
矢巾町の介護保険施設・事業所等マップ
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No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

❶ ケアプランセンターなでしこ 028-3615 矢巾町南矢幅第８地割111番６ 019-613-4950 居宅介護支援

❷ ケナフ介護支援サービスセンター 028-3603 矢巾町西徳田第５地割200番12 019-697-8816 居宅介護支援

❸ こん総合福祉相談所 028-3601 矢巾町高田第12地割42番地 019-681-0190 居宅介護支援

❹ シェーンハイムやはば居宅介護支援事業所 028-3606 矢巾町土橋11地割35番１ 019-697-0086 居宅介護支援

❺ ニチイケアセンター矢巾 028-3615 矢巾町南矢幅第12地割237-1 019-698-1266 居宅介護支援

❻ 矢巾町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 028-3615 矢巾町南矢幅第13地割123番地  019-697-2111 居宅介護支援

❼ 矢巾町南在宅介護支援センター 028-3617 矢巾町太田第17地割13－１ 019-697-1774 居宅介護支援

❽ こずかたケアプランセンター 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-613-7603　 居宅介護支援

❾ 居宅介護支援事業所高原の駅 020-0891 矢巾町流通センター南４丁目８番20号 019-658-9091 居宅介護支援

❿ 矢巾町地域包括支援センター　指定介護予防支援事業所 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-611-2855 居宅介護予防支援

No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

➀ ケナフヘルパーステーション 028-3603 矢巾町西徳田第５地割200番12 019-698-3075 訪問介護

➁ ニチイケアセンター矢巾 028-3615 矢巾町南矢幅第12地割237-１ 019-698-1266 訪問介護

➂ ヘルパーステーション鶴亀 028-3601 矢巾町高田第15地割28番地14 019-697-0804 訪問介護

➃ ヘルパーステーションなでしこ 028-3615 矢巾町南矢幅第８地割111番地６ 019-613-4950 訪問介護

➄ ヘルパーステーションにぎ和い 028-3601 矢巾町高田第13地割224番地４ 019-658-8801 訪問介護

➅ ヘルパーステーションやはば 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-698-1385 訪問介護

➆ 訪問入浴介護やはば 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-698-1385 訪問入浴

➇ 訪問看護ステーションやはば 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-698-1388 訪問看護

➈ 訪問看護ステーション結いの手 028-3615 矢巾町南矢幅第７地割445番地 019-613-4493 訪問看護

➉ 介護老人保健施設シェーンハイムやはば 028-3614 矢巾町土橋第11地割35-1 019-697-0066 訪問リハビリ

⑪ 訪問リハビリテーションこずかた 028-3621 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-611-1380 訪問リハビリ

⑫ 生活介護センター「いちご園」 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割339番地 019-698-2840 通所介護

⑬ デイサービス　とくたんの郷 028-3614 矢巾町又兵エ新田第７地割212番地１ 019-611-1711 通所介護

⑭ ニチイケアセンター矢巾 028-3615 矢巾町南矢幅第12地割237番地１ 019-698-1266 通所介護

⑮ 老人デイサービスセンター「百万石」 028-3627 矢巾町和味第２地割106番５ 019-698-3337 通所介護

⑯ 老人デイサービスセンター「百万石」矢巾口 028-3603 矢巾町西徳田第５地割200番12 019-698-3070 通所介護

⑰ 老人デイサービスセンター「百万石」矢幅駅西口 028-3615 矢巾町南矢幅第６地割606番地 019-611-2239 通所介護

⑱ 介護老人保健施設博愛荘通所リハビリテーション 028-3305 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-697-1526 通所リハビリ

⑲ 介護老人保健施設シェーンハイムやはば 028-3311 矢巾町土橋第11地割35-1 019-697-0066 通所リハビリ

⑳ ショートステイやはば 028-3614 矢巾町又兵エ新田５地割335番地 019-698-2015 短期入所生活介護

㉑ 悠和荘短期入所生活介護事業 028-3621 矢巾町広宮沢第１地割２番地312 019-698-1661 短期入所生活介護

㉒ 介護老人保健施設シェーンハイムやはば 028-3606 矢巾町土橋第11地割35-１ 019-697-0066 短期入所療養介護

㉓ 介護老人保健施設敬愛荘 028-3621 矢巾町広宮沢第１地割２番181 019-697-3288 短期入所療養介護

㉔ 介護老人保健施設博愛荘 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-698-2015 短期入所療養介護

㉕ 株式会社かんきょう　盛岡支店 020-0891 矢巾町流通センター南３丁目５番１号 019-681-0788 福祉用具

㉖ 株式会社サンメディカル 020-0891 矢巾町流通センター南１丁目７番８号 019-614-2131 福祉用具

㉗ フランスベッド株式会社　メディカル盛岡営業所 028-3621 矢巾町広宮沢第11地割501-11 019-639-2777 福祉用具

No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

㉘ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　岩手矢巾 028-3615 矢巾町西徳田第６地割153-２ 019-601-5923 通所介護

㉙ 通所介護事業所　つりがねの郷 028-3623 矢巾町煙山第１地割４番地２ 019-967-5147 通所介護

㉚ デイサービス高原列車 020-0891 矢巾町流通センター南４丁目８番20号 019-658-9091 通所介護

㉛ 矢巾町南デイサービスセンター 028-3617 矢巾町太田17地割13番地１ 019-697-1613 通所介護

㉜ 和音デイサービス矢巾 028-3603 矢巾町西徳田５地割86番地６ 019-613-8080 通所介護

㉝ デイサービスつむぎ 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-698-2015 認知症対応型通所介護

㉞ 小規模多機能型　居宅介護事業所　むつき 028-3617 矢巾町太田第17地割13番地１ 019-698- 2501 小規模多機能型居宅介護

㉟ グループホーム　敬寿荘 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-697-9002 認知症対応型共同生活介護

㊱ グループホーム太陽荘 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割字28番地２ 019-697-9400 認知症対応型共同生活介護

㊲ 介護老人福祉施設　悠和荘 028-3621 矢巾町広宮沢第１地割２番地312 019-698-1661 介護老人福祉施設

No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

㊳ 特別養護老人ホーム志和荘 028-3621 矢巾町広宮沢第１地割100番地 019-697-6355 介護老人福祉施設

No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

㊴ 介護老人保健施設敬愛荘 028-3621 矢巾町広宮沢第１地割２番地181 019-697-3288 介護老人保健施設

㊵ 介護老人保健施設シェーンハイムやはば 028-3606 矢巾町土橋第11地割35-１ 019-697-0066 介護老人保健施設

㊶ 介護老人保健施設博愛荘 028-3614 矢巾町又兵エ新田第５地割335番地 019-698-2015 介護老人保健施設

No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

㊷ ソフィアハウス睦喜 028-3617 矢巾町太田第17地割13番地１ 019-697-1601 軽費老人ホーム

No 事業所名称 郵便番号 事業所所在地 電話番号 サービス

㊸ エイジングハウスとくたんの郷 028-3614 矢巾町又兵エ新田第７地割212番地１ 019-611-1711 サービス付き高齢者向け住宅

㊹ グランドホームまごのて矢巾 028-3603 矢巾町大字西徳田第１地割５－１ 019-698-4588 有料老人ホーム

㊺ 住宅型有料老人ホーム鶴亀 028-3601 矢巾町高田第15地割28番地14 019-697-0804 有料老人ホーム

㊻ 有料老人ホーム「百万石」矢巾口 028-3603 矢巾町大字西徳田第５地割200番 12 019-698-3075 有料老人ホーム

㊼󠆌 有料老人ホームつりがねの郷 028-3623 矢巾町大字煙山第１地割４番地２ 019-697-5147 有料老人ホーム

㊽ 有料老人ホームなでしこ 028-3615 矢巾町大字南矢幅第８地割111番地６ 019-613-4950 有料老人ホーム

㊾ 有料老人ホームにぎ和い 028-3601 矢巾町大字高田第13地割224番地４ 019-658-8801 有料老人ホーム

◎居宅サービス（在宅で受けられるサービス）

◎ケアプラン（介護サービス計画等）を作成する事業所

◎地域密着型サービス

◎施設サービス（介護老人福祉施設）

◎施設サービス（介護老人保健施設）

◎入居施設（軽費老人ホーム）

◎入居施設（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）

➏


