9 87-7170 87-6263
SOMPOケア大河原 大河原町字幸町5-15 51-3775 51-3085
セントケア大河原 大河原町字町55-2 51-3561 51-3562
ニチイケアセンター大河原 大河原町字新青川11-12 51-3860 51-3863
ほっとあい 大河原町字町277 52-8555 52-8557
南桜介護支援事業所 大河原町字南桜町4-14 51-5056 51-5058
NPO法人友愛さくら 51-9357 51-9358
ケアプランセンターサンガ 大河原町字東39‐8 87‐8828 87‐8250

（町外）

ふくし＠JMI 角田市角田字栄町22 61-1266 61-1277
ジェイエイ介護支援センター 角田市角田字小土浮1 68-3713 67-1088
柴田介護支援センター 柴田町大字船岡字迫28-4 58-2668 58-2603
リハビリパークさくら 柴田町大字船岡新栄6-6-5 58-3300 58-1700
（株）かけはし 柴田町槻木白幡3-5-29 86-5531 86-5532
もみの木支援センター 柴田町船岡東1-4-38 51-9562 51-9563
SOMPOケア柴田 柴田町船岡南1-1-17 58-2758 58-2799
しばた協同ｸﾘﾆｯｸ介護支援事業所 柴田町大字船岡新栄4-4-1 57-2310 57-1090
あいやま 村田町相山100-5 82-2388 83-6788
谷山介護支援センター 村田町大字足立字上ヶ戸17-5 83-4616 83-5808

大河原町字新南41ﾌｼﾞｻｷ館A号室
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2 　　　　　　　行政機関等

大河原町役場　健康推進課 大河原町字新南19 51-8623
大河原町世代交流いきいきプラザ 大河原町大谷字末広50-1 51-9299 53-2239
大河原町駅前コミュニティセンター　オーガ 大河原町大谷字町向126-4 52-1110
厚生労働省　宮城労働局　　
　　大河原労働基準監督署　　　　　　　　　　大河原町字新東24-25 53-2154
　　ハローワーク大河原　　　　　　　　　　大河原町大谷字町向126-4 53-1042
（法務省）仙台法務局　大河原支局 大河原町字錦町1-1 52-6053
国税庁　仙台国税局　大河原税務署 大河原町大谷字末広12-1 52-2202
日本司法支援センター　法テラス山元　　　　山元町浅生原字日向13-1 050-3383-0213
日本年金機構　大河原年金事務所 大河原町字新南18-3 51-3112
仙台地方裁判所大河原支部 大河原町字中川原9 52-2101
仙台家庭裁判所大河原支部 52-2102
宮城県仙南保健福祉事務所 大河原町字南129-1

　　成人高齢班 53-3120 52-3678
　　生活支援班 53-3122
　　大河原合同庁舎　電話案内 53-3111
大河原警察署 大河原町字小島21-8 53-2211
大河原駅前交番 大河原町大谷字町向116-3 53-5353
金ヶ瀬駐在所 大河原町金ヶ瀬字町32 52-2329
仙南運転免許センター 大河原町字南平3-1 53-5311
仙南地域広域行政事務組合　　 大河原町字新青川1-1

　　介護保険課 52-1200
　　大河原消防署　　　　　　 52-1136 53-3546
　　柴田斎苑 村田町大字沼辺字粕沢22-2 52-3624
大河原公証役場 大河原町字新南35-3 53-2265
JR大河原駅 大河原町大谷字町向119-1 050-2016-1600
大河原町シルバー人材センター 大河原町字新南19 52-6800
大河原町社会福祉協議会 大河原町字南69 53-0294
大河原町中央公民館（にぎわい交流施設） 大河原町字町１９６ ５３－４０５０
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3 　　　　　　　すまいの相談

宮城県住宅供給公社　県営住宅課 022-224-0014
大河原町役場　地域整備課（町営住宅） 53-2445

◎サービス付高齢者向け住宅
http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php（住宅情報提供システム）

★ 厚労大臣が認める基準をみたしている事業所が都道府県に登録された

住居であり、生活支援等サービスの提供をしています。

（町内）にはありません。 　　　　　定員

（町外）

サービス付き高齢者向け住宅花衣 白石市西益岡町5-53 0224-24-4644 23

リズムビレッジ白石蔵王 白石市鷹巣東１丁目9-30 0224-26-6341 43

暖暖の里　角田 角田市横倉字卯ノ崎94-17 022-302-7093 18

シルバーランドドンクマサーかくだ 角田市梶賀字東40-1 0224-62-2153 17

サービス付き高齢者向け住宅けやきの杜 角田市角田字中島上183 0224-63-1032 30

サービス付き高齢者向け住宅ふらん 蔵王町大字遠田字駅内19 0224-33-2334 10

◎有料老人ホーム
★ 食事の提供その他の日常生活上必要な支援をうけることができます。

住宅型、健康型、介護付きの３タイプがあります。

（町内） 　　　　　定員

住宅型 多機能ハウスくすのき 大河原町南桜町４-２ 51-5626　　　　　（ｆ）
51-5628 12

住宅型 多機能ハウスくすのきサード 大河原町東桜町1-4 52-2885
（ｆ）52-2885 8

住宅型 有料老人ホームこすもす園 大河原町金ヶ瀬字新開126-9 51-1131
（ｆ）51-1132 15

住宅型 有料老人ホームこすもす園「新館むつみ館」 大河原町金ヶ瀬字新開126-9 51-1131
（ｆ）51-1132 14

住宅型 有料老人ホームとまり木 大河原町字南7-1 86-4776
（ｆ）53-3534 28

住宅型 太陽の家 大河原町大谷字見城前159-4 87-8570
（ｆ）87-8570 7

住宅型 有料老人ホーム　サンガ 大河原町字東39-8 87-8828
（ｆ）87-8250 72

（町外）

介護付 介護付き有料老人ホームシルバーランドドンクマサーかくだ 角田市梶賀字東40-1、41-1 0224-87-8298 25

住宅型 有料老人ホームなごみの郷 角田市角田字町232 0224-62-0772 31

住宅型 マープルの杜角田スイートホーム 角田市角田字町70-3 0224-87-7880 14

住宅型 シルバーランドドンクマサーかくだ 角田市梶賀字東41 0224-62-2153 17

住宅型 ほほえみの里 白石市白川小奥字表前68 0224-27-2051 31
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＜老人福祉法上の施設＞
おおむね６０歳以上の方が入所できる施設です。料金は本人家族の所得

状況によります。

◎軽費老人ホーム
家庭環境、住宅事情等の理由により家庭において生活が困難な方が入所できます。

（町外） 　　　　　定員

青葉ハイツ（B型） 仙台市青葉区川内三十人町49-59 022-265-6551 50

あけの星荘（A型） 仙台市宮城野区安養寺2-24-1 022-297-1359 50

蔵王グリーンホーム（A型） 川崎町大字川内字芋の窪16-3 0224-84-2262 70

◎ケアハウス
自立型の施設です。介護が必要になったら外部より介護保険サービスをうけることが

できますが、重度の介護を要するようになったら介護施設への転居が必要になる場合

もあります。

（町外） 　　　　　定員

やまぶき 白石市福岡蔵本字茶園62-1 0224-25-8886 50

ゆうゆう 名取市愛島小豆島字山の前49-6 022-384-9125 35

うらやす 名取市下余田字鹿島86-5 022-383-3750 30

チアフル岩沼 岩沼市三色吉中の原75-2 0223-25-5663 20

アポロン 山元町山寺字堤山8-3 0223-33-8898 36

◎養護老人ホーム（措置入所）
環境、経済的な理由により、家庭において養護を受けることが困難な方が対象です。

申込については大河原町老人ホーム入所審査会での審議が必要となりますので、

役場高齢福祉係（53-2115）への相談が必要です。

（町外） 　　　　　定員

仙台長生園 仙台市青葉区葉山町8-1 022-271-7255 150

松寿園 名取市手倉田字山208-1 022-382-3535 50

松風荘 （視覚障害） 名取市手倉田字山208-1 022-384-0753 50

宮城緑風園 角田市佐倉字小山46-1 0224-63-0234 50

偕楽園 大和町小野字前沢31-1 022-346-2221 80
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4 　　　　　　　医療の相談
認知症・こころの相談

大河原町地域包括支援センター　（こころの相談事業無料） 51-3480
認知症サポート医　　※すべて予約が必要（まずは地域包括支援センターへ連絡下さい）

老人保健施設さくらの杜 大河原町字広表３３-１ 51-4655 51-4656
精神科病院　仙南サナトリウム＋ 白石市大鷹沢三沢字中山74-10 0224-26-3101
川崎こころ病院 川崎町大字川内字北川原山72

（相談室）
物忘れ外来　※すべて予約が必要

仙南中央病院 柴田町北船岡1-2-1 0224-54-1210
総合南東北病院 岩沼市里の杜1-2-5 0223-23-3151/0223-23-3746

           (相談室） 0223-23-3746

宮城病院 山元町高瀬字合戦原100 0223-37-1131
広南病院 仙台市太白区長町南4-20-1 022-248-2131

リハビリテーションの相談

大河原町地域包括支援センター（地域リハビリテーション事業） 51-3480
宮城県仙南保健福祉事務所　（成人高齢班） 53-3120
宮城県リハビリテーション支援センター付属診療所 022-784-3592

健康診断・予防注射・病気の相談

大河原町役場　健康推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51-8623

医療機関

（町内）

総合 みやぎ県南中核病院 大河原町字西38-1 51-5500 51-5515
（地域福祉相談室） 　（地域医療連携室FAX）　　　　 51-5506

内科 甘糟医院 大河原町大谷字末広81 53-1460 53-4535
内科 安藤医院 大河原町大谷字盛16 52-1123 52-1216
眼科 いのまた眼科 大河原町字西町80-3 53-1113 52-8733
耳鼻科 大河原耳鼻咽喉科クリニック 大河原町字新南25-13 52-8733 52-8733
整形 大河原整形外科クリニック 大河原町字町64-1 51-1502 51-1502
皮膚科 おおがわら皮膚科クリニック 大河原町字住吉町9-7 51-8458
内科外科 かわち医院 大河原町字東新町10-7 52-3115 52-0767
内科 日下内科 大河原町字町73 52-1058 52-1858
内科 さくら内科消化器科 大河原町字住吉町11-1 53-5151 53-5177
整形 さくらの杜診療所 大河原町字広表33‐4 51-4625 51-4626
泌尿器科庄司クリニック 大河原町大谷字戸ノ内前35-1 51-3741 51-3370
内科 平井内科 大河原町字甲子町3-5 52-2777 52-0888
眼科 水戸眼科医院 大河原町字新東29-5 52-5511 52-261
往診 南桜ホームケアクリニック 大河原町字南桜町7-8 51-0721 51-0722
内科 仙南夜間初期急患センター 大河原町字西38-1 51-9986

0224-85-2333   (f)0224-85-2721

0224-84-6660   (f)0224-85-2666
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（町外）入院可能な病院

内方医院 蔵王町宮字町32 0224-32-2101
大泉記念病院 白石市福岡深谷一本松5-1 0224-22-2111 0224-22-2566

小島病院 岩沼市桜1-2-25 0223-22-2533
刈田綜合病院 白石市福岡蔵本下原沖36 0224-25-2145 0224-25-2404

金上病院 角田市田町123 022463-1032
川崎こころ病院 川崎町大字川内字北川原山72 0224-85-2333 0224-85-2721

県立がんセンター 名取市名取愛島塩手字野田山47-1 022-384-3151　　022-381-1168

県立精神医療センター 名取市手倉田山 022-384-2236
国保川崎病院 川崎町前川北原23-1 0224-84-2119
国保蔵王病院 蔵王町大字円田字和田130 0224-33-2260
国保丸森病院 丸森町鳥屋27 0224-72-2131
精神科病院 仙南サナトリウム＋ 白石市大鷹沢三沢字中山74-10 0224-26-3101 0224-26-3102

仙南病院 角田市角田牛舘16 0224-63-2003
総合南東北病院 岩沼市里の杜1-2-5 0223-23-3151/0223-23-3746

南浜中央病院 岩沼市寺島字北新田111 0223-24-1861
船岡今野病院 柴田町船岡中央２－５－１６ 0224-54-1034

※ みやぎ県南中核病院救急診療は、入院や緊急治療を要する重症の患者さんを中心

に救急医療（２次救急）を行なっております。したがって、重症の患者さんを優先して診療を

行なっておりますので、軽症の患者さんにはお待ちいただく場合もあります。

また、救急外来では医師が当番制で診察しており、専門治療に限りがあります。

一般外来へ再度受診する場合や近くの医療機関に紹介になる場合があります。

（町内歯科）

救急歯科みやぎ訪問歯科・救急ｽﾃｰｼｮﾝ 大河原町字西38-1 53-9188 53-9189
あいはら歯科医院 大河原町字西桜町21-1 53-8138
安藤歯科医院 大河原町字小島12-2 53-2348
いのうえ歯科医院 大河原町字新東32-7 53-8020
えんどう歯科医院 大河原町字新南37-5 53-2555
大河原歯科医院 大河原町字新南58-8 52-2250
小田部歯科医院 大河原町大谷字町向101-5 53-2134
後藤歯科医院 大河原町字幸町8-23 52-2533
さくら歯科 大河原町字東新町6-9 52-3900 52-0039
スエヒロデンタルクリニック 大河原町大谷字末広45-1 53-4390
髙橋歯科医院 大河原町字町252 53-1106
としみ歯科クリニック 大河原町字広表28‐31 52-8143 52-8143
はせ歯科医院 大河原町字中島町7-6 52-1080
村上歯科医院 大河原町字南79-1 53-3563 53-1842
もり歯科医院 大河原町字町63-1 52-1563
フォルテファミリー歯科 大河原町字小島2-1フォルテ1Ｆ 87-8101
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（町内薬局）

関谷薬局 大河原町大谷字町向116-18 ５２-２１３３

村上薬局 大河原町字町76-3 ５２-４２７５

エルム調剤薬局大河原店 大河原町字町70-1 ５２-５５５３

愛眼薬局 大河原町字新東93-2 ５２-８８００

大槻薬局東新町店 大河原町字東新町10-11 ５３－３２９２

大河原調剤薬局 大河原町字新南28-11 ５２－７６６７

ひばり薬局 大河原町字町173 ５２－８６８６

仙台調剤薬局大河原店 大河原町字住吉町9-7 ５１－４０４０

さとう（310）調剤薬局 大河原町大谷字戸の内前31-10 ５１－４４３１

仙台調剤薬局大河原西店 大河原町字新東92-1 ５２－４０１１

甲子調剤薬局 大河原町字甲子町3-1 ５１－５０８５ ５１－５０８６

カメイ調剤薬局大河原店 大河原町字新東93-6 ５１－３１２１

アイランド薬局 大河原町字新東92-11 ５３－４１８９

ペガサス薬局大河原店 大河原町字広表34‐9 ８７－６０９７

桜町薬局 大河原町字南桜町４－４ ５１－４６０１

アイベル薬局大河原店 大河原町大谷字末広６１－１ ８７－６７３３

5 　　　　　　　介護サービス

★ 介護保険によるサービス（介護認定されている方でケアマネジャーによる計画が必要）

＜訪問介護（ホームヘルプサービス）＞
訪問介護員がいる事業所です。介護保険法の理念（自立支援）に基づき自宅を訪問し

食事、入浴、排せつなどの身体介護、炊事、掃除、買い物などの生活支援、通院時等

車への乗り降りの介助を行います。

（町内）

SOMPOケア大河原　訪問介護 大河原町字幸町5-15 51-3075 51-3085
セントケア大河原 大河原町字町55-2 51-3561 51-3562
中央タクシー 大河原町字西浦32-1 52-2776 52-4825
特定非営利活動法人ほっとあい 大河原町字町279-1 52-8555 52-8557
ニチイケアセンター大河原 大河原町字新青川11-12 51-3860 51-3863
南桜ケアサービス 大河原町字南桜町4-14 51-5056 51-5058
みらい介護舎 大河原町字新南61-13 52-6118 53-2690
特定非営利活動法人友愛さくら 大河原町字新南41-5フジサキ館Ａ号室 51-9357 51-9358
ヘルパーステーションサンガ 大河原町字東39－8 87-8828 87-8250

（町外）

ジェイエイ仙南サービス 角田市岡字小土浮1 68-3711 67-1088
ケアサービスふらん 蔵王町円田字駅内19 33-2334
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特定非営利活動法人サポート桜 柴田町大字上名生字新大原59-1 87-9177 87-9178
ピース 柴田町船岡東2-11-23 57-0788 57-078９
SOMPOケア柴田　訪問介護 柴田町船岡南1-1-17 58-2788
あかるい介護支援センター 川崎町大字川内河原前5-5 0224-84-5856

＜訪問入浴＞
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

（町内）

アサヒサンクリーン在宅介護センター・大河原 大河原町字新東92-8 51-5805 51-5806

セントケア大河原 大河原町字町55-2 51-3561 51-3562
（町外）

常盤福祉会ふなおか事業所 柴田町北船岡2-16-6 54-5181 54-5182

＜地域密着型通所介護施設＞
新規利用者（要介護１～５）は大河原町に住所がある方のみご利用できます。

（Ｆ）　　　　　定員

(有)太陽デイサービスセンター 大河原町大谷字見城前159-4 53-8330 53-8330　　 　10

合同会社ウエルネスケアきずな 大河原町金ケ瀬町81-1 52-5118 51-5006　　 　10

デイサービスちびのしっぽ 大河原町大谷字末広97-2 86-5783 52-8557　　 　10

リハスパ大河原 大河原町字新南35-5 51-8117 51-8117　　 　10

ピュア健康倶楽部デイサービスセンター 大河原町字新東24-1 51-0881 51-0882

＜通所介護（デイサービス）＞
日帰り介護施設（デイサービスセンター）などに通い、食事、入浴、日常生活動作訓練

レクレーションなどが受けられます。

(町内） （Ｆ）　　　　　定員

大河原町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふれあいホーム 大河原町大谷字上谷前220-3 52-0277 52-0278       30

ユースポ大河原デイサービス 大河原町字新桜町1-10 87-8887 51-3007      25

ここみケア　フォルテデイサービス 大河原町字小島2-1 51-1410 51-1411       25

さくらデイサービスセンター 大河原町金ヶ瀬字白坂27 52-8770 52-8772       40

ニチイケアセンター大河原 大河原町字新青川11-12 51-3860 51-3863       25

南桜デイサービスセンター 大河原町字南桜町4-2 51-5626 51-5628       23

特定非営利活動法人ほっとあい 大河原町字町279-1 52-8555 52-8557　　 　19

(町外）

デイサービスこもれびの里 蔵王町曲竹字河原前1 22-7878 33-2917

在宅複合型施設ざおうの杜 蔵王町曲竹字道路西8-10 22-7131 22-7132       25

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽばうむ 柴田町大字下名生字剣塚42-3 86-5471 86-5472       20
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多機能型地域ケアホームふなおか 柴田町北船岡2-16-6 54-5181 54-5182       20

柴田町デイサービスセンターまごころホーム 柴田町船岡字中島68 58-1811 58-1812       40

柴田町デイサービスセンターさくら苑 柴田町船岡字迫28-3 55-0922 55-0922       25

しばた協同ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあおぞら 柴田町船岡新栄4-4-3 58-1577 58-1571       25

SOMPOケア柴田 柴田町船岡南1-1-17 ５５－３５２３ ５５－３５２４    25

健康増進＆入浴りはすぱ 柴田町北船岡3-5-14 55-2770 55-2772      20

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあいやま 村田町村田字相山100-5 82-2388 83-6788       20

＜訪問看護＞
訪問看護ステーションや医療機関の看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が

家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら症状の観察をしたり床ずれの手当やリハビリ

などを行います。

（町内）

南桜訪問看護ステーション 大河原町字南桜町4-14 51-5056 51-5058
（町外）

柴田角田地域訪問看護ステーション 柴田町船岡中央２丁目7-19 87-8788 87-8766
看ﾘﾊ みやぎ県南中核病院付属訪問看護ステーション 村田町大字村田字西62 82-1711 83-3121

リハビリ訪問看護ステーションつばさ仙南 亘理町逢隈田沢字早川75-1 022-35-6027 022-35-6127

＜通所リハビリテーション＞
介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による

リハビリテーションがうけられます。

（町内）

介護老人保健施設　さくらの杜 大河原町字広表33-1 51-4655 51-4656
（町外）

南東北病院デイケア 0223-23-3360 0223-23-3150

介護老人保健施設　リハビリパークさくら 柴田町船岡字新栄6-6-5 58-3300 58-1700
ゆうゆうホーム 角田市角田字田町114-9 62-4866 62-4868
介護老人保健施設はくあいホーム 角田市角田字牛舘16 63-5111 63-2802
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＜短期入所生活介護＞
期間を決め、短期間、介護老人福祉施設に宿泊しながら日常生活上の介護が受けられま

す。

（町内）

特別養護老人ホーム桜寿苑 大河原町大谷字上谷前220-3 52-0211 52-0234
（町外）

ショートステイリラの夢 蔵王町遠刈田温泉字八山4-1920224-35-3107 0224-35-3108

特別養護老人ホームざおうの杜 蔵王町曲竹字田中48-1 22-7050 22-7051
特別養護老人ホームざおうの杜あおそ館 蔵王町曲竹字道路西8-10 22-7131 22-7132
特別養護老人ホーム常盤園 柴田町大字船岡字迫28-1 55-1411 55-1471
多機能型地域ケアホームふなおか 柴田町北船岡2-16-6 54-5181 54-5182
ショートステイ憩いの森 丸森町大内字南平212-12 0224-87-7285
特別養護老人ホーム柏松苑 村田町大字足立字上ヶ戸17-5 83-5753 83-5808
特別養護老人ホームチアフル岩沼 岩沼市三色吉中の原75-1 0223-25-5661 0224-24-6803

＜福祉用具貸与・福祉用具購入＞
日常生活の自立を助ける用具や機能訓練に用いるための福祉用具を貸与、販売します。

（町内）

（株）ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ大河原営業所 大河原町字新東31-6 52-2941 51-5129
ニチイケアセンター大河原 大河原町字新青川11-12 51-3860 51-3863
ダスキンヘルスレント仙南ｽﾃｰｼｮﾝ 大河原町金ヶ瀬字丑越11-1-10186-5855 86-5865
レンタルサービス南桜 大河原町南桜町4-2 51-5626

（町外）

ｹｱﾊｳｽふれあいの森 角田市角田字田町95 61-0721 61-0725
(株)ジェーシーアイ仙南営業所 柴田町船岡字新生町28 55-0050 55-0051
ハウビングライフパートナー 柴田町船岡字若葉町4-15 55-1457 55-1458
（株）フロンティア 仙台市青葉区愛子字平治15-2 022-392-9855 022-391-1171

カシワギコミュニケア 仙台市泉区大沢2-4-2 022-771-9510
ジャパンケア仙台泉 仙台市泉区松森鹿島53-9 022-771-8865 022-373-9416

ダスキン名取ステ－ション 名取市飯野坂3-7-10 022-383-2772 022-383-2778

フランスベット（株）メディカル 宮城野区岩切分台2-12-12 022-346-9618 022-346-9625

ケアヘルス南仙台店 岩沼市末広２丁目4-5-101 0223-25-0320 0224-25-0323

バイタルケア名取 名取市下余田字鹿島10 022-384-2504 022-384-1680
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＜介護老人福祉施設＞
いわゆる特養と言われていて、日常生活に常時介護が必要で自宅では介護が困難な高齢

者が入所します。入所については本人と施設での直接契約となります。

平成27年4月から入所する方は要介護度３以上が必要です。また、特別な事情があり、施設と町で

協議を経て要介護１，２の場合でも入所できる場合もあります）

（町内） (F)           　 定員

特別養護老人ホーム桜寿苑 大河原町大谷字上谷前220-3 52-0211 52-0234　　　　88

（町外）

特別養護老人ホームみどり荘 角田市佐倉字上土浮2-2 62-1093 94

特別養護老人ホーム聖母の家 角田市横倉字丸山1 62-1731 62-1720　　　　50

特別養護老人ホーム釜房みどりの園 川崎町大字川内字芋ノ窪16-3-2 84-4853 84-4859　　　　40

特別養護老人ホームざおうの杜 蔵王町曲竹字田中48-1 22-7050 22-7051　　　　50

特別養護老人ホームざおうの杜あおそ館 蔵王町曲竹字道路西8-10 22-7131 22-7132　　　　30

特別養護老人ホーム楽園が丘 蔵王町宮字下別当72 32-2071 32-2072　　　　50

特別養護老人ホームゆりの里七ヶ宿 七ヶ宿町字矢立3-1 37-2855 37-2856　　　　30

特別養護老人ホーム第二常盤園 柴田町大字海老穴字丸山40-2 56-5761 56-5767　　　　80

特別養護老人ホーム常盤園 柴田町大字船岡字迫28-1 55-1411 55-1471　　　　67

特別養護老人ホームえんじゅ 白石市福岡字茶園62-1 25-8885 25-8884         54

特別養護老人ホームみずき 白石市福岡字茶園62-5 29-3139 30

特別養護老人ホーム八宮荘 白石市福岡八宮字川原10-3 24-5500 24-5501        83

特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア 丸森町舘矢間松掛字宮田67 72-2860 72-2871       104

特別養護老人ホーム柏松苑 村田町大字足立字上ヶ戸17-5 83-5753 83-5808         50

特別養護老人ホームふくじゅの森 角田市角田字町217 63-0031 63-0032       100

特別養護老人ホームせせらぎの郷蔵王 蔵王町遠刈田温泉字小妻坂53-29 34-1511 30

＜認知症対応型共同生活介護（グループホーム）＞
認知症のある高齢者が９人程度で共同生活をしながら家庭的な雰囲気の中で介護スタッフ

による日常生活の支援を受けることができます。地域に開かれたホームです。

地域密着型のサービスなので、大河原町に住所のある方が入所できます。

さくらグループホーム 大河原町金ヶ瀬字白坂27 52-8771 52-8772
ケアホームさくらの杜 大河原町字広表33-6 51-4605 51-4606
グループホームすまいる 大河原町字東３２ 87-8256 87-8323
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＜介護老人保健施設＞
症状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な高齢者が入所します。

医学的な管理ものとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

医療も介護も同時に受けられるため、一部健康保険証が利用できない場合もあります。

入所契約は直接利用者と施設で行います。

ベットに空きがある場合にはショートステイの利用が可能です。 （ユ個はユニット個室になります）

（町内）

ユ個 介護老人保健施設　さくらの杜 大河原町字広表３３ 51-4655 51-4656      100

（町外）

サニーホーム 岩沼市里の杜1-2-6 0223-29-3275 100

介護老人保健施設　はくあいホーム 角田市角田字牛舘16 63-5111 63-2802       66

ゆうゆうホーム 角田市角田字田町114-9 62-4866 62-4868       95

アルパイン川崎 川崎町大字前川字北原59-6 84-6121 84-6868       86

介護老人保健施設　リラの郷 蔵王町遠刈田温泉字八山4-18 34-4377 34-4379     100 

介護老人保健施設ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟｰｸさくら 柴田町大字船岡字新栄6-6-5 58-3300 58-1700      100

介護老人保健施設　あさくらホーム 白石市字本町89 25-2101 25-2102       54

介護老人保健施設　清風 白石市大手町2-1 22-2110 22-2117      100

ユ個 介護老人保健施設丸森ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 丸森町鳥屋9-2 73-1101 73-1151      100

ユ個 介護老人保健施設　あいやま 村田町村田字相山100-5 82-2181 83-6788      100

介護老人保健施設ｱﾙｶﾃﾞｨｱｳｴﾙ 山元町山寺字堤山8-5 0223-37-5885 100

介護老人保健施設　和多里ホーム 亘理町字裏城戸155 0223-34-0311 80

＜介護療養院＞
医療依存が高く、長期にわたり療養を必要とする高齢者が入所する医療施設の中にある

病床です。看護、介護が受けられます。入所の際は主治医と相談のうえ、直接病院へ

申し込みます。

（町内） ありません

（町外）

仙台すこやかクリニック 仙台市青葉区八幡2-4-13 022-219-0052
仙台富沢病院 仙台市太白区富沢字寺城11-4 022-307-3375
医療法人金上仁友会金上病院 角田市角田字田町123 0224-63-1032

(F)　　定員
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★ 介護保険以外によるサービス（介護認定は必要ありません）
※詳しい内容につきましては、各事業所へ直接お問い合わせください。

＜移送サービス（介護タクシー含む）＞
（町内）

大河原町デマンドタクシー デマンドタクシー予約センター 86-4890
大河原町役場企画財政課 53-2112

特定非営利活動法人ほっとあい大河原町字町279-1 52-8555 52‐8557
中央タクシー 大河原町字西浦32-1 52-2776
南桜ケアサービス 大河原町字南桜町4-14 51-5056
介護タクシーオハナ 大河原町字東桜町７－１２ 87-8908

（町外）

介護タクシーひまわり 角田市角田字鱸沼57-30 080-3394-8058
渡辺介護タクシー 角田市角田字裏町122 63-5528
介護タクシーふらん 蔵王町円田字駅内19 0224-33-2334
介護タクシー　こむろ 柴田町西船迫4-1-48 55-5025

※社会福祉協議会で実施している「キリン号」は要介護１以上、もしくは身体障害者手帳により下肢不自由

　　の方のみが対象になります。 大河原町字南69　　　　　　　　　　53-0294

＜（民間）配食サービス＞
セブンミール セブンイレブン 0120-736-313
ワタミの宅食 ワタミタクショク株式会社 0120-321-510
食卓ヘルパー ニチイ 0120-212-295
(株）かけはし （株）かけはし 080-4932-8521
ミールタイム （株）ファンデリー 0120-054-014

＜生活支援サービス＞
◎在宅福祉（有償ボランティア）

特定非営利活動法人ほっとあい 大河原町字町279-1 52-8555 52-8557
特定非営利活動法人友愛さくら 大河原町字新南41-5　フジサキ館Ａ号室 51-9357 51-9358
特定非営利活動法人サポート桜 柴田町大字上名生字新大原59-1 87-9177 87-9178

◎民間事業所

ジャパンケア大河原 大河原町字幸町5-15 51-3075 51-3085
セントケア大河原 大河原町字町55-2 51-3561 51-3562
ニチイケアセンター大河原 大河原町字新青川11-12 51-3860 51-3863
南桜ケアサービス 大河原町字南桜町4-14 51-5056 51-5058
（株）かけはし 柴田町槻木白幡3-5-29 86-5531 86-5532
こ～ぷくらしの助け合いの会 みやぎ生協 022-218-5331
ダスキン家事代行サービス ダスキン 0120-100100
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◎大河原町シルバー人材センター　　　　　　　　　　　　　　　大河原町字新南19 52-6800 52-0261

＜福祉用具貸出事業（介護保険給付外）＞

◎大河原町社会福祉協議会 大河原町字南69 53-0294

＜介護予防デイサービス（一般介護予防）＞
生活不活発な状態にあり、介護認定を受けていない、もしくは認定調査の結果、非該当の方が対象です。

（町内）

ユースポ大河原デイサービス 大河原町字新桜町1-10 87-8887 51-3007
ここみケア　フォルテデイサービス 大河原町字小島2-1 51-1410 51-1411
リハスパ大河原 大河原町字新南35-5 51-8117 51-8117
NPO法人ほっとあい（ ほっとあいの家） 大河原町字町２７９－１ 52-8555 52-8557
ピュア健康倶楽部デイサービスセンター 大河原町字新東２４－１ 51-0881 51-0882

（町外） ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽばうむ 柴田町大字下名生字剣塚42-3 86-5471 86-5472
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障がい者福祉サービス

＜相談支援事業＞
障がい者のかたのさまざまな相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。

県南生活サポ－トセンターアサンテ 大河原町 0224-51-5361
地域生活援助センターポレポレ 白石市 0224-26-1152

<計画相談支援>
障がい者のある方の希望する暮らしを一緒に考え、計画を作成します。

サポートセンター虹 角田市 0224-63-1481
県南生活サポートセンターアサンテ 大河原町 0224-51-5361
はらから地域生活支援センター 柴田町 0224-58-3445
南桜総合相談支援事業所 大河原町 0224-51-4601
相談支援事業所エール 柴田町 0224-51-8615
相談支援センターゆめの里 柴田町 0224-87-7435
オアシス 村田町 0224-51-8912
相談支援センターふくのね 村田町 0224-82-2340
相談支援事業所あすもね 亘理町 0224-34-8732

＜精神障害者小規模作業所＞
障がいによって働くことが困難な障がい者の日中の活動サポートする福祉施設のことです。

こまくさ作業所 蔵王町 0224-33-2003

＜地域活動支援センター＞
創作活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援しています。

共同作業所仲間の家 川崎町 0224-84-6113
大河原町福祉作業所　さくら 大河原町 0224-53-8862
地域活動センターもみのき 柴田町 0224-56-1023
地域活動センターしらさぎ 柴田町 0224-54-5077
白石市精神障害者小規模通所授産施設ポプラ 白石市 0224-22-2531
白石市福祉作業所やまぶき園 白石市 0224-26-2243

＜居宅介護（ホームヘルプ）＞
自宅で入浴や排せつ、食事の介助をします。

ジャパンケア柴田 柴田町 0224-58-2788
特定非営利活動法人ほっとあい 大河原町 0224-52-8555
ニチケアセンター大河原 大河原町 0224-51-3860
セントケア大河原 大河原町 0224-51-3561
ジャパンケア大河原 大河原町 0224-51-3075
社会福祉法人村田町社会福祉協議会 村田町 0224-83-5422
南桜ケアサービス 大河原町 0224-51-5056
ケアステーションかすみ草 柴田町 0224-27-0902
ケアステーションはあと 大河原町 0224-87-6388
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＜障がい者福祉サービス＞
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

あいのはな 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 大河原町 86-5893

障害者支援施設　旭園 就労継続支援Ｂ型 柴田町 56-4160

多機能型事業所　旭園 施設入所支援

生活介護

短期入所

多機能型地域ｹｱﾎｰﾑふなおか 短期入所 柴田町 54-5181

と　も 生活介護 白石市 0224-24-2608

短期入所

白石あけぼの園 就労継続支援Ｂ型 大河原町 0224-51-3931

白石市 0224-25-1107

はぐくみ学園 施設入所支援、生活支援 角田市 0224-62-3321

短期入所

ふぼう 施設入所支援 村田町 0224-51-8831

生活介護

短期入所

さくらの風 生活介護 大河原町 51-9027

こころのリハビリセンター生活訓練事業所 自立訓練（宿泊型訓練） 川崎町 0224-84-6626

自立訓練（生活訓練）

エーシーイー株式会社大河原事業所 就労移行支援 大河原町 51-8163

就労継続支援Ａ型

ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞｼﾞｬｽｺ大河原事業所 就労移行支援、就労定着支援 大河原町 53-8841

ＡＢＡＩＮ 就労移行支援 白石市 0224-29-3165

就労継続支援Ａ型

レインボー川崎 就労継続支援Ｂ型 川崎町 0224-85-1656

多機能型施設　虹の園 就労移行支援、短期入所 角田市 0224-63-1481

第二虹の園・第三虹の園 就労継続支援Ｂ型

びいんず夢楽多 就労移行支援 村田町 82-1177

就労継続支援Ｂ型

くりえいと柴田 就労継続支援B型 柴田町 58-7773

蔵王すずしろ 就労継続支援B型 蔵王町 0224-34-1331

みずきの里丸森 就労継続支援Ｂ型 丸森町 0224-79-2141

角田市障害者就労支援施設のぎく　 就労継続支援Ｂ型 角田市 63-5565

ふきのとう村田 就労継続支援Ｂ型 村田町 83-5743

こすもすの家 就労継続支援Ｂ型 白石市 0224-25-4055

白石陽光園 生活介護、短期入所 白石市 0224-25-9511

施設入所支援

白石寿光園 生活介護、短期入所 白石市 0224-25-7331

施設入所支援
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はらから蔵王塾 就労移行支援 蔵王町 0224-26-6606

自立訓練（生活訓練）

マザーアース 就労継続支援A型 蔵王町 0224-33-4773

ワークサポート南桜 就労継続支援Ｂ型 大河原町 0224-51-5626

サポート南桜 生活介護 大河原町 0224-51-5626

八枚田 就労継続支援Ｂ型 白石市 0224-22-0271

ゆめの樹 就労移行支援 柴田町 0224-87-7435

就労継続支援A型

ほっとファーム柴田 就労継続支援A型 柴田町 0224-86-4721

障がい者就労支援事業所かけはし 就労継続支援B型 柴田町 0224-86-5531

就労継続支援B型なのはな 就労継続支援B型 角田市 0224-62-5611

ピノキオ 放課後等デイサービス 角田市 0224-62-5611

短期入所

バンビアイランド船岡 放課後等デイサービス 柴田町 0224-87-8575

バンビアイランド角田 放課後等デイサービス 角田市 0224-51-9892

放課後デイサービスサポート南桜 放課後等デイサービス 大河原町 0224-51-5626

柴田町障害児通園施設 むつみ学園 児童発達支援 柴田町 0224-58-6230

＜共同生活援助（グループホーム＞
地域で共同生活を営む人に住居における相談や日常生活上の援助をします

多機能型地域ｹｱﾎｰﾑつきのき 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 柴田町 56-6661

ながさか 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 白石市 0224-22-4331

村田ﾎｰﾑ 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 村田町 83-6870

遠刈田ﾎｰﾑ 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 蔵王町 0224-34-2033

ケアホームさくらの杜 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 大河原町 51-4605

あったか荘 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 川崎町 0224-84-4054

精神障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさくら荘 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 柴田町 55-3338

グルッペ 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 白石市 0224-26-1739

東町ホーム 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 白石市 0224-26-1152

レインボー角田 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 角田市 0224-63-1481

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあいやま　 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 村田町 82-2366

こもれびの家

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ七ヶ宿こもれびの家 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 七ヶ宿町 0224-38-1755

槻木ﾎｰﾑ 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 柴田町 56-2922

柴田ホーム 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 柴田町 56-4085

蔵王ホーム 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 蔵王町 33-3164

たてやまﾎｰﾑ 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 柴田町 55-0025

グループホームはぐくみ 共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 川崎町 0224-84-5846
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＜施設入所支援＞
施設に入所する人に入浴や排せつ、食事の介護などをします。

旭園 柴田町 56-4160

はぐくみ学園 角田市 62-3321

白石寿光園 白石市 0224-25-7331

白石陽光園 白石市 0224-25-9511

ふぼう 村田町 0224-51-8831
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