
大田原市介護サービス事業所一覧 R4.5.1現在

サ　ー　ビ　ス 事　業　所　名 所在地 電話番号

ケアプランゆりの木 山の手1丁目1-7 0287-47-5123

居宅介護支援事業所かきつばた 山の手2丁目13-31 0287-46-5561

ニチイケアセンター大田原中央 城山1丁目5-23 0287-20-2133

まつや薬局 新富町1丁目245-7 0287-46-5383

ケアプラン和 住吉町1丁目9-21 0287-53-7871

だいな紫塚居宅介護支援センター 紫塚3丁目2633-10 050-8885-1133

だいな若草居宅介護支援センター 紫塚3丁目2633-10 050-8885-1131

相談支援センターナイスケアリング 本町1丁目2714ビルラポール1F-
B 0287-22-2111

大田原市在宅介護支援センター椿寿荘 末広１丁目2-5 0287-22-8868

居宅介護支援事業所桃の実 若草1丁目719-1 0287-46-5735

居宅介護支援事業所にちにちそう 加治屋83-81 0287-48-7070

那須赤十字訪問看護ステーション 中田原1081-４ 0287-23-8866

マロン介護サービス 町島２９６-1 0287-48-7513

在宅介護支援センター藍 小滝17-22 0287-20-5252

おおたわら総合在宅ケアセンター居宅介護支援事業所 北金丸2600-10 0287-20-0155

在宅介護支援センターやすらぎ舎 北大和久1-3 0287-24-2128

在宅介護支援センター晴風園 下石上1258 0287-29-2220

ケアプラン那須中央病院 下石上1452 0287-29-2126

在宅介護支援センターほのぼの園 湯津上5-989 0287-98-3155

ケアプランセンターひまわり 佐良土1392 0287-47-7531

在宅介護支援センター山百合荘 久野又804 0287-59-7020

訪問介護事業所ケアシス 山の手２丁目１１-８ 0287-53-7792

ニチイケアセンター大田原中央 城山1丁目5-23 0287-20-2133

ヘルパーステーションこすもす 住吉町1丁目9-21 0287-48-7004

だんらんランヘルパーステーション 紫塚２丁目2580-2 0287-22-5512

ＴＢＣ大田原ケアセンター 紫塚2丁目2609-2 0287-20-2551

だいな若草訪問介護サービス 紫塚3丁目2633-10 050-8885-1132

ナイスケアリング大田原 本町1丁目2714ビルラポール1F-
B

0287-22-2100

ホームヘルパーステーション椿寿荘 末広1丁目2-5 0287-23-6234

すまいるケア 美原3丁目3330-72　シティコー
ポマイアミ2-105号室 0287-47-5232

ゴールドエイジ（株）栃木営業所 浅香3丁目3731-9 0287-20-0900

家族の家ひまわり大田原　訪問介護事業所 加治屋83-11 0287-20-0005

ナイスケアリング大田原かじや 加治屋94-106　コーポ吉﨑101 0287-47-4171

在宅介護支援センター藍 小滝17-22 0287-20-5252

ホームヘルプサービスやすらぎ舎 北大和久1-3 0287-24-2128

晴風園ホームヘルプサービス 下石上1258 0287-29-1790

ニチイケアセンター大田原 佐久山3227 0287-28-7066

大田原市社会福祉協議会 黒羽田町848 0287-54-1849

虹の里訪問介護センター 川田570-1 0287-59-7101

高館の森訪問介護センター 川田570-1 0287-59-1355

訪問入浴介護
※浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、
入浴介助を行います。

SOMPOケア大田原訪問入浴 薄葉2206-2 0287-26-1381

訪問看護ステーションゆりの木 山の手1丁目1-7 0287-47-5123

あいわ訪問看護ステーション 城山2丁目4-18　パークサイドレ
ジデンス204号室 0287-20-8077

だいな訪問看護ステーション 紫塚3丁目2633-10 0287-20-0733

訪問看護ステーションあやめ大田原 末広2丁目１２-２　ペニーレーン
101号室 0287-47-7757

那須赤十字訪問看護ステーション 中田原1081-４ 0287-23-8866

マロン訪問看護ステーション 町島２９６-1 0287-48-7515

さくら訪問看護ステーション 下石上1452 0287-29-3252

訪問看護ステーション花はな 黒羽田町802-10 0287-53-7687

とちぎ訪問看護ステーションくろばね 黒羽向町142 0287-54-0507

介護予防・介護サービス（ケアマネージメント）

居宅介護支援
※介護支援専門員（ケアマネ－ジャ－）がいる
機関です。介護保険のサービスを受ける場合の
介護サービス計画（ケアプラン）をたてたり、
サービス利用までの事業所との調整をおこない
ます。

介護予防・介護サービス（居宅サービス）

訪問介護
（ホームヘルプサービス）
※訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅を訪問
して、入浴・排泄・食事などの介護、その他調
理・洗濯・掃除などの日常生活上の世話を行っ
たり、自宅から病院までの送迎をお手伝いしま
す。

訪問看護
※看護師や保健師などが家庭を訪問し、看護の
支援をします。



サ　ー　ビ　ス 事　業　所　名 所在地 電話番号

大田原ケアセンターそよ風 新富町3丁目7-24 0287-20-2620

早稲田イーライフ大田原 中央1丁目3-15　トコトコ大田原
1F 0287-53-7390

だいな若草デイサービス 紫塚3丁目2633-10 050-8885-1135

デイサービスこころ 本町2丁目2829-35 0287-24-2484

デイサービスセンター春日和　大田原 美原2丁目3255-5 0287-20-2117

にちにちそうみはら 美原3丁目3348-24 0287-24-3462

ケアステーションあさひ大田原 美原3丁目3267-1 0287-24-6006

家族の家ひまわり大田原　通所介護事業所 加治屋83-11 0287-20-0005

老人デイサービスセンター藍 小滝17-22 0287-20-5252

おおたわらマロニエデイサービス 北金丸2600-8 0287-20-2501

デイサービスセンターやすらぎ舎 北大和久1-3 0287-20-1455

晴風園デイサービスセンター 下石上1258 0287-29-1790

ニチイケアセンター大田原 佐久山3227 0287-28-7066

デイサービスセンターほのぼの園 湯津上5-989 0287-98-3161

デイサービスセンターゆづかみ 佐良土1392 0287-98-2900

デイサービス花はな 黒羽田町802-10 0287-53-7687

ほっとアスターデイサービスセンター 前田863-5 0287-54-0763

老人デイサービスセンター山百合荘 久野又807-1 0287-59-8020

だいなじっくりリハビリ 紫塚3丁目2633-12 0287-20-5078

だいなちょっくらリハビリ 紫塚3丁目2633-10 050-8885-1136

老人保健施設椿寿荘 末広1丁目2-5 0287-23-8880

おおたわらマロニエデイケアサービス 北金丸2600-8 0287-20-2501

介護老人保健施設同仁苑 下石上1452 0287-26-2323

まつや薬局卸部 新富町1丁目245-7 0287-22-3645

くらしのリフォーム快適屋 中央1丁目13-10 0287-20-0153

ダスキンヘルスレント大田原ステーション 本町1丁目2703-129 0287-53-7631

ひまわり館大田原営業所 美原2丁目3228-31 0287-24-6301

東京インテリアＭＳ大田原 浅香3丁目3599-8 0287-51-8181

まつや薬局卸部 新富町1丁目245-7 0287-22-3645

くらしのリフォーム快適屋 中央1丁目13-10 0287-20-0153

ダスキンヘルスレント大田原ステーション 本町1丁目2703-129 0287-53-7631

ひまわり館大田原営業所 美原2丁目3228-31 0287-24-6301

東京インテリアＭＳ大田原 浅香3丁目3599-8 0287-51-8181

大田原ケアセンターそよ風 新富町3丁目7-24 0287-20-2750

だいな紫塚ショートステイ 紫塚3丁目2633-12 0287-48-7042

介護の郷わたぼうしショートステイ 本町1丁目2695-57 0287-23-5454

ショートステイにちにちそう 加治屋83-81 0287-48-7070

特別養護老人ホームおおたわら風花苑 北金丸2600-10 0287-20-2230

ショートステイやすらぎの里・大田原 北大和久1-3 0287-24-0600

ショートステイやすらぎの里・シエスタ 北大和久1-3 0287-47-7030

ショートステイ晴風園 下石上1258 0287-29-1790

特別養護老人ホームほのぼの園 湯津上5-989 0287-98-3161

ほっとアスターショートステイセンター 前田863-5 0287-54-0763

ショートステイ事業所山百合荘 久野又804 0287-59-0139

だいなリハビリクリニック 紫塚3丁目2633-10 0287-20-3102

老人保健施設椿寿荘 末広1丁目2-5 0287-23-8880

介護老人保健施設同仁苑 下石上1452 0287-26-2323

だいな紫塚ケアホーム 紫塚3丁目2633-12 0287-47-6064

養護老人ホーム若草園 若草１丁目1470-4 0287-22-2627

ふるさとホーム大田原城 中田原810-82 0287-20-2300

特別養護老人ホームおおたわら風花苑 北金丸2600-10 0287-20-2230

特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原 北大和久1-3 0287-24-0600

特別養護老人ホームやすらぎの里・シエスタ 北大和久1-3 0287-47-7030

特別養護老人ホーム晴風園 下石上1258 0287-29-1790

特別養護老人ホームほのぼの園 湯津上5-989 0287-98-3161

特別養護老人ホーム山百合荘 久野又804-8 0287-59-0139

老人保健施設椿寿荘 末広1丁目2-5 0287-23-8880

介護老人保健施設同仁苑 下石上1452 0287-26-2323

介護予防・介護サービス（居宅サービス）

通所リハビリテーション
（デイケアサービス）
※機能訓練（リハビリ）を主として、入浴、食
事提供などのサービスを日帰りで受けられま
す。

福祉用具貸与
※車いすやベッドなどの福祉用具の貸出をしま
す。

短期入所生活介護
（ショートステイサービス）
※介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）な
どに短期間入所して、食事、入浴などの介護や
機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護
（ショートステイサービス）
※介護老人保健施設などに短期間入所して、
医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練
が受けられます。

特定施設入居者生活介護
※有料老人ホームなどに入居して、日常生活上
の支援や介護が受けられます。

介護サービス（施設サービス）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
※日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切
な介護が困難な場合に入所し、必要な介護が受
けられます。

介護老人保健施設
※病状が安定し入院治療をする必要のない人が
家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医
療ケアと介護を受けられます。

特定福祉用具販売
※入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売
します。

通所介護
（デイサービス）
※入浴、食事の提供、機能訓練などのサービス
を日帰りで受けられます。



サ　ー　ビ　ス 事　業　所　名 所在地 電話番号

介護の郷わたぼうしデイサービス 紫塚２丁目２５８０-１ 0287-53-7878

デイサービスセンターいろは 北金丸1901-1 0287-47-6127

元気アップサロン　よつば　（総合事業のみ） 北金丸1901-1 0287-47-6127

デイサービスセンター咲楽大田原 薄葉1360-2 0287-29-2722

デイサービスセンターほのぼの 蛭田1795 0287-98-8355

虹の里デイサービスセンター 川田570-1 0287-59-7101

高館の森デイサービスセンター 川田570-1 0287-59-1355

小規模多機能型居宅介護施設みずばしょう 山の手2丁目13-31 0287-46-6082

小規模多機能型居宅介護事業四季の風 城山1丁目6-19 0287-23-5880

にちにちそうもとまち 元町1丁目2-33 0287-23-2111

にちにちそうかじや 加治屋83-818 0287-47-7180

小規模多機能型居宅介護事業所かねだの里 市野沢1843-1 0287-22-0070

小規模多機能晴風園みどりの郷 実取542-３ 0287-28-3800

大田原市指定小規模多機能ホーム清雲台ケアセンター 蛭田1985-1 0287-98-3771

シルバーサロンこころ黒羽 大豆田468-4 0287-54-3214

小規模多機能型居宅介護支援事業所かをる 寒井13４4-2 0287-54-3338

小規模多機能型居宅介護施設ひなたぼっこ 須佐木53 0287-57-7230

デイサービス明日花 富池377-11 0287-23-2382

グループホームあすなろ 佐久山2274-5 0287-28-3676

グループホームピオニー 山の手2丁目13-31 0287-46-6085

グループホームこころ大田原 本町2丁目2829-35 0287-22-6000

にちにちそうふじみ 富士見1丁目1604-45 0287-20-1116

おおたわらマロニエホーム 北金丸2600-8 0287-20-2505

グループホームこころ親園 親園3003 0287-47-6650

グループホームあすなろ 佐久山2274-5 0287-28-3676

グループホームほのぼの 蛭田1795 0287-98-8355

グループホームねむのき 北滝192-1 0287-54-2247

グループホームこころ黒羽 大豆田468-4 0287-54-3241

特別養護老人ホーム四季の風 城山1丁目6-19 0287-23-5880

特別養護老人ホームにちにちそう 加治屋83-81 0287-48-7070

特別養護老人ホームかねだの里 市野沢1843-1 0287-22-0070

特別養護老人ホーム晴風園　みどりの郷 実取542-3 0287-28-3800

特別養護老人ホーム晴風園 下石上1258 0287-29-1790

特別養護老人ホーム山百合荘うぐいすの郷 久野又808 0287-59-0139

ゴールドエイジ（株）栃木営業所 浅香3-3731-9 0287-20-0900

在宅介護支援センター藍 小滝17-22 0287-20-5252

ホームヘルプサービスやすらぎ舎 北大和久1-3 0287-24-2128

大田原市社会福祉協議会 黒羽田町848 0287-54-1849

一般社団法人えんがお 山の手２丁目１４-２ 080-1242-9460

大田原市シルバー人材センター 新富町3丁目8-10 0287-23-1255

あべさんち 佐久山2275-1 0287-28-3676

元気アップサロン　よつば 北金丸1901-1 0287-47-6127

あべさんち 佐久山2275-1 0287-28-3676

だいなちょっくらリハビリ 紫塚3丁目2633-10 050-8885-1137

おおたわらマロニエデイケアサービス 北金丸2600-8 0287-20-2501

介護老人保健施設 同仁苑 下石上1452 0287-26-2323

中央地域包括支援センター
（大田原小学校区、紫塚小学校区、金田北中学校区、金田南中学校
区）

浅香3丁目3578-747 0287-20-1001

西部地域包括支援センター
（西原小学校区、親園中学校区、野崎中学校区、旧佐久山中学校
区）

浅香3丁目3578-747 0287-20-2710

東部地域包括支援センター
（湯津上・黒羽地区）

黒羽田町848 0287-53-1880

通所型サービスＡ
（はつらつデイサービス）
※介護予防拠点施設(ほほえみセンター)と通常のデイサー
ビスとの間の位置づけとなる簡易な通所型サービスです。

通所型サービスC
（短期集中リハビリ教室）
※日常生活に支障のある行為の改善（自立）を
目的に、リハビリテーション専門職が行う短期
集中型のデイサービスです。

地域包括支援センター

地域包括支援センター
※市が責任主体となって、高齢者が住み慣れた
地域で自立した生活を継続できるように、高齢
者の生活を総合的に支えていくための拠点で
す。

認知症対応型通所介護
※認知症のある方を対象に、入浴、食事の提供、機
能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
※認知症のある方が、少人数（９人）の家庭的
な雰囲気の中で互いに助け合いながら共同生活
を送るところです。

地域密着型介護老人福祉施設
※定員が、30人未満の小規模な介護老人福祉
施設に入所する方が、日常生活上の世話や機能
訓練などの介護サービスが受けられます。

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問型サービスＡ1
（えぷろんサービス）
※本人や家族が家事を行うことが困難な場合に
訪問介護事業者がその援助を行うサービスで
す。

訪問型サービスＡ2
（まごのてサービス）
※本人や家族が家事を行うことが困難な場合に訪問
介護事業者以外がその援助を行うサービスです。

小規模多機能型居宅介護
※「通い」を中心として、利用者の様態や希望
に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わ
せてサービス提供する。

地域密着型介護予防・介護サービス

地域密着型通所介護
（デイサービス）
※定員が、18人以下の小規模な通所介護事業
所を利用する方が、入浴、食事の提供、機能訓
練などのサービスを日帰りで受けられます。


