介護サービス提供事業者一覧

居宅サービス No1

※この一覧以外の事業所の利用も可能です。

通所介護（デイサービス）
事業所名

所在地

連絡先

神崎町社会福祉協議会デイルームくすのき

神崎町神崎本宿96

トレーニングスタジオ『West』（ウエスト）

神崎町並木658 わくわく西の城内

0478－79－0026

リハビリセンター神崎（リハビリ特化型デイサービス）

神崎本宿2070－2－1

0478－72－1230

デイサービスセンターじょうもんの郷

神崎町神崎神宿66ー10

0478－70－1230

デイサービス希望

神崎町四季の丘26ー4

0478－79－9714

デイサービスセンターじゅらく

香取市佐原ホ323－2

0478－52－0231

デイケアハウスふだらく

香取市佐原イ1681－3

0478－52－3330

デイサービスセンターすこやかさん

香取市与倉869－1

0478－58－0505

デイサービスセンターなないろ

香取市佐原ロ2097－471

0478－50－0277

香取市ひまわり苑デイサービスセンター

香取市津宮4102

0478－57－2960

なのはなクリニック ミモザ苑

成田市吉岡1342－56

0476－73－8883

老人デイサービス事業 名木の里

成田市名木192

0476－96－4165

神崎ふれあいプラザ保健福祉館

0478－72－1606

ゆかり成田下総デイガーデン萩壱番館 成田市名古屋1301－26

0476－96－4400

こすもす苑デイサービスセンター

成田市猿山1600

0476－80－7300

通所介護事業所 こころの家

茨城県稲敷市清久島1032

0299－94－2600

訪問介護（ホームヘルプサービス）
事業所名

所在地

連絡先

神崎町社会福祉協議会（訪問介護）神崎町並木658 わくわく西の城内

0478－72－4032

こすもす佐原訪問介護

香取市北3－3－22

0478－54－0606

ニチイケアセンター北佐原

香取市篠原ロ字天洲1821－2

0478－50－3101

アースサポート香取

香取市北2ー８ー1

0478－52－6700

介護サービス美都（特定非営利活動法人オアシスの樹） 香取市佐原イ3448ー2

0478－79－0505

訪問介護サービス太陽

成田市吉岡1217－295 飯塚アパート Bー10

0476－85－7297

ケアスタッフ成田

成田市公津の杜3－3－1 三恵ビル2F

0476－27－2943

訪問介護事業所 こころの家

茨城県稲敷市清久島1032

0299－94－2600

①福祉用具貸与 ・ 特定福祉用具販売
事業所名

所在地

連絡先

介護ショップあん心 （有限会社あん心商事） 香取市谷中934－1

0478－52－2222

ドリームライフ

0478－55－0294

香取市北3－8－3

（株）フランスベッド メディカル北千葉営業所 成田市囲護台2－2－9 江口ビル1F

0476－23－8383

ダスキンヘルスレント千葉香取ステーション 香取郡東庄町石出46－2

0478－79－6531

ライフケアタカサ成田支店

0476－28－6606

成田市公津の杜1ー25ー15

※詳しくは、厚生労働省HP介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/）を、ご覧ください。

居宅サービス No２
②福祉用具貸与 ・ 特定福祉用具販売
事業所名

所在地

連絡先

（株）スペースケア佐倉営業所

佐倉市稲荷台1－2ー7

043－460－3373

（株）星医療酸器 千葉支店

千葉市稲毛区山王町305－10

043－423－6111

（株）ヤマシタ 千葉ショールーム

千葉市緑区おゆみ野中央9ー6

043－293－8211

訪問入浴介護
事業所名

所在地

連絡先

アースサポート香取

香取市北2ー８ー1

0478－52－6700

ニチイケアセンター北佐原

香取市篠原ロ字天洲1821－2

0478－50－3101

ケアスタッフ成田

成田市公津の杜3－３－1 三恵ビル2F

0476－27－2943

通所リハビリテーション（デイケア）
事業所名

所在地

連絡先

介護老人保健施設 夢プラスワン

香取市大倉字入り1196－1

0478－57－1511

イムス佐原リハビリテーション病院

香取市佐原ロ2121－1

0478－55－2077

介護老人保健施設 透光苑

成田市桜田1137

0476－73－8611

通所リハビリテーションいなしきの郷

茨城県稲敷市佐原組新田1378－1

0299－79－3811

訪問看護
事業所名

所在地

連絡先

ニチイケアセンター北佐原訪問看護ステーション 香取市篠塚ロ字天洲1821－2

0478－50－3101

訪問看護ステーションさわら（県立佐原病院内） 香取市佐原イ2214ー1

0478－54－0478

訪問看護ステーションIris（イリス）

0478－79－9705

香取市北1ー13ー14

リハビリ訪問看護ステーションNEXTかとり 香取市野田1953－31

0478－83－3500

ふじの花リハビリ訪問看護ステーション

成田市並木町25ー317 クオーレB

0476－36－8096

訪問看護ステーションいなしきの郷

茨城県稲敷市佐原組新田1378－1

0299－79－3811

訪問リハビリテーション
事業所名

所在地

連絡先

イムス佐原リハビリテーション病院

香取市佐原ロ2121－1

0478－55－1113

介護老人保健施設 透光苑

成田市桜田1137

0478－73－8611

いなしきの郷訪問リハビリテーション

茨城県稲敷市佐原組新田1378－1

0299－79－3811

①短期入所生活介護（ショートステイ）
事業所名

所在地

連絡先

ショートステイ じょうもんの郷

神崎町神崎神宿66－10

0478－70－1230

ショートステイサービス 東総あやめ苑

香取市佐原イ1257ー1

0478－52－1151

ショートステイ 杜の家くりもと

香取市岩部869ー60

0478－70－5665

※詳しくは、厚生労働省HP介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/）を、ご覧ください。

居宅サービス No３
②短期入所生活介護（ショートステイ）
事業所名
香取市養護老人ホーム ひまわり苑

所在地
香取市津宮4102

連絡先
0478－57－2960

特別養護老人ホーム かとりの郷福楽園 香取市内野448－1

0478－79－7272

ショートステイ 水都苑

香取市小見川676－2

0478－82－3388

老人短期入所事業 名木の里

成田市名木192

0476－96－4165

特別養護老人ホーム まきのさと

成田市吉岡1342－6

0476－29－5335

特別養護老人ホーム 有楽苑

成田市横山204ー40

0476－49－0322

ショートステイサービス 玲光苑

成田市押畑896－4

0476－24－2164

ショートステイ 成田苑

成田市大室1783－22

0476－36－6311

短期入所生活介護事業所 水郷荘

茨城県稲敷市幸田1252

0299－79－2319

短期入所生活介護事業所 さくらがわ 茨城県稲敷市飯出1257－1

029－840－6181

特別養護老人ホーム 宝永館

0297－87－5188

茨城県稲敷市寺内字大久保600ー１

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
事業所名

所在地

連絡先

介護老人保健施設 夢プラスワン

香取市大倉字入り1196－1

0478－57－1511

介護老人保健施設 おみがわ

香取市小見川4662ー2

0478－80－1315

介護老人保健施設 エスポワール成田 成田市宝田360－1

0476－29－4601

介護老人保健施設 透光苑

成田市桜田1137

0476－73－8611

介護老人保健施設 百寿園

成田市押畑896

0476－22－1500

介護老人保健施設 ｾﾝﾄｱﾝﾅﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ 成田市本三里塚226－1

0476－35－6811

介護老人保健施設 いなしきの郷

茨城県稲敷市佐原組新田1378－1

0299－79－3811

介護老人保健施設 プエブロ稲敷

茨城県稲敷市狸穴11

0297－87－7511

町内の医療機関・歯科医院・薬局
事業所名

所在地

連絡先

神崎クリニック

神崎町神崎本宿671

0478－72－3117

四季の丘クリニック

神崎町四季の丘８ー11

0478－72－1118

山田歯科医院

神崎町神崎本宿1953

0478－72－2037

神崎歯科医院

神崎町神崎本宿668ー1

ケイズファーム神崎薬局

神崎町神崎本宿672ー4

ヤックスドラッグ神崎店

神崎町神崎本宿666

0478－72－3101
0478－70－1025
0478－70－1708
0478－72－1012
0478－72－1014

※その他、周辺市町村の医療機関情報等につきましては、神崎町健康相談ダイヤル24📞0120ー53ー1171
へお問合せください。

※詳しくは、厚生労働省HP介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/）を、ご覧ください。

