
日光市　介護サービス事業所一覧 ＮＯ.１

※ 必要とする様式の名称をクリックすると、ファイルのダウンロードが始まります。 ※

様式 事業所名称 　電話番号 事業所所在地 郵便番号 　サービス種類
●居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所　あかね 　２１-２２７７ 　森友１５７８ ３２１-２３３５ 居宅介護サービス　001

居宅介護支援事業所　かわせみ 　２２-８３７４ 　平ケ崎６０５-１ ３２１-１２６２ 居宅介護サービス　002

居宅介護支援事業所　きわだの郷 　３２-０００６ 　木和田島　３００８-１１ ３２１-２３４５ 居宅介護サービス　003

居宅介護支援事業所　さくら苑 　２６-９９７９ 　大室　８６３-７ ３２１-２３３２ 居宅介護サービス　004

居宅介護支援事業所　すまいる 　３２-６１０５ 　塩野室町　１５０４-２ ３２１-２３５１ 居宅介護サービス　005

居宅介護支援事業所見龍堂メディケアユニッツ　 　３２-２１３２ 　木和田島　３００８-８ ３２１-２３４５ 居宅介護サービス　006

ケアプランセンター　もりのいえ 　２６-６５１６ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 居宅介護サービス　007

ケアマネ　かけはし 　３０-５０８８ 　森友　１５０９-６１ ３２１-２３３５ 居宅介護サービス　008

ケアマネ　こころ 　２６-６８８２ 　土沢　４５-５０ ３２１-１２７４ 居宅介護サービス　009

ケアマネ事業所　笑顔の家 　３２-７３５６ 　塩野室町　１５０４-２３ ３２１-２３５１ 居宅介護サービス　010

在宅介護支援センター　おちあい 　２７-３００１ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２ 居宅介護サービス　011

在宅介護支援センター　誠心園 　２１-７０２６ 　倉ケ崎　６０５-７ ３２１-２４１２ 居宅介護サービス　012

デイサービスセンター　我が家 　２１-７２７２ 　瀬尾　２８６６ ３２１-１２６４ 居宅介護サービス　013

特定非営利活動法人　ウェーブ 　２１-５３３０ 　瀬川　９５-１ ３２１-１２６３ 居宅介護サービス　014

特定非営利活動法人　毎日クリスマス 　２１-７０３０ 　佐下部　３０５ ３２１-２４２７ 居宅介護サービス　015

ひかりの里 　３０-３９１１ 　今市　１０８６ ３２１-１２６１ 居宅介護サービス　016

JAかみつが日光居宅介護支援センターひまわり 　２２-１３３３ 　今市本町　２５-１ ３２１-１２７２ 居宅介護サービス　017

介護老人保健施設　にっこう 　５０-１１６５ 　清滝安良沢町　１７５２-１０３２１-１４４１ 居宅介護サービス　018

介護保険事業所　ひかり 　５０-３３１０ 　花石町　１９４２-１ ３２１-１４３５ 居宅介護サービス　019

ケアプランセンター　きびたき荘 　５３-６４３５ 　細尾町　９５ ３２１-１４４５ 居宅介護サービス　020

ケアプラン　やしお 　５４-０８４０ 　細尾町　４４２ ３２１-１４４５ 居宅介護サービス　021

介護保険事業所　ふじの郷 　７７-２７７７ 　鬼怒川温泉大原　２ ３２１-２５２２ 居宅介護サービス　022

ケアプランセンター　愛泉 　７０-３１２０ 　高徳　６１９-３ ３２１-２５２３ 居宅介護サービス　023

●介護予防支援事業所
日光市地域包括支援センター 　２１-２１３７ 　中央町　１５-４ ３２１-１２６６ 介護予防支援　024

今市東地域包括支援センター 　２６-６５３７ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 介護予防支援　025

今市南地域包括支援センター 　２５-６４４４ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２
今市北地域包括支援センター 　２１-７０８１ 　倉ケ崎　６０５-７ ３２１-２４１２　 介護予防支援　027

日光・足尾地域包括支援センター 　２５-３２５５ 　花石町　１９４２-１ ３２１-１４３５
藤原・栗山地域包括支援センター 　７６-３３３３ 　鬼怒川温泉大原　２ ３２１-２５２２　介護予防支援　029

●訪問介護事業所
今市タクシー　訪問介護サービス 　２１-５２１１ 　今市　４９５-１ ３２１-１２６１ 訪問介護030

介護保険事業所　ひかり 　５４-２１４３ 　花石町　１９４２-１ ３２１-１４３５ 訪問介護031

介護保険事業所　ふじの郷 　77-２７７７ 　鬼怒川温泉大原　２ ３２１-２５２２ 訪問介護032

合同会社　ゆとり 　27-２１２４ 　小代　２８９-２７９ ３２１-１１０７ 訪問介護033

在宅介護支援センター　おちあい 　27-３００１ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２ 訪問介護034

特定非営利活動法人　ウェーブ 　２１-５３３０ 　瀬川　９５-１ ３２１-１２６３ 訪問介護035

日光市中宮祠介護サービスセンター 　51-０１５５ 　中宮祠　２４７８-３１ ３２１-１６６１ 訪問介護036

ヘルパーステーション　さくら 　２６-４１４１ 　大室　８６３-７ ３２１-２３３２ 訪問介護037

ヘルパーステーション　たんぽぽ 　２５-５２８０ 　土沢　２０１-１ ３２１-１２７４ 訪問介護038

ヘルパーステーション　もりのいえ 　２６-６５１６ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 訪問介護039

ヘルパーステーション見龍堂メディケアユニッツ 　３２-２１３２ 　木和田島　３００８-８ ３２１-２３４５ 訪問介護040

ヘルパーセンター　愛泉 　７０-３１１０ 　高徳　６１９-３ ３２１-２５２３ 訪問介護041

ホームヘルパーステーション　誠心園 　２１-７４７１ 　倉ケ崎　６０５-７ ３２１-２４１２ 訪問介護042

JAかみつが日光訪問介護サービス　ひまわり 　２２-１３３３ 　今市本町　２５-１ ３２１-１２７２ 訪問介護043

●訪問入浴介護事業所
在宅介護支援センター　おちあい 　２７-３００１ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２ 訪問入浴介護　044

●訪問看護事業所
とちぎ訪問看護ステーション　いまいち 　２１-５５１５ 　今市本町　２５－３ ３２１-１２７２ 訪問看護045

訪問看護ステーション　フォレスト日光 　２６-６５００ 　日光市根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 訪問看護046

●訪問リハビリテーション
足尾双愛病院 　９３-２０１１ 　足尾町砂畑　４１４７-２ ３２１-１５１５ 訪問リハビリ047

介護老人保健施設　見龍堂メディケアユ二ッツ 　３２-２２１３ 　木和田島　３００８-８ ３２１-２３４５ 訪問リハビリ048

老人保健施設　今市Ｌケアセンター 　２２－８８８１ 　平ケ崎　６０５-１ ３２１-１２６２ 訪問リハビリ049　

老人保健施設　ビィラフォーレスタ（森の家） 　２６-６５００ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 訪問リハビリ050

●通所介護事業所（デイサービス）
ケアステーション　あさひ日光 　５０-３０１１ 　七里　６９２-３ ３２１-１４２３ 通所介護051

在宅介護支援センター　おちあい 　２７-１２８１ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２ 通所介護052

在宅介護支援デイサービス　うえの荘 　７６-０８５３ 　鬼怒川温泉大原　８５３ ３２１-２５２２ 通所介護053

デイサービスセンター　きぬ川愛泉 　７０-３１１０ 　高徳　６１９-３ ３２１-２５２３ 通所介護054

デイサービスセンター　誠心園 　２１-７２７５ 　倉ケ崎　６０５-７ ３２１-２４１２ 通所介護055

デイサービスセンター　森の郷 　３２-７２１１ 　塩野室　１０６-２ ３２１-２３５１ 通所介護056

デイサービス　双愛いきいき倶楽部 　２５-５４１０ 　足尾町砂畑　４１４７-２ ３２１-１５１５ 通所介護057

デイサービス　風舞～ふわり～ 　２３-０１１５ 　森友　１１７３ ３２１-２３３５ 通所愛護058

デイホーム　つくし 　２５-７８３３ 　土沢　２０１-１ ３２１-１２７４ 通所介護059

特定非営利活動法人　毎日クリスマス 　２１-７０３０ 　佐下部　３０５ ３２１-２４２７ 通所介護060

ひかりの里 　３０-３９１５ 　今市　１０８６-２ ３２１-１２６１ 通所介護061

老人デイサービスセンター　さくら苑 　２６-４１４１ 　大室　８６３-７ ３２１－２３３２ 通所介護062

ＪＡかみつが日光デイサービスセンターひまわり 　２２-１６２０ 　今市本町　２５-１ ３２１-１２７２ 通所介護063

●通所リハビリテーション事業所
介護老人保健施設　見龍堂メディケアユニッツ 　３２-２２１３ 　木和田島　３００８-８ ３２１-２３４５ 通所リハビリテーション064

介護老人保健施設　にっこう 　５０-１１６５ 　清滝安良沢町　１７５２-１０３２１-１４４１ 通所リハビリテーション065

老人保健施設　今市Ｌケアセンター 　２２-８８８１ 　平ケ崎　６０５-１ ３２１-１２６２
老人保健施設　ビィラフォーレスタ（森の家） 　２６-６５００ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 通所リハビリテーション067

●短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
ショートステイ　きぬ川苑 　７０-３１１０ 　高徳　６１９-３ ３２１-２５２３ 短期入所生活介護068

ショートステイホーム　すまいる 　３２-６１０５ 　塩野室　１５０４-１ ３２１-２３５１ 現在休止している。069

短期入所生活介護　ひらがさ喜の里 　３０-５５１１ 　平ケ崎　６０８-５ ３２１-１２６２ 短期入所生活介護070

特別養護老人ホーム　今市ホーム 　２７-０３６１ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２ 短期入所生活介護071

特別養護老人ホーム　きびたき荘 　５３-６４３３ 　細尾町　９５ ３２１-１４４５ 短期入所生活介護072

特別養護老人ホーム　きわだの郷 　３２-０００２ 　木和田島　３００８-１１ ３２１-２３４５ 短期入所生活介護073

特別養護老人ホーム　喜わだ亭 　３２-０００３ 　木和田島　３００８-１３ ３２１-２３４５ 短期入所生活介護074

特別養護老人ホーム　誠心園 　２１-７０２０ 　倉ケ崎　６０５-７ ３２１-２４１２ 短期入所生活介護075

特別養護老人ホーム　ひかりの里 　３０-３９１１ 　今市　１０８６-２ ３２１-１２６１ 短期入所生活介護076

介護予防支援　026　

通所リハビリテーション066
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介護予防支援　028
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日光市　介護サービス事業所一覧 ＮＯ.２

※ 必要とする様式の名称をクリックすると、ファイルのダウンロードが始まります。 ※

様式 　事業所名称 電話番号 事業所所在地 　郵便番号
●短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
老人短期入所事業　さくら苑 　２６-４１４１ 　大室　８６３-７ ３２１-２３３２ 短期入所生活介護　077

●短期入所療養介護事業所
介護老人保健施設　そうあい 　９３-２０１１ 　足尾町砂畑　４１４７-２ ３２１-１５１５ 短期入所療養介護　078

介護老人保健施設　にっこう 　５０-１１６５ 　清滝安良沢町　１７５２-１０３２１-１４４１ 短期入所療養介護　079

新沢外科　ショートステイセンター 　２１-１７８７ 　今市　８１４-１ ３２１-１２６１ 短期入所療養介護　080

老人保健施設　今市Ｌケアセンター 　２２－８８８１ 　平ケ崎　６０５-１ ３２１-１２６２ 短期入所療養介護　081

老人保健施設　ビィラフォーレスタ（森の家） 　２６-６５００ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２　 短期入所療養介護　082

老人保健施設　見龍堂メディケアユニッツ 　３２-２２１３ 　木和田島　３００８-８ ３２１-２３４５ 短期入所療養介護　083

●特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）
すかいの郷こもれび 　２５-５２７１ 　小佐越　８-２５ ３２１-２５２５ サービス付き高齢者向け住宅　084

特定施設入居者生活介護事業所　晃明荘 　２７-１２５５ 　明神　２４５３ ３２１-１１０１ ＊養護老人ホーム085
ラビット・コート 　２１-５５７８ 　瀬尾　３３７-２ ３２１-１２６４ サービス付き高齢者向け住宅　086

●福祉用具貸与事業所（レンタル）
ひまわり館　栃木西営業所 　３０-７５３３ 　並木町　３-３ ３２１-１２７１ 福祉用具貸与087

ＪＡかみつが日光福祉用具貸与事業サービスひまわり 　２２-１３３３ 　今市本町　２５-１ ３２１-１２７２ 福祉用具貸与088

●特定福祉用具販売事業所
ひまわり館　栃木西営業所 　３０-７５３３ 　並木町　３-３ ３２１-１２７１ 特定福祉用具販売　089

ＪＡかみつが日光福祉用具貸与事業サービスひまわり 　２２-１３３３ 　今市本町　２５-１ ３２１-１２７２ 特定福祉用具販売　090

●通所介護事業所（デイサービス）
あっとあらさわデイサービス 　２５-７２７２ 　久次良町　２４２ ３２１-１４３６ 通所介護　091

あっと平ケ崎　リハビリデイサービス 　２５-３６９６ 　平ケ崎　１９１-３ ３２１-１２６２ 通所介護　092

ウエーブ　デイサービスセンター 　２２-６５７５ 　瀬川　９５-１ ３２１-１２６３ 通所介護　093

介護保険事業所　くりやま 　９７-１１３５ 　日陰　５７５ ３２１-２７１２ 通所介護　094

介護保健事業所　小来川デイサービスセンター 　６３-２６６１ 　中小来川　２６６８-１ ３２１-１３５４ 通所介護　095

介護保険事業所　西川デイサービスセンター 　７８-７５１０ 　西川　２０６-７ ３２１-２６０３ 通所介護　096

機能訓練特化型デイサービス多島リハビリテーション 　２１-５４００ 　今市本町　３-８ ３２１-１２７２ 通所介護　097

宅老所　こころ 　２６-６８８２ 　土沢　４５-５０ ３２１-１２７４ 通所介護　098

デイサービスセンター　あかね 　２１-２２７７ 　森友　１５７８ ３２１-２３３５ 通所介護　099

デイサービスセンター　きびたき荘 　５３-６４３３ 　細尾町　９５ ３２１-１４４５ 通所介護　100

デイサービスセンター　のぞみ 　５３-４８８７ 　久次良町　１７７１-１ ３２１-１４３６ 通所介護　101

デイサービスセンター　ひらがさ喜の里 　３０-５５１１ 　平ケ崎　６０８-５ ３２１-１２６２ 通所介護　102

デイサービスセンター　やしお 　５４-０８４０ 　細尾町　４４２ ３２１-１４４５ 通所介護　103

デイサービスセンター　我が家 　２１-８９２４ 　瀬尾　２８６６ ３２１-１２６４ 通所介護　104

デイサービス　なごみの森 　５０-１７５３ 　清滝１丁目１-１０ ３２１-１４４４ 通所介護　105

デイサービス　春の間 　２６-２２５１ 　大室　１１３８-７ ３２１-２３３２ 通所介護　106

デイサービス　笑楽 　２５-３４０８ 　大沢町　１２９１-１５４ ３２１-２３４１ 通所介護　107

デイホーム　手のひら 　３２-２１３１ 　木和田島　１３７３-２６７ ３２１-２３４５ 通所介護　108

なかよし荘 　５０-１３０３ 　野口　７３９-３ ３２１-１４２４ 通所介護　109

日光リハビリガーデン 　２５-５００２　 　森友　１１２７-６２ ３２１-２３３５ 通所介護　110

日光市中宮祠　介護サービスセンター 　５１-０１５５ 　中宮祠　２４７８-３１ ３２１-１６６１ 通所介護　111

藤原デイサービスセンター　ななほし 　７７-０００７ 　藤原　２９１ ３２１-２５２１ 通所介護　112

ゆたか　リハビリテーション 　２５-６０１７ 　瀬尾　２５０-１ ３２１-１２６４ 通所介護　113

りはふれんず 　２５-３６２７ 　豊田　３３０-７ ３２１-２４１４ 通所介護　114

●小規模多機能型居宅介護事業所
クラシオテラス日光物語 　３０-１３８０ 　今市本町　２１-１０ ３２１-１２７２ 小規模多機能型居宅介護115

小規模多機能型居宅介護支援事業きわだの郷 　３２-０００７ 　木和田島　３００８-１１ ３２１-２３４５ 小規模多機能型居宅介護116

小規模多機能型ホーム　笑顔の家 　３２-７３５５ 　塩野室町　１５０４-２３ ３２１-２３５１ 小規模多機能型居宅介護117

小規模多機能型ホーム　みょうじん 　２５-３３０２ 　明神　１０００-１ ３２１-１１０１ 小規模多機能型居宅介護118

●認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
グループホーム　あかね 　２５-３２０６ 　鬼怒川温泉大原　２-１３５ ３２１-２５２２ 認知症対応型共同生活介護119

グループホーム　憩のもり 　３２-２００６ 　根室　６０７-７ ３２１-２３４２ 認知症対応型共同生活介護120

グループホーム　かけはし 　２３-０３６９ 　森友　１５０９-６１ ３２１-２３３５ 認知症対応型共同生活介護121

グループホーム　かわせみ 　２２-１２２１ 　平ケ崎　６０９-４ ３２１-１２６２ 認知症対応型共同生活介護122

グループホーム　双愛いやしの里 　９３-００７０ 　足尾町砂畑　４１４７-７ ３２１-１５１５ 認知症対応型共同生活介護123

グループホーム　双愛なごみの里 　５６-１０２０ 　足尾町砂畑　４１４７-６ ３２１-１５１５ 認知症対応型共同生活介護124

グループホーム　ひだまり 　２５-３１１２ 　塩野室町　１５０４-２６ ３２１-２３５１ 認知症対応型共同生活介護125

グループホーム　ひなた 　２５-７１１２ 　塩野室町　１９０２-１２５ ３２１-２３５１ 認知症対応型共同生活介護126

グループホーム　ひより 　２５-５０１５ 　芹沼　１７３９-４１ ３２１-２４０５ 認知症対応型共同生活介護127

グループホーム　みょうじん 　２５-３３０１ 　明神　１０００-１ ３２１-１１０１ ＊「認知症対応型通所介護」も実施128

塩野室ハウス 　２６-８７７０ 　塩野室町　１５０４-２０ ３２１-２３５１ 認知症対応型共同生活介護 129

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所（地域密着型特別養護老人ホーム）
特別養護老人ホーム　きぬ川苑 　７０-３１１０ 　高徳　６１９-３ ３２１-２５２３ 地域密着型介護老人福祉施設130

特別養護老人ホーム　きわだの郷 　３２-０００２ 　木和田島　３００８-１１ ３２１-２３４５ 地域密着型介護老人福祉施設131

特別養護老人ホーム　すまいる 　３２-６１０５ 　塩野室町　１５０４-１ ３２１-２３５１ 地域密着型介護老人福祉施設132

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
特別養護老人ホーム　今市ホーム 　２７-０３６１ 　板橋　２１９０-２ ３２１-１１０２ 介護老人福祉施設133

特別養護老人ホーム　大室さくら苑 　２６-４１４１ 　大室　８６３-７ ３２１-２３３２ 介護老人福祉施設134

特別養護老人ホーム　きぬ川苑 　７０-３１１０ 　高徳　６１９-３ ３２１-２５２３ 介護老人福祉施設135

特別養護老人ホーム　きびたき荘 　５３-６４３３ 　細尾町　９５ ３２１-１４４５ 介護老人福祉施設136

特別養護老人ホーム　喜わだ亭 　３２-０００３ 　木和田島　３００８-１３ ３２１-２３４５ 介護老人福祉施設137

特別養護老人ホーム　誠心園 　２１-７０２０ 　倉ケ崎　６０５-７ ３２１-２４１２ 介護老人福祉施設138

特別養護老人ホーム　ひかりの里 　３０-３９１１ 　今市　１０８６-２ ３２１-１２６１ 介護老人福祉施設139

特別養護老人ホーム　ひらがさ喜の里 　３０-５５１１ 　平ケ崎　６０８-５ ３２１-１２６２ 介護老人福祉施設140

●介護老人保健施設（老健）
老人保健施設　今市Ｌケアセンター 　２２-８８８１ 　平ケ崎　６０５-１ ３２１-１２６２ 介護老人保健施設141

介護老人保健施設　見龍堂メディケアユ二ッツ 　３２-２２１３ 　木和田島　３００８-８ ３２１-２３４５ 介護老人保健施設142

介護老人保健施設　そうあい 　９３-２０１１ 　足尾町砂畑　４１４７-２ ３２１-１５１５ 介護老人保健施設143

介護老人保健施設　にっこう 　５０-１１６５ 　清滝安良沢町　１７５２-１０３２１-１４４１ 介護老人保健施設144

老人保健施設　ビィラフォーレスタ（森の家） 　２６-６５００ 　根室　６０７-５ ３２１-２３４２ 介護老人保健施設145

○通所介護事業所
デイサービス　笑楽 　２５-３４０８ 　大沢　１２９１-１５４ ３２１-２３４１ 通所介護　146
○訪問介護事業所
おたすけたい 　２５-３８０３ 　大室　１１４６-２１ ３２１-２３３２ 訪問介護147
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