
～ 要介護認定を 受けら れた方へ ～
市内ケアマネジャ ー事業所・ 入所施設一覧

お問合せ
長寿福祉課(介護保険係） Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ７ ４ ８ －２ ４ －５ ６ ７ ８

Ｉ Ｐ ： ０ ５ ０ －５ ８ ０ １ －５ ６ ７ ８

【 在宅でサービスを利用し たい場合】

自宅で生活さ れる中で、 通い、 訪問、 福祉用具レンタ ル等のサービス利用
にあたっ ては、 ケアプラ ンの作成が必要です。
居宅介護支援事業所、 小規模多機能型居宅介護の一覧表から 選び、 連絡し
てく ださ い。 ケアマネジャ ーが本人や家族の状況に応じ たケアプラ ンを作
成し ます。

→ ①、 ②へ

※通い、 訪問等のサービス事業所は記載さ れており ません。 ケアプラ ンを 作成さ れるケアマネ
ジャ ーと 御相談く ださ い。
※福祉用具購入、 住宅改修に対する給付申請においても 、 ケアプラ ン作成が必要です。 包括支援セ

【 施設に入所し たい場合】

施設にて、 日常生活上の介護や療養上のさ まざまな支援を受けながら 、 生
活でき ます。 入所を希望する介護保険施設へ直接申し 込んでく ださ い。 入
所し た施設のケアマネジャ ーが利用者に合っ たケアプラ ンを作成し 、 サー
ビスが提供さ れます。

→ ③～⑦へ



①　居宅介護支援事業所

ケアプランを作成するケアマネジャーの事業所です。

事業所名 郵便番号 住 所 電話番号

ひいらぎの里ケアプラザ 527-0086 滋賀県東近江市上平木町1158番地 0748-22-2433 事業所名 郵便番号 住所 電話番号

居宅介護支援事業所　ラスリーズ 527-0086 滋賀県東近江市上平木町1506番地 050-5801-9694 しみんふくしの家八日市 527-0027 滋賀県東近江市栄町７番５号 0748-29-3195

ケアプランセンター　玉園ハイム 527-0064 滋賀県東近江市尻無町1170番地３ 0748-23-6992 沖野原 527-0034 滋賀県東近江市沖野三丁目１０番１８号 0748-22-7555

ケア工房 527-0045 滋賀県東近江市中小路町549番地４ 0748-24-3106 愛東の杜 527-0162 滋賀県東近江市妹町１０２６番地 0749-46-8800

ケアプランセンターカルナハウス 527-0001 滋賀県東近江市建部下野町797番地 0748-24-3250 愛近江　ゆ加里 527-0131 滋賀県東近江市勝堂町１７０２番地 0749-45-0151

居宅介護支援事業所　サンフラワー建部 527-0006
滋賀県東近江市建部日吉町347-10　グラン
ドール103号

0748-20-0172 かじやの里の新兵衛さん 521-1222 滋賀県東近江市佐野町３５番地 0748-42-8377

公益社団法人滋賀県看護協会
居宅介護支援事業所

527-0022 滋賀県東近江市八日市上之町１番39号 0748-20-3355 しんぐう 521-1201 滋賀県東近江市新宮町３２３番地１ 0748-42-8233

田中ケアサービス株式会社
八日市支援センター

527-0028 滋賀県東近江市八日市金屋二丁目２番７号 0748-20-1058 第二ともの家 529-1551 滋賀県東近江市宮川町６９１番地２９１ 0748-55-1135

居宅介護支援事業所　けいあい 527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町４番13号 0748-23-7550

さくら介護支援事業所 527-0038 滋賀県東近江市聖徳町４番23号 0748-22-1988

ウェルあおば介護相談室 527-0039 滋賀県東近江市青葉町１番46号 0748-20-2121

やすらぎの里　ケアプラザ 527-0231 滋賀県東近江市山上町5040番地 0748-27-1555 施設入所を 希望さ れる 場合は、 介護保険施設へ直接申し 込んでく ださ い。

もみじケアプランセンター 527-0212 滋賀県東近江市永源寺高野町431番地２ 0748-27-2050

清水苑居宅介護支援センター 529-1441 滋賀県東近江市五個荘川並町268８番地 0748-48-5062

ケアプランスイッチオン　五個荘
居宅介護支援事業所

529-1415 滋賀県東近江市五個荘五位田町592番地 0748-29-3880

ケアプランセンター福来朗 529-1414
滋賀県東近江市五個荘中町337番地　メゾンド
シュシュリヴィエール101号

0748-43-0296 事業所名 郵便番号 住所 電話番号

ケアプランセンター加楽 527-0157 滋賀県東近江市下中野町637番地 0749-46-0608 こぼしの家 527-0074 滋賀県東近江市市辺町３４７７番地 0748-20-0511

近江温泉病院
居宅介護支援事業所

527-0143 滋賀県東近江市百済寺本町１番地11 0749-46-1140 玉園ハイム 527-0064 滋賀県東近江市尻無町１１７０番地３ 0748-23-6886

結の家　ケアプランセンター 527-0166 滋賀県東近江市愛東外町700番地 0749-46-2177 カルナハウス 527-0001 滋賀県東近江市建部下野町７９７番地 0748-23-3250

あおぞらケアプランステーション 527-0134 滋賀県東近江市平松町497番地１ 0749-45-8278 沖野原 527-0034 滋賀県東近江市沖野三丁目１０番１８号 0748-22-7555

ケアプランセンターみやび 527-0113 滋賀県東近江市池庄町1554番地５ 0749-45-0100 もみじ 527-0212 滋賀県東近江市永源寺高野町４３１番地２ 0748-27-2031

いずみ介護サービスおがわ
居宅介護支援

521-1204 滋賀県東近江市小川町3317番地 0748-42-6071 清水苑 529-1441 滋賀県東近江市五個荘川並町２６８番地 0748-48-5000

社会福祉法人　真寿会
ケアプランセンターのとがわ

521-1201 滋賀県東近江市躰光寺町234番地１ 0748-42-7051 菊水園 527-0115 滋賀県東近江市下里町７８９番地 0749-45-1518

居宅介護支援事業所ニコリハ 521-1221 滋賀県東近江市垣見町1598番地 0748-36-1629 能登川園 521-1201 滋賀県東近江市新宮町５４７番地 0748-42-7025

居宅介護支援事業所　七彩 529-1566 滋賀県東近江市葛巻町394番地 0748-55-8105 万葉の里 520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上６３２番地 0748-57-2100

東近江市蒲生医療センター
居宅介護支援事業所

529-1572 滋賀県東近江市桜川西町340番地 0748-55-5700
裏面に続きます

ケアプランセンターあい 529-1537 滋賀県東近江市市子殿町1308番地 0748-45-2345  

②　小規模多機能型居宅介護支援事業所

１つの事業所において、通いを中心に訪問や宿泊を組みあわせてサービスを利用できます。ケアマ
ネジャーも在籍しています。

③　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

常時介護が必要で、日常生活上の支援や介護が受けられます。原則、要介護3以上の介護度の方
が入所対象です。

在宅でサービスを利用し たい場合は、 ①居宅介護支援事業所、 ②小規模多機能型居宅介護支援事業所 一覧から 事業所を選択し 、 連絡し てく ださ い。

ケアマネジャ ーにケアプラ ンを作成し ても ら います。



事業所名 郵便番号 住 所 電話番号

ウェル青葉 527-0039 滋賀県東近江市青葉町１番４６号 0748-20-2345

ここちの郷 529-1431 滋賀県東近江市五個荘山本町４６６番地 0748-48-8300

リハビリセンターあゆみ 521-1201 滋賀県東近江市新宮町５５８番地 0748-42-3355

ケアセンター蒲生野 529-1572 滋賀県東近江市桜川西町３４０番地 0748-55-5533

急性期の治療を終え、長期療養のための医療と日常生活上の介護サービスが一体的に提供されます。

事業所名 郵便番号 住 所 電話番号

近江温泉病院 527-0145 滋賀県東近江市北坂町９６６番地 0749-46-1125

事業所名 郵便番号 住 所 電話番号

地域密着型特別養護老人ホームきいと 529-1431 滋賀県東近江市五個荘山本町４４７番地３４ 0748-48-7501

地域密着型特別養護老人ホーム菊水ビラ 527-0115 滋賀県東近江市下里町７８９番地 0749-45-1518

小規模特別養護老人ホームのとがわ 521-1202 滋賀県東近江市新宮町３１６番地１ 0748-42-3377

事業所名 郵便番号 住 所 電話番号

グループホームひいらぎの里 527-0086 滋賀県東近江市上平木町１１５８番地 0748-24-5353

グループホームさくら苑 527-0038 滋賀県東近江市聖徳町４番２３号 0748-22-1988

沖野原グループホーム 527-0034 滋賀県東近江市沖野三丁目１０番１８号 0748-22-7555

しみんふくしの家八日市グループホーム 527-0033 滋賀県東近江市東沖野二丁目５番５号 0748-24-5216

グループホームやすらぎの里永源寺 527-0231 滋賀県東近江市山上町５０４５番地 0748-27-1199

グループホームやすらぎの里けやき 527-0231 滋賀県東近江市山上町５０４０番地 0748-27-1234

グループホーム悠愛 529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町５２８番地４ 0748-48-4787

グループホーム檀那木 527-0142 滋賀県東近江市上山町８８３番地６ 0749-46-2117

愛東の杜　グループホーム 527-0162 滋賀県東近江市妹町１０２６番地 0749-46-8800

ふるさと苑 521-1222 滋賀県東近江市佐野町９番地１ 0748-42-8048

グループホームのと川 521-1201 滋賀県東近江市新宮町３３０番地 0748-42-8118

グループホーム彩葉 521-1201 滋賀県東近江市新宮町３３０番地１０ 0748-42-8165

※令和４年11月１日現在の状況です。

④　介護老人保健施設

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ながら生活します。原則、要介護1以上の介護度
の方が入所対象です。

➄　介護医療院

⑥　地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）

定員29人以下の小規模な施設です。原則、要介護３以上の介護度で東近江市に居住する方が入所対象です。
常時介護が必要で、日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話が受けられます。

➆　認知症対応型共同生活介護

認知症の人が共同生活する住居で、日常生活上のお世話や、機能訓練などが受けられます。原則、要支援２以
上の介護度の方が入所対象です。


