
指定介護予防支援業務等の委託先選定について

No 事業所番号 事業所名 住  所 開設者名

1 2272301967 居宅介護支援事業所くりっぷ 富士市水戸島２７８－７ 株式会社ソレイユ

2 2274206370 まどか居宅支援事業所 静岡市駿河区中田４丁目９番２３号 株式会社円

3 2275100770 とまと居宅介護支援事業所 焼津市飯淵８２２－３ 株式会社トマト

4 2275101240 居宅介護支援事業所　一休 焼津市根金新田１１２０－１
株式会社

ウィルプランニング

5 2275300300 ケアマネジメントこだま 藤枝市上当間７７８－１１ 伊東きみよ

6 2275300362 ケアマネージメントセンターフォレスタ藤枝 藤枝市小石川２丁目８－１３ 医療法人社団凜和会

7 2275300561 まごころ介護サービス藤枝南 藤枝市大洲４丁目１２－１３
株式会社

まごころ介護サービス

8 2275300628 いちご居宅支援センター 藤枝市小石川２丁目１１－７ 有限会社ジュコウ

9 2275300685 アースケアステーション藤枝 藤枝市岡出山１－９－５ 杉山薫

10 2275301253 居宅介護支援事業所さくらんぼ 藤枝市本町２－１－３５
株式会社

コバヤシ・ファシリティーズ

11 2275301261 カーサフォレスタ藤枝高洲 藤枝市高洲１－１３－３ 溝口勝美

12 2275400527 私の青空
指定居宅介護支援事業所 島田市東町１９６７－９ 代表取締役朝比奈律子

13 2275400576 ニチイケアセンター島田 島田市本通６－２－７ 株式会社ニチイ学館

14 2275400600 ニチイケアセンター金谷 島田市金谷清水１７５２－２９ 株式会社ニチイ学館

15 2275400618 一期一会ケアプランセンター島田 島田市御仮屋町８７９７－１
一期一会トータルケア

株式会社

16 2275400717 ケアプランしまだ南 島田市南１丁目４－３０ 吉田明美

17 2275400808 シンシアケアプランセンター島田 島田市中河町３５８－１
株式会社

グローバル総合研究所

18 2275500276 ニチイケアセンター相良 牧之原市大沢４－１ 株式会社ニチイ学館

19 2276600059 社会福祉法人　丹穂会　福寿荘居宅介護支援事業所 磐田市宇兵衛新田１８７ 社会福祉法人　丹穂会　福寿荘

20 2276800170 ニチイケアセンター菊川本所 菊川市本所１７２５－２ 株式会社ニチイ学館

21 2215110376 コミュニティーケアホスピタル甲賀病院指定居宅介護支援事業所 焼津市大覚寺６５５ 医療法人社団駿甲会

22 2255480010 アポロン居宅介護支援事業所 島田市中溝町１７１４－１ 医療法人社団健祉会

23 2255580017 居宅介護支援事業所エコトープ 島田市島５３４－１ 医療法人社団共生会

24 2265490017 居宅介護支援センターはなみずき 島田市野田１２００－５ 島田市

25 2274100482 ナーシングホームあしたば居宅介護支援センター 静岡市駿河区中島１６８４－１５ 株式会社福与

26 2275300545 ベストサポート 藤枝市瀬戸新屋４８７－２ 医療法人社団平成会

27 2275400022 みどりの園居宅介護支援事業所 島田市中河３７５－１ 社会福祉法人初倉厚生会

28 2275400030 総合福祉ツクイ島田 島田市祇園町８６９６－３ 株式会社ツクイ

29 2275400055 島田市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所しまだ 島田市大津通２－１
社会福祉法人

島田市社会福祉協議会

30 2275400113 夢コープ中部事業所 島田市宮川町２４８２－１ 特定非営利活動法人ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ

31 2275400154 まごころ介護サービス島田 島田市中溝町５８０
株式会社

まごころ介護サービス

32 2275400162 さくら指定介護支援センター 島田市東町１３３１ 医療法人社団聖雄会

33 2275400171 ｱｻﾋｻﾝｸﾘｰﾝ在宅介護センター島田 島田市落合１５－７ ｱｻﾋｻﾝｸﾘｰﾝ株式会社

34 2275400196 あすか 島田市中河町３２６－１ 社会福祉法人島田福祉の杜

35 2275400428 アースケアステーション島田 島田市向谷２－６－９ 株式会社アース

36 2275400477 あかり居宅介護支援事業所 島田市宮川町２４８１－１０ 特定非営利活動法人あかり

資料３



指定介護予防支援業務等の委託先選定について

No 事業所番号 事業所名 住  所 開設者名

資料３

37 2275400493 指定居宅介護支援事業所アイアシスト 島田市阿知ヶ谷２６８番地の３ 坂下美佐子

38 2275400592 居宅介護支援事業所うらら 島田市牛尾４７１－２ 有限会社ジュコウ

39 2275400642 居宅介護支援事業所水のさんち 島田市大柳南９５ 水野陽子

40 2275500151 本田山荘居宅介護支援事業所 島田市牛尾１１０２－１ 社会福祉法人五和会

41 2275500623 とこは 島田市川根町家山４１６８－１ 社会福祉法人常葉福祉会

42 2275500797 ケアプランくぼた 島田市川根町家山３６７－３ 株式会社くぼた

43 2276100381 総合福祉ツクイ菊川 菊川市加茂１８４－１ 株式会社ツクイ

44 2276200082 宮脇ケアサポートセンター 掛川市宮脇５０６－１ 社会福祉法人天竜厚生会

45 2278100058 浜松十字の園支援センター
指定居宅介護支援事業所 浜松市北区細江町中川７２２０－１１ 平井　章

46 2373800453 ウエダ介護保険事務所 愛知県小牧市城山1丁目３ﾋﾟｴｽﾀ２階 有限会社ウエダ事業所

47 2275301485 居宅介護支援事業所　ゴールドエイジ藤枝 藤枝市高洲１丁目１３－３ 林　義明

48 2275400626 ねむの家ケアプランセンター 島田市元島田２８８－１ 富岡　昌子

49 2276100043 菊川市社会福祉協議会きくがわ居宅介護支援事業所 菊川市半済１８６５ 鶴田　浩

50 2275301048 アースサポート藤枝 藤枝市田沼２丁目９－５ アースサポート株式会社

51 2275301030 和気・アイアイ 藤枝市瀬戸新屋３２８－２ 松村　奈緒子

52 2275301543 アースケアプラン藤枝 藤枝市青木２丁目３１－２ 杉山薫

53 2275400923 ケアプランセンターグラシア島田 島田市中河８３７－３ 鈴木　義裕

54 2275400931 One's　Life 藤枝 島田市阪本1447番地の5　八木ビル1階東側
One's Plus　Style

合同会社

55 2275400915 一休島田居宅介護支援事業所 島田市船木2677-3 グリーンプラザ八木306
株式会社

ウイルプランニング

56 2275301576 ケアプランセンター豆ランプ 藤枝市高岡２丁目３－１ 桜井　愛

57 2275301592 パナソニック　エイジフリーケアセンター静岡藤枝・ケアマネジメント 藤枝市田沼５丁目４－７ 和久　定信

58 2275400402 島田市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所　かわね 島田市川根町身成3100
社会福祉法人

島田市社会福祉協議会

59 2274205430 居宅介護支援事業所　羽鳥の森 静岡県葵区羽鳥７丁目６－３８ 吉川　瑞馬

60 2275100317 たんぽぽ居宅介護支援事業所 焼津市与惣次４８ 有限会社吉田工房

61 2276100381 ツクイ菊川 菊川市加茂１８４－１ 株式会社　ツクイ

62 2254180041 こみに居宅介護支援センター 静岡市葵区赤松８－１６ 医療法人社団　博慈会

63 2275301642 ゴールドエイジ藤枝 藤枝市本町二丁目1-35 田辺　貴子

64 2274206842 居宅介護支援事業所　フォレスト高松 静岡市駿河区敷地一丁目10-9
株式会社

　エムズキャスト

65 2275300453 ゆめ広場 藤枝市青葉町二丁目1-47 有限会社　錦翔

66 2215110400 岡本石井病院 焼津市小川新町五丁目２－３ 医療法人社団　正心会

67 1473801254 ケアステーションハピネス都築 神奈川県横浜市都築区牛久保町1808－3
社会福祉法人
ファミリー

68 2275400949 ケアプランおかの 島田市月坂二丁目3-9
ケアプランおかの合同

会社

69 2275400956 ケアポート・結び 島田市船木250-7 Ｄ－ＡⅠ株式会社

70 2275400972 居宅介護支援事業所ひぎり 島田市島829-2
社会福祉法人

陽翔会

71 2275301345 和の家指定居宅介護支援センター 藤枝市田沼3-17-6 合同会社　カカーズ

72 2275401046 ケア　アシスト　居宅介護支援事業所 島田市川根町笹間３２８
有限会社

掛川インフォ・ブリッ
ジ


