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東北町介護サービスマップ
（上北地区）

◉在宅介護支援センターかみきた
℡0176-58-1100
◉デイサービスセンターヴィラ中央
　ヘルパーステーションかみきた
℡0176-58-1110
◉デイサービスセンターリバティ中央
℡0176-58-1112
◉グループホーム和の家なごみ
℡0176-58-1113

◉グループホームひまわり苑上北
℡0176-56-3778
◉小規模多機能型居宅介護事業所
　ひまわりの里上北
℡0176-58-1022

◉居宅介護支援センターみらい
℡0176-56-3722
◉デイサービスみらい
℡0176-56-3711
◉グループホームやまゆり
℡0176-58-0232

◉彩香園アルテリーベ居宅介護支援事業所
　デイサービスセンターサンポエム
　特別養護老人ホーム彩香園アルテリーベ
℡0176-56-2111
◉彩香園アルテリーベ訪問看護ステーション
　彩香園アルテリーベヘルパーステーション
℡0176-58-1611
◉グループホーム青い空
℡0176-56-3531

◉訪問介護事業所ふれあい
℡0176-27-1651

◉かみきたデンタルクリニック
℡0176-56-4681

◉上北療護園ヘルパーセンター
℡0176-56-3123

◉すみれ内科クリニック
℡0176-56-2221
◉すみれ介護相談センター
℡0176-56-2221
◉リハビリデイサービスすみれ
℡0176-58-2290
◉グループホームすみれ湖
℡0176-58-1127

◉かみきた薬局
℡0176-58-2033 ◉サンライズ・ケアサービス

℡0176-58-1551

◉旭日クリニック
℡0176-58-2050

◉小規模多機能型ホーム　森の郷
℡0176-27-1109
◉特別養護老人ホーム森の郷
℡0176-27-1021

上北保健センター

小川原郵便局

上北小学校

小川原小学校

小川原駅

上北町駅

上北中学校

総合運動公園

小川原湖公園
道の駅
おがわら湖

第一小学校

東北町役場本庁舎
（東北町地域包括支援センター)

介護サービス事業者

介護サービスマップ

21

◉ちびき薬剤センター
℡0175-64-0876
◉ちびき病院
℡0175-64-5100

◉訪問介護事業所ながいも
℡0175-72-9066

◉久保田歯科医院
℡0175-63-2418

◉デイサービスえびさわ
℡0175-72-8850

◉居宅介護支援事業所ちびき
　ちびきデイサービスセンター
℡0175-64-7777
◉グループホームちびき
℡0175-65-2885

◉小規模多機能型居宅介護事業所
　ケアプラザひばの里
℡0175-6５-5303
◉グループホームひばの里
℡0175-6５-5305

◉松風荘在宅介護支援センター
　デイサービスセンター松風荘
℡0175-63-4318
◉特別養護老人ホーム松風荘
　松風荘短期入所生活介護事業所
℡0175-63-2031

◉東北町社会福祉協議会
℡0175-63-2717
◉老人福祉センター
　保健福祉センター
　介護デイハウス「やすらぎ」
℡0175-63-2001

◉居宅支援介護事業所まごころ
　吉田内科医院
℡0175-63-3777
◉小規模多機能型居宅介護事業所
　なごみの家すもも
℡0175-63-4461
◉ヘルパーステーションなごみ
℡0175-63-4567

◉グループホームぽぷら
℡0175-65-3117
◉デイサービスセンターぽぷら
℡0175-62-3005
◉ぽぷらヘルパーセンター
℡0175-65-3033

千曳小学校

東北町
中央公民館 乙供駅

甲地小学校

東北町役場東北分庁舎

千曳郵便局

ちびき駅

東北東中学校

東北町介護サービスマップ
（東北地区）

東北中学校

蛯沢小学校
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介護サービス事業者 東北町介護サービス事業者情報

彩香園アルテリーベ居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

大浦字境ﾉ沢１２７① 時間　８:３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-56-2111
FAX　0176-56-2158

在宅介護支援センターかみきた 上北北２-３３-５５② 時間　８：００～１７：００
休日　日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0176-58-1100
FAX　0176-58-1120

居宅介護支援センターみらい 大浦字唐虫沢４４-１７９⑨ 時間　８：００～１７：００
休日　土・日曜日、１２/３１～１/３

電話　0176-56-3722
FAX　0176-56-3715

東北町社会福祉協議会 上笹橋４５-１０ 老人福祉センター⑪ 時間　８：１５～１７：００
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-2717
FAX　0175-65-5850

松風荘在宅介護支援センター 乙供１２３⑫ 時間　7：45～１６：４５
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-4318
FAX　0175-63-4331

居宅支援介護事業所まごころ 上笹橋２３-８⑯ 時間　８：３０～１７：３０
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-3777
FAX　0175-65-5688

居宅介護支援センターちびき 大平１-１１４⑰ 時間　８：００～１７：００
休日　日曜日、８/１３～１４、１２/３１～１/２

電話　0175-64-7777
FAX　0175-64-7785

小規模多機能型居宅介護事業者

ひまわりの里上北 大浦字菅林１１６-１⑥ 部屋数　９部屋
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0176-58-1022
FAX　0176-58-1022

森の郷 大浦字井尻298-22⑧ 部屋数　９部屋
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0176-27-1109
FAX　0176-27-0441

なごみの家すもも 上笹橋２３-３１⑯ 部屋数　９部屋
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0175-63-4461
FAX　0175-65-5688

ケアプラザひばの里 膳前５６-１⑲ 部屋数　７部屋（うち２人部屋２室）
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0175-65-5303
FAX　0175-63-4801

訪問看護事業者

彩香園アルテリーベ訪問看護ステーション 大浦字境ﾉ沢１２７① 時間　７:３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-58-1611
FAX　0176-56-2158

すみれ内科クリニック 上北北１-３４-１０３③ 時間　９：００～１８：００(土曜９：００～１３：００)
休日　日曜日、祝日

電話　0176-56-2221
FAX　0176-56-5699

旭日クリニック 上野字南谷地２５８-１④ 時間　８：３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-58-2050
FAX　0176-58-2051

ちびき病院 石坂３２-４⑭ 時間　８：３０～１７：００(土曜８：３０～１２：００)
休日　日曜日、祝日

電話　0175-64-5100
FAX　0175-64-2172

吉田内科医院 上笹橋２３-８⑯ 時間　９：００～１２：００、１４：３０～１８：００（土曜９：００～１３：００）
休日　日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-3777
FAX　0175-65-5688

訪問入浴事業者

東北町社会福祉協議会 上笹橋４５-１０ 老人福祉センター 時間　８：１５～１７：００
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-2717
FAX　0175-65-5850⑪

通所介護事業者

①

②

②

③

⑨

⑫

⑬

⑰

⑳

デイサービスセンターサンポエム

デイサービスセンターヴィラ中央

デイサービスセンターリバティ中央（認知症対応型）

リハビリデイサービスすみれ

デイサービスみらい

デイサービスセンター松風荘

デイサービスセンターぽぷら

ちびきデイサービスセンター

デイサービスセンターえびさわ

大浦字境ﾉ沢１２７

上北北２-３３-５５

上北北２-３３-３１５

上北北1-34-103

大浦字唐虫沢４４-１７９

乙供１２３

往来ﾉ下３３-３

大平１-１１４

外蛯沢前平66-1

時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日

８:００～１７：００
年中無休
８：００～１７：００
１２/３１～１/１
８：００～１７：００
１２/３１～１/１
８：3０～１７：００
日曜日
7：5０～１6：5０
日曜日、１２/３１～１/３
7：45～１６：４５
日曜日、１２/30～１/３
８：００～１７：００
８/１３、１２/３１～１/２
８：３０～１６：３０
日曜日、８/１３～１４、１２/３１～１/２
８：0０～１7：0０
土・日曜日

電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2111
0176-56-2158
0176-58-1110
0176-58-1120
0176-58-1112
0176-58-1114
0176-58-2290
0176-58-2290
0176-56-3711
0176-56-3715
0175-63-4318
0175-63-4331
0175-62-3005
0175-62-3009
0175-64-7777
0175-64-7785
0175-72-8850
0175-72-1215

認知症対応型共同生活介護事業者

グループホーム青い空

グループホーム和の家なごみ

グループホームすみれ湖

グループホームひまわり苑上北

グループホームやまゆり

グループホームぽぷら

グループホームちびき

グループホームひばの里

大浦字境ﾉ沢１２７

上北北２-３３-３１５

上北北１-３４-３９０

大浦字菅林１１６-１

大浦字唐虫沢４４-１００

往来ﾉ下３３-３

大平１-１１５

膳前５６-１

部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員

（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
１人部屋９部屋
９人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
１人部屋９部屋
９人

電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX

0176-56-3531
0176-56-2158
0176-58-1113
0176-58-1114
0176-58-1127
0176-58-1128
0176-56-3778
0176-58-1022
0176-58-0232
0176-58-0231
0175-65-3117
0175-65-3116
0175-65-2885
0175-63-2886
0175-65-5305
0175-63-4801

①

②

③

⑥

⑨

⑬

⑰

⑲

短期入所者生活介護事業者

特別養護老人ホーム彩香園アルテリーベ

松風荘短期入所生活介護事業所

大浦字境ﾉ沢１２７

乙供１２３

部屋数
定　員
部屋数
定　員

２人部屋４部屋、１人部屋６部屋
１４人
２人部屋６部屋
１２人

電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2111
0176-56-2158
0175-63-2031
0175-63-3493

①

⑫

老人福祉施設事業者

特別養護老人ホーム彩香園アルテリーベ

特別養護老人ホーム松風荘

大浦字境ﾉ沢１２７

乙供１２３

部屋数
定　員
部屋数
定　員

４人部屋１０部屋、１人部屋１０部屋
５２人
４人部屋２２部屋、２人部屋１１部屋
１１０人

電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2111
0176-56-2158
0175-63-2031
0175-63-3493

①

⑫

地域密着型老人福祉施設事業者

特別養護老人ホーム森の郷 大浦字井尻298-22 部屋数
定　員

29部屋
29人

電話
FAX

0176-27-1021
0176-27-0441⑧

居宅療養管理指導事業者

すみれ内科クリニック

旭日クリニック

かみきた薬局

かみきたデンタルクリニック

ちびき病院

久保田歯科医院

吉田内科医院

ちびき薬剤センター

上北北１-３４-１０３

上野字南谷地２５８-１

上北北１-３４-４５

旭北１-３１-９０

石坂３２-４

上笹橋１６-８

上笹橋２３-８

板橋山１-３０

時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日

９：００～１８：００(土曜９：００～１３：００)
日曜日、祝日
８：３０～１７：３０
年中無休
８：３０～１８：３０(水曜８：３０～１5：００、土曜８：３０～１３：００)
日曜日、祝日、お盆、年末年始
９：００～１８：００（月～水曜１９：００まで、第２日曜１４：００まで）
第１・３日曜日、祝日、８/１３～１５、１２/３０～１/３
８：３０～１７：００(土曜８：３０～１２：００)
日曜日、祝日
９：００～１１：３０、１４：３０～１７：３０（土曜午前のみ)
日曜日、祝日、１２/２９～１/３
９：００～１２：００、１４：３０～１８：００（土曜９：００～１３：００）
日曜日、祝日、１２/２９～１/３
８：３０～１７：0０(土曜８：３０～１３：００)
日曜日、祝日、１２/３０～１/３

電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2221
0176-56-5699
0176-58-2050
0176-58-2051
0176-58-2033
0176-58-2034
0176-56-4681
0176-58-1041
0175-64-5100
0175-64-2172
0175-64-2418
　　　 －
0175-63-3777
0175-65-5688
0175-64-0876
0175-64-1083

③

④

⑦

⑩

⑭

⑮

⑯

訪問介護事業者

彩香園アルテリーベヘルパーステーション 大浦字境ﾉ沢１２７① 時間　２４時間営業
休日　年中無休

電話　0176-58-1611
FAX　0176-56-2158

ヘルパーステーションかみきた 上北北２-３３-５５② 時間　６：３０～２０：００
休日　年中無休

電話　0176-58-1110
FAX　0176-58-1120

すみれ介護相談センター 上北北１-３４-１０３③ 時間　２４時間営業
休日　年中無休

電話　0176-56-2221
FAX　0176-56-5699

サンライズ・ケアサービス 旭南３-２９６-２⑤ 時間　８：３０～１７：３０
休日　日曜日

電話　0176-58-1551
FAX　0176-58-1060

東北町社会福祉協議会 上笹橋４５-１０ 老人福祉センター⑪ 時間　８：１５～１７：００
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-2717
FAX　0175-65-5850

ぽぷらヘルパーセンター 往来ﾉ下３３-３⑬ 時間　６：００～２１：００
休日　年中無休

電話　0175-65-3033
FAX　0175-65-3116

ヘルパーステーションなごみ 上笹橋２３-５１⑯ 時間　受付９：００～１８：００、サービス２４時間体制
休日　年中無休

電話　0175-63-4567
FAX　0175-65-5688

訪問介護事業所ながいも 字膳前12-69 時間　６：００～２0：００
休日　日曜日

電話　0175-72-9066
FAX　0175-72-9067

上北療護園ヘルパーセンター 大浦字境ﾉ沢４-１９ 時間　８：４０～１７：００、土曜８：4０～１２：００
休日　日曜日、祝日

電話　0176-56-3123
FAX　0176-56-3126

訪問介護事業所ふれあい 上北北1-24-38 時間　８：３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-27-1651
FAX　0176-58-5032

⑱

㉒

㉓



介護サービス事業者 東北町介護サービス事業者情報

彩香園アルテリーベ居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

大浦字境ﾉ沢１２７① 時間　８:３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-56-2111
FAX　0176-56-2158

在宅介護支援センターかみきた 上北北２-３３-５５② 時間　８：００～１７：００
休日　日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0176-58-1100
FAX　0176-58-1120

居宅介護支援センターみらい 大浦字唐虫沢４４-１７９⑨ 時間　８：００～１７：００
休日　土・日曜日、１２/３１～１/３

電話　0176-56-3722
FAX　0176-56-3715

東北町社会福祉協議会 上笹橋４５-１０ 老人福祉センター⑪ 時間　８：１５～１７：００
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-2717
FAX　0175-65-5850

松風荘在宅介護支援センター 乙供１２３⑫ 時間　7：45～１６：４５
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-4318
FAX　0175-63-4331

居宅支援介護事業所まごころ 上笹橋２３-８⑯ 時間　８：３０～１７：３０
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-3777
FAX　0175-65-5688

居宅介護支援センターちびき 大平１-１１４⑰ 時間　８：００～１７：００
休日　日曜日、８/１３～１４、１２/３１～１/２

電話　0175-64-7777
FAX　0175-64-7785

小規模多機能型居宅介護事業者

ひまわりの里上北 大浦字菅林１１６-１⑥ 部屋数　９部屋
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0176-58-1022
FAX　0176-58-1022

森の郷 大浦字井尻298-22⑧ 部屋数　９部屋
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0176-27-1109
FAX　0176-27-0441

なごみの家すもも 上笹橋２３-３１⑯ 部屋数　９部屋
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0175-63-4461
FAX　0175-65-5688

ケアプラザひばの里 膳前５６-１⑲ 部屋数　７部屋（うち２人部屋２室）
定　員　２５人（うち通い１５人宿泊９人）

電話　0175-65-5303
FAX　0175-63-4801

訪問看護事業者

彩香園アルテリーベ訪問看護ステーション 大浦字境ﾉ沢１２７① 時間　７:３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-58-1611
FAX　0176-56-2158

すみれ内科クリニック 上北北１-３４-１０３③ 時間　９：００～１８：００(土曜９：００～１３：００)
休日　日曜日、祝日

電話　0176-56-2221
FAX　0176-56-5699

旭日クリニック 上野字南谷地２５８-１④ 時間　８：３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-58-2050
FAX　0176-58-2051

ちびき病院 石坂３２-４⑭ 時間　８：３０～１７：００(土曜８：３０～１２：００)
休日　日曜日、祝日

電話　0175-64-5100
FAX　0175-64-2172

吉田内科医院 上笹橋２３-８⑯ 時間　９：００～１２：００、１４：３０～１８：００（土曜９：００～１３：００）
休日　日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-3777
FAX　0175-65-5688

訪問入浴事業者

東北町社会福祉協議会 上笹橋４５-１０ 老人福祉センター 時間　８：１５～１７：００
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-2717
FAX　0175-65-5850⑪

通所介護事業者

①

②

②

③

⑨

⑫

⑬

⑰

⑳

デイサービスセンターサンポエム

デイサービスセンターヴィラ中央

デイサービスセンターリバティ中央（認知症対応型）

リハビリデイサービスすみれ

デイサービスみらい

デイサービスセンター松風荘

デイサービスセンターぽぷら

ちびきデイサービスセンター

デイサービスセンターえびさわ

大浦字境ﾉ沢１２７

上北北２-３３-５５

上北北２-３３-３１５

上北北1-34-103

大浦字唐虫沢４４-１７９

乙供１２３

往来ﾉ下３３-３

大平１-１１４

外蛯沢前平66-1

時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日

８:００～１７：００
年中無休
８：００～１７：００
１２/３１～１/１
８：００～１７：００
１２/３１～１/１
８：3０～１７：００
日曜日
7：5０～１6：5０
日曜日、１２/３１～１/３
7：45～１６：４５
日曜日、１２/30～１/３
８：００～１７：００
８/１３、１２/３１～１/２
８：３０～１６：３０
日曜日、８/１３～１４、１２/３１～１/２
８：0０～１7：0０
土・日曜日

電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2111
0176-56-2158
0176-58-1110
0176-58-1120
0176-58-1112
0176-58-1114
0176-58-2290
0176-58-2290
0176-56-3711
0176-56-3715
0175-63-4318
0175-63-4331
0175-62-3005
0175-62-3009
0175-64-7777
0175-64-7785
0175-72-8850
0175-72-1215

認知症対応型共同生活介護事業者

グループホーム青い空

グループホーム和の家なごみ

グループホームすみれ湖

グループホームひまわり苑上北

グループホームやまゆり

グループホームぽぷら

グループホームちびき

グループホームひばの里

大浦字境ﾉ沢１２７

上北北２-３３-３１５

上北北１-３４-３９０

大浦字菅林１１６-１

大浦字唐虫沢４４-１００

往来ﾉ下３３-３

大平１-１１５

膳前５６-１

部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員
部屋数
定　員

（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
１人部屋９部屋
９人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
（１人部屋９部屋）×２ユニット
１８人
１人部屋９部屋
９人

電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX

0176-56-3531
0176-56-2158
0176-58-1113
0176-58-1114
0176-58-1127
0176-58-1128
0176-56-3778
0176-58-1022
0176-58-0232
0176-58-0231
0175-65-3117
0175-65-3116
0175-65-2885
0175-63-2886
0175-65-5305
0175-63-4801

①

②

③

⑥

⑨

⑬

⑰

⑲

短期入所者生活介護事業者

特別養護老人ホーム彩香園アルテリーベ

松風荘短期入所生活介護事業所

大浦字境ﾉ沢１２７

乙供１２３

部屋数
定　員
部屋数
定　員

２人部屋４部屋、１人部屋６部屋
１４人
２人部屋６部屋
１２人

電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2111
0176-56-2158
0175-63-2031
0175-63-3493

①

⑫

老人福祉施設事業者

特別養護老人ホーム彩香園アルテリーベ

特別養護老人ホーム松風荘

大浦字境ﾉ沢１２７

乙供１２３

部屋数
定　員
部屋数
定　員

４人部屋１０部屋、１人部屋１０部屋
５２人
４人部屋２２部屋、２人部屋１１部屋
１１０人

電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2111
0176-56-2158
0175-63-2031
0175-63-3493

①

⑫

地域密着型老人福祉施設事業者

特別養護老人ホーム森の郷 大浦字井尻298-22 部屋数
定　員

29部屋
29人

電話
FAX

0176-27-1021
0176-27-0441⑧

居宅療養管理指導事業者

すみれ内科クリニック

旭日クリニック

かみきた薬局

かみきたデンタルクリニック

ちびき病院

久保田歯科医院

吉田内科医院

ちびき薬剤センター

上北北１-３４-１０３

上野字南谷地２５８-１

上北北１-３４-４５

旭北１-３１-９０

石坂３２-４

上笹橋１６-８

上笹橋２３-８

板橋山１-３０

時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日
時間
休日

９：００～１８：００(土曜９：００～１３：００)
日曜日、祝日
８：３０～１７：３０
年中無休
８：３０～１８：３０(水曜８：３０～１5：００、土曜８：３０～１３：００)
日曜日、祝日、お盆、年末年始
９：００～１８：００（月～水曜１９：００まで、第２日曜１４：００まで）
第１・３日曜日、祝日、８/１３～１５、１２/３０～１/３
８：３０～１７：００(土曜８：３０～１２：００)
日曜日、祝日
９：００～１１：３０、１４：３０～１７：３０（土曜午前のみ)
日曜日、祝日、１２/２９～１/３
９：００～１２：００、１４：３０～１８：００（土曜９：００～１３：００）
日曜日、祝日、１２/２９～１/３
８：３０～１７：0０(土曜８：３０～１３：００)
日曜日、祝日、１２/３０～１/３

電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX
電話
FAX

0176-56-2221
0176-56-5699
0176-58-2050
0176-58-2051
0176-58-2033
0176-58-2034
0176-56-4681
0176-58-1041
0175-64-5100
0175-64-2172
0175-64-2418
　　　 －
0175-63-3777
0175-65-5688
0175-64-0876
0175-64-1083

③

④

⑦

⑩

⑭

⑮

⑯

訪問介護事業者

彩香園アルテリーベヘルパーステーション 大浦字境ﾉ沢１２７① 時間　２４時間営業
休日　年中無休

電話　0176-58-1611
FAX　0176-56-2158

ヘルパーステーションかみきた 上北北２-３３-５５② 時間　６：３０～２０：００
休日　年中無休

電話　0176-58-1110
FAX　0176-58-1120

すみれ介護相談センター 上北北１-３４-１０３③ 時間　２４時間営業
休日　年中無休

電話　0176-56-2221
FAX　0176-56-5699

サンライズ・ケアサービス 旭南３-２９６-２⑤ 時間　８：３０～１７：３０
休日　日曜日

電話　0176-58-1551
FAX　0176-58-1060

東北町社会福祉協議会 上笹橋４５-１０ 老人福祉センター⑪ 時間　８：１５～１７：００
休日　土・日曜日、祝日、１２/２９～１/３

電話　0175-63-2717
FAX　0175-65-5850

ぽぷらヘルパーセンター 往来ﾉ下３３-３⑬ 時間　６：００～２１：００
休日　年中無休

電話　0175-65-3033
FAX　0175-65-3116

ヘルパーステーションなごみ 上笹橋２３-５１⑯ 時間　受付９：００～１８：００、サービス２４時間体制
休日　年中無休

電話　0175-63-4567
FAX　0175-65-5688

訪問介護事業所ながいも 字膳前12-69 時間　６：００～２0：００
休日　日曜日

電話　0175-72-9066
FAX　0175-72-9067

上北療護園ヘルパーセンター 大浦字境ﾉ沢４-１９ 時間　８：４０～１７：００、土曜８：4０～１２：００
休日　日曜日、祝日

電話　0176-56-3123
FAX　0176-56-3126

訪問介護事業所ふれあい 上北北1-24-38 時間　８：３０～１７：３０
休日　年中無休

電話　0176-27-1651
FAX　0176-58-5032

⑱

㉒

㉓




