市町名
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

サービス種類名
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自）
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自）
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
訪問型サービス（独自）
通所型サービス（独自）
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
訪問型サービス（独自）

事業所名
デイサービスセンター真盛園
ショートステイ真盛園
特別養護老人ホーム真盛園
ショートステイ真盛園
デイサービスセンター真盛園
特別養護老人ホーム榛原の里
特別養護老人ホーム榛原の里
特別養護老人ホーム榛原の里
特別養護老人ホーム榛原の里
特別養護老人ホーム榛原の里
社会福祉法人華頂会 介護老人福祉施設 福寿荘
社会福祉法人華頂会 特別養護老人ホーム 福寿荘
福寿荘デイサービスセンター
福寿荘デイサービスセンター
長等の里通所介護事業所
長等の里短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム長等の里
長等の里介護予防短期入所生活介護事業所
長等の里通所介護事業所
デイサービスセンター 千寿の郷
ショートステイ 千寿の郷
特別養護老人ホーム 千寿の郷
ショートステイ 千寿の郷
デイサービスセンター 千寿の郷
ケアタウンからさき ヘルパーステーション
ケアタウンからさきデイサービスセンター
ケアタウンからさき短期入所生活介護事業所
ケアタウンからさき介護老人福祉施設
ケアタウンからさき短期入所生活介護事業所
ケアタウンからさきデイサービスセンター
ケアタウンからさきデイサービスセンター
ケアタウンからさき ヘルパーステーション
ケアタウンからさきデイサービスセンター
桐生園訪問介護センター
桐生園デイサービスセンター
桐生園ショートステイ
特別養護老人ホーム 桐生園
桐生園ショートステイ
桐生園訪問介護センター

事業所住所
滋賀県大津市坂本五丁目１３番１号
滋賀県大津市坂本五丁目１３番１号
滋賀県大津市坂本五丁目１３番１号
滋賀県大津市坂本五丁目１３番１号
滋賀県大津市坂本五丁目１３番１号
滋賀県大津市真野普門三丁目１１２０番地
滋賀県大津市真野普門三丁目１１２０番地
滋賀県大津市真野普門三丁目１１２０番地
滋賀県大津市真野普門三丁目１１２０番地
滋賀県大津市真野普門三丁目１１２０番地
滋賀県大津市大萱七丁目７番１号
滋賀県大津市大萱七丁目７番１号
滋賀県大津市大萱七丁目７番１号
滋賀県大津市大萱七丁目７番１号
滋賀県大津市神出開町２６０番地の９
滋賀県大津市神出開町２６０番地の９
滋賀県大津市神出開町２６０番地の９
滋賀県大津市神出開町２６０番地の９
滋賀県大津市神出開町２６０番地の９
滋賀県大津市石山千町２７６番地の１
滋賀県大津市石山千町２７６番地の１
滋賀県大津市石山千町２７６番地の１
滋賀県大津市石山千町２７６番地の１
滋賀県大津市石山千町２７６番地の１
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市見世一丁目１７番１号
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
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事業所電話番号
077-578-8801
077-578-0044
077-578-0044
077-578-0044
077-578-8801
077-573-9902
077-573-9901
077-573-9901
077-573-9901
077-573-9902
077-545-2160
077-545-2160
077-545-2160
077-545-2160
077-510-0017
077-510-0017
077-510-0017
077-510-0017
077-510-0017
077-531-1105
077-531-1105
077-531-1105
077-531-1105
077-531-1105
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-511-6222
077-549-1816
077-549-1129
077-549-1129
077-549-1129
077-549-1129
077-549-1816

事業所FAX番号
077-579-4085
077-579-3839
077-579-3839
077-579-3839
077-579-4085
077-573-9903
077-573-9903
077-573-9903
077-573-9903
077-573-9903
077-545-2133
077-545-2133
077-545-2133
077-545-2133
077-510-5123
077-510-5123
077-510-5123
077-510-5123
077-510-5123
077-531-1107
077-531-1107
077-531-1107
077-531-1107
077-531-1107
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-511-6223
077-549-8665
077-549-1833
077-549-1833
077-549-1833
077-549-1833
077-549-8665

申請者名
社会福祉法人真盛園
社会福祉法人真盛園
社会福祉法人真盛園
社会福祉法人真盛園
社会福祉法人真盛園
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人華頂会
社会福祉法人華頂会
社会福祉法人華頂会
社会福祉法人華頂会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人滋賀同仁会
社会福祉法人滋賀同仁会
社会福祉法人滋賀同仁会
社会福祉法人滋賀同仁会
社会福祉法人滋賀同仁会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人湖青福祉会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会

市町名
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

サービス種類名
通所型サービス（独自）
通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
訪問型サービス（独自）
通所型サービス（独自）
訪問介護
通所介護
訪問型サービス（独自）
通所型サービス（独自）
通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
地域密着型通所介護
通所型サービス（独自）
訪問介護
訪問型サービス（独自）

大津市

訪問介護

大津市

訪問型サービス（独自）

事業所名
桐生園デイサービスセンター
デイサービスセンター まつもと
デイサービスセンター まつもと
日吉台デイサービスセンターぬくとば
短期入所生活介護リバプール
特別養護老人ホームリバプール
近江舞子しょうぶ苑 ホームヘルプサービス
近江舞子しょうぶ苑 デイサービスセンター
近江舞子しょうぶ苑 短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 近江舞子しょうぶ苑
近江舞子しょうぶ苑 短期入所生活介護事業所
近江舞子しょうぶ苑 ホームヘルプサービス
近江舞子しょうぶ苑 デイサービスセンター
ホームヘルパーステーション松の浦湯治の郷
デイサービスセンター松の浦湯治の郷
ホームヘルパーステーション松の浦湯治の郷
デイサービスセンター松の浦湯治の郷
大津市立木戸デイサービスセンター
大津市立木戸デイサービスセンター
大津市立北老人福祉センター
大津市立北老人福祉センター
大津市立南老人福祉センター
大津市立南老人福祉センター
大津市立東老人福祉センター
大津市立東老人福祉センター
三大寺デイサービスセンター
三大寺デイサービスセンター
晴嵐デイサービスセンター
晴嵐デイサービスセンター
唐崎デイサービスセンター
唐崎デイサービスセンター
大津市社会福祉事業団 真野ヘルパーステーション
大津市社会福祉事業団 真野ヘルパーステーション
大津市社会福祉事業団 比叡すこやかヘルパーステーショ
ン
大津市社会福祉事業団 比叡すこやかヘルパーステーショ
ン

大津市

訪問介護

大津市社会福祉事業団 中すこやかヘルパーステーション

大津市

訪問型サービス（独自）

大津市社会福祉事業団 中すこやかヘルパーステーション

大津市

訪問介護

大津市

訪問型サービス（独自）

大津市

訪問介護

事業所住所
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
滋賀県大津市松本二丁目１２番２６号
滋賀県大津市松本二丁目１２番２６号
滋賀県大津市日吉台二丁目１１番２号
滋賀県大津市大石中一丁目５番１４号
滋賀県大津市大石中一丁目５番１４号
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市南小松９０番地
滋賀県大津市大物６６５番地の９
滋賀県大津市大物６６５番地の９
滋賀県大津市大物６６５番地の９
滋賀県大津市大物６６５番地の９
滋賀県大津市木戸７０９番地
滋賀県大津市木戸７０９番地
滋賀県大津市今堅田二丁目４番１号
滋賀県大津市今堅田二丁目４番１号
滋賀県大津市南郷一丁目１４番３０号
滋賀県大津市南郷一丁目１４番３０号
滋賀県大津市玉野浦６番３３号
滋賀県大津市玉野浦６番３３号
滋賀県大津市三大寺８番Ｄ３－１０１号
滋賀県大津市三大寺８番Ｄ３－１０１号
滋賀県大津市北大路一丁目９番２号
滋賀県大津市北大路一丁目９番２号
滋賀県大津市唐崎三丁目１７番３５号
滋賀県大津市唐崎三丁目１７番３５号
滋賀県大津市真野四丁目２４番３８号
滋賀県大津市真野四丁目２４番３８号

事業所電話番号
077-549-1129
077-522-8750
077-522-8750
077-577-3737
077-536-3111
077-536-3111
077-596-2233
077-596-2233
077-596-2233
077-596-2233
077-596-2233
077-596-2233
077-596-2233
077-592-2641
077-592-2614
077-592-2641
077-592-2641
077-592-8022
077-592-8022
077-573-7123
077-573-7123
077-537-7417
077-537-7417
077-545-5970
077-545-5970
077-545-3991
077-545-3991
077-537-3909
077-537-3909
077-578-6488
077-578-6488
077-573-7814
077-573-7814

事業所FAX番号
077-549-1833
077-522-8780
077-522-8780
077-577-3738
077-546-8090
077-546-8090
077-596-2231
077-596-2231
077-596-2231
077-596-2231
077-596-2231
077-596-2231
077-596-2231
077-592-2651
077-592-2639
077-592-2651
077-592-2651
077-592-8018
077-592-8018
077-573-7127
077-573-7127
077-537-5124
077-537-5124
077-545-5972
077-545-5972
077-545-4330
077-545-4330
077-537-4014
077-537-4014
077-578-6485
077-578-6485
077-573-7834
077-573-7834

申請者名
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人大石福祉会
社会福祉法人大石福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団
社会福祉法人大津市社会福祉事業団

滋賀県大津市坂本六丁目１番１１号

077-578-8330

077-578-8335

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

滋賀県大津市坂本六丁目１番１１号

077-578-8330

077-578-8335

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-527-1350

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-527-1350

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-522-1400

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-522-1400

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-534-0369

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

滋賀県大津市浜大津四丁目１番１号明日都浜大
077-527-1295
津５階
滋賀県大津市浜大津四丁目１番１号明日都浜大
077-527-1295
津５階

大津市社会福祉事業団 膳所すこやかヘルパーステーショ
滋賀県大津市膳所二丁目５番５号
077-522-1304
ン
大津市社会福祉事業団 膳所すこやかヘルパーステーショ
滋賀県大津市膳所二丁目５番５号
077-522-1304
ン
滋賀県大津市南郷一丁目１４番３０号南老人福祉
大津市社会福祉事業団 南すこやかヘルパーステーション
077-534-0319
センター内
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市町名

サービス種類名

大津市

訪問型サービス（独自）

大津市

訪問介護

大津市

訪問型サービス（独自）

大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自）

大津市

短期入所生活介護

大津市

介護老人福祉施設

大津市

介護予防短期入所生活介護

大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

大津市

短期入所生活介護

大津市

介護老人福祉施設

大津市

介護予防短期入所生活介護

大津市

介護老人福祉施設

大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

訪問介護
訪問型サービス（独自）
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護

大津市
大津市
大津市
大津市

事業所名

事業所住所
滋賀県大津市南郷一丁目１４番３０号南老人福祉
大津市社会福祉事業団 南すこやかヘルパーステーション
センター内
大津市社会福祉事業団 瀬田すこやかヘルパーステーショ 滋賀県大津市大江三丁目２番１号瀬田市民セン
ン
ター内
大津市社会福祉事業団 瀬田すこやかヘルパーステーショ 滋賀県大津市大江三丁目２番１号瀬田市民セン
ン
ター内
デイサービスセンター 湖の花
滋賀県大津市衣川二丁目２７番１号
特別養護老人ホーム 湖の花
滋賀県大津市衣川二丁目２７番１号
特別養護老人ホーム 湖の花
滋賀県大津市衣川二丁目２７番１号
カーサ月の輪デイサービスセンター
滋賀県大津市月輪一丁目１２番８号
カーサ月の輪ショートステイ
滋賀県大津市月輪一丁目１２番８号
特別養護老人ホーム カーサ月の輪
滋賀県大津市月輪一丁目１２番８号
カーサ月の輪ショートステイ
滋賀県大津市月輪一丁目１２番８号
カーサ月の輪デイサービスセンター
滋賀県大津市月輪一丁目１２番８号
近江舞子しょうぶ苑 ユニット型個室・空床型 短期入所生
滋賀県大津市南小松９０番地
活介護事業所
特別養護老人ホーム 近江舞子しょうぶ苑（ユニット型）
滋賀県大津市南小松９０番地
近江舞子しょうぶ苑 ユニット型個室・空床型 短期入所生
滋賀県大津市南小松９０番地
活介護事業所
ショートステイ アシタバ
滋賀県大津市松が丘七丁目１５番６号
ショートステイ アシタバ
滋賀県大津市松が丘七丁目１５番６号
ショートステイ松の浦湯治の郷
滋賀県大津市大物６６８番地
特別養護老人ホーム松の浦湯治の郷
滋賀県大津市大物６６８番地
ショートステイ松の浦湯治の郷
滋賀県大津市大物６６８番地
特別養護老人ホーム 風流里 ((介護予防)短期入所生活介
滋賀県大津市相模町１０番１号
護)
特別養護老人ホーム 風流里
滋賀県大津市相模町１０番１号
特別養護老人ホーム 風流里 ((介護予防)短期入所生活介
滋賀県大津市相模町１０番１号
護)
特別養護老人ホーム 桐生園（個室ユニット型介護老人福
滋賀県大津市桐生一丁目２６番７号
祉施設）
華頂会訪問介護事業所
滋賀県大津市大萱六丁目４番１６号
華頂会訪問介護事業所
滋賀県大津市大萱六丁目４番１６号
ショートステイ南天
滋賀県大津市松が丘七丁目８番１０号
ショートステイ南天
滋賀県大津市松が丘七丁目８番１０号
夕照たまのうら ショートステイ
滋賀県大津市玉野浦１５番１号
特別養護老人ホーム 夕照たまのうら
滋賀県大津市玉野浦１５番１号
夕照たまのうら ショートステイ
滋賀県大津市玉野浦１５番１号
空床利用型ショートステイ 真野しょうぶ苑
滋賀県大津市真野四丁目２番１号
特別養護老人ホーム 真野しょうぶ苑
滋賀県大津市真野四丁目２番１号
空床利用型ショートステイ 真野しょうぶ苑
滋賀県大津市真野四丁目２番１号
ショートステイ紬
滋賀県大津市南郷六丁目１１０２番地の１
真野しょうぶ苑ショートステイ
滋賀県大津市真野四丁目２番１号
真野しょうぶ苑ショートステイ
滋賀県大津市真野四丁目２番１号

事業所電話番号

事業所FAX番号

申請者名

077-534-0319

077-534-0369

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-545-0301

077-545-0409

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-545-0301

077-545-0409

社会福祉法人大津市社会福祉事業団

077-572-3006
077-572-3006
077-572-3006
077-547-0950
077-547-0950
077-547-0950
077-547-0950
077-547-0950

077-572-4187
077-572-4187
077-572-4187
077-545-0540
077-545-0540
077-545-0540
077-545-0540
077-545-0540

社会福祉法人楽樹
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人幸寿会

077-596-2233

077-596-2231

社会福祉法人志賀福祉会

077-596-2233

077-596-2231

社会福祉法人志賀福祉会

077-596-2233

077-596-2231

社会福祉法人志賀福祉会

077-549-3260
077-549-3260
077-592-2641
077-592-2641
077-592-2641

077-549-3261
077-549-3261
077-592-2651
077-592-2651
077-592-2651

社会福祉法人 近江笑生会
社会福祉法人 近江笑生会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会
社会福祉法人琵琶湖愛輪会

077-510-7320

077-510-7321

社会福祉法人 よつば会

077-510-7320

077-510-7321

社会福祉法人 よつば会

077-510-7320

077-510-7321

社会福祉法人 よつば会

077-549-1129

077-549-1833

社会福祉法人桐生会

077-526-5282
077-526-5282
077-548-6660
077-548-6660
077-548-1022
077-548-1022
077-548-1022
077-573-1155
077-573-1155
077-573-1155
077-531-0102
077-573-1155
077-573-1155

077-545-3743
077-545-3743
077-548-6620
077-548-6620
077-548-1033
077-548-1033
077-548-1033
077-573-5577
077-573-5577
077-573-5577
077-531-0103
077-573-5577
077-573-5577

社会福祉法人華頂会
社会福祉法人華頂会
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人桐生会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人六匠会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人志賀福祉会

特別養護老人ホーム アシタバ

滋賀県大津市松が丘七丁目１５番６号

077-549-3260

077-549-3261

社会福祉法人近江笑生会

小規模多機能型居宅介護事業所 真野の家 歩歩
小規模多機能型居宅介護事業所 真野の家 歩歩

滋賀県大津市真野四丁目１８番８号
滋賀県大津市真野四丁目１８番８号

077-573-8203
077-573-8203

077-573-8213
077-573-8213

社会福祉法人 美輪湖の家大津
社会福祉法人 美輪湖の家大津

特別養護老人ホーム南天

滋賀県大津市松が丘七丁目８番１０号

077-548-6660

077-548-6620

社会福祉法人近江笑生会
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市町名

彦根市

サービス種類名
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
介護老人福祉施設

彦根市

訪問介護

彦根市

通所介護

彦根市北デイサービスセンター

彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市

社会福祉法人ことぶき会指定通所介護事業所
近江ふるさと園 短期入所生活介護事業所
指定介護老人福祉施設 近江ふるさと園（従来型）
さざなみ苑デイサービスセンター
さざなみ苑ショートステイ
特別養護老人ホーム さざなみ苑（従来型）
さざなみ苑ショートステイ
旭森デイサービスセンターくるま座
社会福祉法人 千歳会
特別養護老人ホーム 千松の郷
指定介護老人福祉施設 近江ふるさと園（ユニット型）
特別養護老人ホーム さざなみ苑（ユニット型）
ショートステイ サニープレイス彦根
特別養護老人ホーム サニープレイス彦根
ショートステイ サニープレイス彦根
特別養護老人ホーム 風蝶木

滋賀県彦根市極楽寺町５９６

0749-25-5288

0749-25-5277

社会福祉法人 喜創会

デイサービス久左
久左の家
デイサービス久左
久左の家

滋賀県彦根市河原二丁目１番３号久左のまちや
滋賀県彦根市河原二丁目１番３号久左のまちや
滋賀県彦根市河原二丁目１番３号久左のまちや
滋賀県彦根市河原二丁目１番３号久左のまちや

0749-24-6600
0749-21-2666
0749-24-6600
0749-21-2666

0749-24-4829
0749-24-4829
0749-24-4829
0749-24-4829

社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

特別養護老人ホームナースログ

滋賀県彦根市極楽寺町605

0749-25-5508

0749-25-5507

社会福祉法人喜創会

特別養護老人ホーム 千松の郷 Ⅱ番館

滋賀県彦根市松原町524

0749-22-2255

0749-22-2250

社会福祉法人日野友愛会

長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市

地域密着型通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

滋賀県彦根市開出今町1343番地3
滋賀県彦根市平田町６７０番地彦根市福祉保健
センター別館内
滋賀県彦根市馬場一丁目5-5彦根市北老人福祉
センター内
滋賀県彦根市上岡部町503番地
滋賀県彦根市石寺町713番地
滋賀県彦根市石寺町713番地
滋賀県彦根市城町二丁目13番3号
滋賀県彦根市城町二丁目13番3号
滋賀県彦根市城町二丁目13番3号
滋賀県彦根市城町二丁目13番3号
滋賀県彦根市野田山町１０９９番地１
滋賀県彦根市河原二丁目1番3号
滋賀県彦根市松原町520番地－1
滋賀県彦根市石寺町713番地
滋賀県彦根市城町二丁目13番3号
滋賀県彦根市三津町446番地1
滋賀県彦根市三津町446番地1
滋賀県彦根市三津町446番地1

社会福祉法人青祥会 青浄苑ショートステイ
特別養護老人ホーム青浄苑
社会福祉法人青祥会 青浄苑ショートステイ
長浜長寿デイサービスセンター
長浜長寿デイサービスセンター
長浜西部デイサービスセンター
デイサービスセンター青芳
社会福祉法人青祥会 ショートステイ青芳
特別養護老人ホーム 青芳
社会福祉法人青祥会 ショートステイ青芳

0749-63-7111
0749-63-7111
0749-63-7111
0749-63-5999
0749-63-5999
0749-65-8353
0749-72-8311
0749-72-8311
0749-72-8311
0749-72-8311

0749-63-7113
0749-63-7113
0749-63-7113
0749-63-5999
0749-63-5999
0749-65-8351
0749-72-8312
0749-72-8312
0749-72-8312
0749-72-8312

社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

長浜市

通所介護

リハビリデイサービス東部

0749-65-6263

0749-65-6266

社会福祉法人長浜市社会福祉協議会

長浜市

通所型サービス（独自）

リハビリデイサービス東部

0749-65-6263

0749-65-6266

社会福祉法人長浜市社会福祉協議会

長浜市

通所介護

神照リハビリデイサービス

0749-65-8270

0749-65-8266

社会福祉法人長浜市社会福祉協議会

長浜市

通所型サービス（独自）

神照リハビリデイサービス

滋賀県長浜市加田町2995番地
滋賀県長浜市加田町2995番地
滋賀県長浜市加田町2995番地
滋賀県長浜市朝日町１９－３
滋賀県長浜市朝日町１９－３
滋賀県長浜市朝日町19-3
滋賀県長浜市川道町２５７２
滋賀県長浜市川道町2572番地
滋賀県長浜市川道町2572
滋賀県長浜市川道町2572番地
滋賀県長浜市東上坂町１０００番地長浜市東部福
祉ステーション内
滋賀県長浜市東上坂町１０００番地長浜市東部福
祉ステーション内
滋賀県長浜市神照町２８８－１長浜市北部福祉ス
テーション内
滋賀県長浜市神照町２８８－１長浜市北部福祉ス
テーション内

0749-65-8270

0749-53-0011

社会福祉法人長浜市社会福祉協議会

大津市

彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市

事業所名

事業所住所

事業所電話番号

事業所FAX番号

申請者名

地域密着型特別養護老人ホーム紬

滋賀県大津市南郷六丁目１１０２番地の１

077-531-0102

077-531-0103

社会福祉法人六匠会

指定介護老人福祉施設 近江第二ふるさと園
社会福祉法人彦根市社会福祉協議会ホームヘルパース
テーション

0749-22-4321

0749-22-4343

社会福祉法人 近江ふるさと会

0749-21-4117

0749-22-2841

社会福祉法人彦根市社会福祉協議会

0749-21-0301

0749-21-0302

社会福祉法人彦根市社会福祉協議会

0749-43-6484
0749-43-5800
0749-43-5800
0749-27-1411
0749-27-1411
0749-27-1411
0749-27-1411
0749-30-9398
0749-27-2555
0749-22-2255
0749-43-5800
0749-27-1411
0749-47-3577
0749-47-3577
0749-47-3577

0749-43-6485
0749-43-6211
0749-43-6211
0749-27-1429
0749-27-1429
0749-27-1429
0749-27-1429
0749-30-3386
0749-24-4829
0749-22-2250
0749-43-6211
0749-27-1429
0749-47-3578
0749-47-3578
0749-47-3578

社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人 近江ふるさと会
社会福祉法人 近江ふるさと会
社会福祉法人さざなみ会
社会福祉法人さざなみ会
社会福祉法人さざなみ会
社会福祉法人さざなみ会
社会福祉法人 大樹会
社会福祉法人 千歳会
社会福祉法人 日野友愛会
社会福祉法人 近江ふるさと会
社会福祉法人さざなみ会
社会福祉法人心暖まる会
社会福祉法人心暖まる会
社会福祉法人心暖まる会
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千歳会
千歳会
千歳会
千歳会

青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会

市町名
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市

サービス種類名
訪問介護
訪問型サービス（独自）
通所介護
通所型サービス（独自）
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
通所型サービス（独自）
通所介護
通所型サービス（独自）
通所介護
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
通所介護
通所型サービス（独自）
通所介護
通所型サービス（独自）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
訪問型サービス（独自）

事業所名
しゃきょうヘルパーステーションこくあ
しゃきょうヘルパーステーションこくあ
リハビリデイサービス浅井
リハビリデイサービス浅井
アンタレスホームヘルパーステーション
アンタレスデイサービスセンター
アンタレスショートステイ
特別養護老人ホーム アンタレス
アンタレスショートステイ
特別養護老人ホーム 奥びわこ
特別養護老人ホーム 奥びわこ
特別養護老人ホーム けやきの杜
特別養護老人ホーム けやきの杜
特別養護老人ホーム けやきの杜
デイサービスいろはの湯
デイサービスいろはの湯
リハビリデイサービス湖北
リハビリデイサービス湖北
しゃきょうデイサービス高月
しゃきょうデイサービス高月
しゃきょうミニデイ高月
リハビリデイサービス伊香の里アネックス
リハビリデイサービス伊香の里アネックス
リハビリデイサービス西浅井
リハビリデイサービス西浅井
ふくら通所介護事業所
ふくら短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホームふくら
ふくら短期入所生活介護事業所
デイサービスとよしま
訪問介護事業所 すずらん
デイサービス すずらん
特別養護老人ホーム 姉川の里
特別養護老人ホーム 今浜の郷
しゃきょうヘルパーステーションあとれ
しゃきょうデイサービス伊香の里
特別養護老人ホーム伊香の里
特別養護老人ホーム伊香の里
特別養護老人ホーム伊香の里
しゃきょうヘルパーステーションあとれ

事業所住所
滋賀県長浜市内保町４８０－３
滋賀県長浜市内保町４８０－３
滋賀県長浜市今荘町８５９番地１
滋賀県長浜市今荘町８５９番地の１
滋賀県長浜市加田町３３６０番地
滋賀県長浜市加田町３３６０番地
滋賀県長浜市加田町3360番地
滋賀県長浜市加田町3360番地
滋賀県長浜市加田町3360番地
滋賀県長浜市西浅井町大浦1788-3
滋賀県長浜市西浅井町大浦1788番地3
滋賀県長浜市高月町柏原1055番地
滋賀県長浜市高月町柏原1055番地
滋賀県長浜市高月町柏原1055番地
滋賀県長浜市宮部町３４４５
滋賀県長浜市宮部町３４４５
滋賀県長浜市湖北町速水１８６０
滋賀県長浜市湖北町速水１８６０
滋賀県長浜市高月町西物部７３－１
滋賀県長浜市高月町西物部７３－１
滋賀県長浜市高月町西物部７３－１
滋賀県長浜市木之本町千田５３
滋賀県長浜市木之本町千田５３
滋賀県長浜市西浅井町塩津浜１７９５
滋賀県長浜市西浅井町塩津浜１７９５
滋賀県長浜市内保町480番地
滋賀県長浜市内保町480番地
滋賀県長浜市内保町480番地
滋賀県長浜市内保町480番地
滋賀県長浜市加田町１９－６
滋賀県長浜市三ツ矢町１３－１６
滋賀県長浜市三ツ矢町１３－１６
滋賀県長浜市大井町973番地1
滋賀県長浜市下坂中町２００－１
滋賀県長浜市木之本町黒田１２２１
滋賀県長浜市木之本町黒田１２２１
滋賀県長浜市木之本町黒田1221番地
滋賀県長浜市木之本町黒田1221番地
滋賀県長浜市木之本町黒田1221番地
滋賀県長浜市木之本町黒田１２２１
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事業所電話番号
0749-74-8200
0749-74-8200
0749-74-1411
0749-74-1411
0749-68-4111
0749-68-4115
0749-68-4111
0749-68-4111
0749-68-4111
0749-89-1689
0749-89-1689
0749-85-8383
0749-85-8383
0749-85-8383
0749-73-8112
0749-73-8112
0749-78-2144
0749-78-2144
0749-85-5700
0749-85-5700
0749-85-5700
0749-82-8130
0749-82-8130
0749-88-8181
0749-88-8181
0749-74-0044
0749-74-0044
0749-74-0044
0749-74-0044
0749-62-2897
0749-62-3630
0749-62-3630
0749-73-8010
0749-68-4024
0749-82-5615
0749-82-5611
0749-82-5611
0749-82-5611
0749-82-5611
0749-82-5615

事業所FAX番号
0749-74-8177
0749-74-8177
0749-74-1413
0749-74-1413
0749-68-4131
0749-68-4131
0749-68-4131
0749-68-4131
0749-68-4131
0749-89-1690
0749-89-1690
0749-85-8380
0749-85-8380
0749-85-8380
0749-73-8113
0749-73-8113
0749-78-2223
0749-78-2223
0749-85-5721
0749-85-5721
0749-85-5721
0749-82-5721
0749-82-5721
0749-88-8100
0749-88-8100
0749-74-0696
0749-74-0696
0749-74-0696
0749-74-0696
0749-62-2896
0749-68-3200
0749-68-3200
0749-73-5500
0749-68-4010
0749-82-5614
0749-82-5688
0749-82-5688
0749-82-5688
0749-82-5688
0749-82-5614

申請者名
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 尊徳会
社会福祉法人 尊徳会
社会福祉法人 達真会
社会福祉法人 達真会
社会福祉法人 達真会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人グロー
社会福祉法人グロー
社会福祉法人グロー
社会福祉法人グロー
社会福祉法人グロー
社会福祉法人 尊徳会
社会福祉法人 尊徳会
社会福祉法人 さざなみ会
社会福祉法人近江幸楽会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会

市町名
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市

近江八幡市

サービス種類名
通所型サービス（独自）
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
通所介護

近江八幡市

短期入所生活介護

近江八幡市

介護予防短期入所生活介護

近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市

訪問介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護

近江八幡市

訪問介護

近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

草津市

通所介護

草津市

訪問介護

草津市

通所介護

長浜市

事業所名
しゃきょうデイサービス伊香の里
しゃきょう小規模多機能型居宅介護ひなたぼっこ
しゃきょう小規模多機能型居宅介護ひなたぼっこ
認知症デイサービス事業所さくら番場
認知症デイサービス事業所さくら番場

事業所住所
滋賀県長浜市木之本町黒田１２２１
滋賀県長浜市木之本町田部６４７－１
滋賀県長浜市木之本町田部６４７－１
滋賀県長浜市高畑町２０７番地
滋賀県長浜市高畑町２０７番地

事業所電話番号
0749-82-5611
0749-59-3340
0749-50-7100
0749-74-0044
0749-74-0044

事業所FAX番号
0749-82-5688
0749-59-3341
0749-50-7101
0749-74-0696
0749-74-0696

申請者名
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会
社会福祉法人グロー
社会福祉法人グロー

特別養護老人ホーム あじさいの郷

滋賀県長浜市余呉町池原85

0749-86-4100

0749-86-4101

社会福祉法人 尊徳会

社会福祉法人一善会 デイサービスセンター赤煉瓦の郷
社会福祉法人一善会 短期入所生活介護事業所 赤煉瓦
の郷
社会福祉法人一善会 短期入所生活介護事業所 赤煉瓦
の郷
ホームヘルパーステーション「オアシス」
オアシスデイサービスセンター
水茎の里デイサービスセンター
水茎の里ショートステイ
特別養護老人ホーム水茎の里
水茎の里ショートステイ
社会福祉法人 小羊会 デイサービスセンター むべの里
近江八幡市通所介護事業所 あかつきの郷
デイサービスセンター あっとほーむ
デイサービスセンター あっとほーむ
デイサービスセンターむべの里・島
デイサービスセンターひまわり
社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会 ヘルパース
テーションあづち
短期入所生活介護 安土やすらぎの郷
短期入所生活介護 安土やすらぎの郷
特別養護老人ホーム水茎の里個室ユニット棟
デイサービスセンター ふれあい
ショートステイ ふれあい
船木 えんの家
船木 えんの家
デイケアハウス おかえり
デイケアハウス おかえり
菖蒲の郷デイサービスセンター
菖蒲の郷ショートステイ
特別養護老人ホーム 菖蒲の郷
草津市南笠通所介護事業所 あさひ
特別養護老人ホーム やわらぎ苑
特別養護老人ホームやわらぎ苑
社会福祉法人みのり 草津市上笠デイサービスセンター湯
楽里
社会福祉法人寿会訪問介護事業所 常輝の里
社会福祉法人寿会草津市北部デイサービスセンター常輝の
里

滋賀県近江八幡市船木町59-3

0748-34-7126

0748-34-7124

社会福祉法人一善会

滋賀県近江八幡市船木町59番地3

0748-34-7123

0748-34-7124

社会福祉法人一善会

滋賀県近江八幡市船木町59-3

0748-34-7123

0748-34-7124

社会福祉法人一善会

滋賀県近江八幡市馬渕町690
滋賀県近江八幡市馬渕町６９０番地
滋賀県近江八幡市牧町1885番地
滋賀県近江八幡市牧町1885番地
滋賀県近江八幡市牧町1885番地
滋賀県近江八幡市牧町1885番地
滋賀県近江八幡市北之庄町1103
滋賀県近江八幡市東町414番地
滋賀県近江八幡市船木町1192-5
滋賀県近江八幡市船木町1192-5
滋賀県近江八幡市北津田町346-15
滋賀県近江八幡市土田町1313番地

0748-38-0297
0748-38-0294
0748-33-5337
0748-33-5321
0748-33-5321
0748-33-5321
0748-32-7254
0748-37-8126
0748-31-3132
0748-31-3132
0748-32-3651
0748-34-6905

0748-38-0297
0748-38-0297
0748-32-4630
0748-32-4630
0748-32-4630
0748-32-4630
0748-32-7256
0748-37-8050
0748-31-3144
0748-31-3144
0748-32-3653
0748-31-0161

滋賀県近江八幡市安土町上出908番地１

0748-46-6321

0748-46-8343

滋賀県近江八幡市安土町大字下豊浦4141番地
滋賀県近江八幡市安土町大字下豊浦4141番地
滋賀県近江八幡市牧町1885番地
滋賀県近江八幡市上田町1315-1
滋賀県近江八幡市上田町1315-1
滋賀県近江八幡市船木町１３８３
滋賀県近江八幡市船木町１３８３
滋賀県近江八幡市中小森町600番地
滋賀県近江八幡市中小森町600番地
滋賀県草津市山寺町837番地
滋賀県草津市山寺町837
滋賀県草津市山寺町837番地
滋賀県草津市笠山一丁目1番46号
滋賀県草津市南笠町891番地
滋賀県草津市南笠町891番地

0748-57-3333
0748-57-3333
0748-33-5321
0748-37-8716
0748-37-8716
0748-31-0033
0748-31-0033
0748-31-3150
0748-31-3150
077-566-0202
077-566-3888
077-566-3888
077-569-0936
077-564-6500
077-564-6500

0748-57-3334
0748-57-3334
0748-32-4630
0748-37-8866
0748-37-8866
0748-31-0022
0748-31-0022
0748-33-8530
0748-33-8530
077-566-2080
077-566-2080
077-566-2080
077-569-0937
077-562-3610
077-562-3610

社会福祉法人オアシス倶楽部
社会福祉法人オアシス倶楽部
社会福祉法人サルビア会
社会福祉法人サルビア会
社会福祉法人サルビア会
社会福祉法人サルビア会
社会福祉法人 小羊会
社会福祉法人花水木会
社会福祉法人 小羊会
社会福祉法人 小羊会
社会福祉法人 小羊会
社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会
社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議
会
社会福祉法人 一善会
社会福祉法人 一善会
社会福祉法人サルビア会
社会福祉法人 ほのぼの会
社会福祉法人 ほのぼの会
社会福祉法人 小羊会
社会福祉法人 小羊会
社会福祉法人 ほおのき
社会福祉法人 ほおのき
社会福祉法人聖優会
社会福祉法人聖優会
社会福祉法人聖優会
社会福祉法人あさひ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会

滋賀県草津市上笠一丁目9番11号

077-567-2688

077-565-0412

社会福祉法人 みのり

滋賀県草津市志那中町25

077-568-2161

077-568-2359

社会福祉法人寿会

滋賀県草津市志那中町25番地

077-568-2161

077-568-2359

社会福祉法人寿会
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市町名
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市

サービス種類名
認知症対応型通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

事業所名
デイサービスセンターなぎさ
ショートステイ ぽぷら
特別養護老人ホーム ぽぷら
菖蒲の郷訪問介護センター
第二菖蒲の郷デイサービスセンター
第二菖蒲の郷ショートステイ
特別養護老人ホーム 第二菖蒲の郷
第二菖蒲の郷ショートステイ
特別養護老人ホーム やまでら
デイサービス 風和里
特別養護老人ホーム 風和里
特別養護老人ホーム 風和里
特別養護老人ホーム 風和里
特別養護老人ホーム 帆の里
特別養護老人ホーム 帆の里
特別養護老人ホームゆうすいのさと
特別養護老人ホームゆうすいのさと
特別養護老人ホーム 萩の里
特別養護老人ホーム 萩の里
特別養護老人ホーム 萩の里

事業所住所
滋賀県草津市集町２６０－１
滋賀県草津市上笠一丁目１番２２号
滋賀県草津市上笠一丁目１番２２号
滋賀県草津市追分南五丁目18番8号
滋賀県草津市追分南五丁目18番8号
滋賀県草津市追分南五丁目18番8号
滋賀県草津市追分南五丁目18番8号
滋賀県草津市追分南五丁目18番8号
滋賀県草津市山寺町1118
滋賀県草津市岡本町217番地
滋賀県草津市岡本町217番地
滋賀県草津市岡本町217番地
滋賀県草津市岡本町217番地
滋賀県草津市矢橋町500番地１
滋賀県草津市矢橋町500番地１
滋賀県草津市駒井沢町400-1
滋賀県草津市駒井沢町400-1
滋賀県草津市野路東2丁目4番10号
滋賀県草津市野路東2丁目4番10号
滋賀県草津市野路東2丁目4番10号

事業所電話番号
077-568-5100
077-563-0030
077-563-0030
077-566-5373
077-566-5363
077-566-5366
077-566-5366
077-566-5366
077-564-8216
077-561-7511
077-561-7500
077-561-7500
077-561-7500
077-566-8620
077-566-8620
077-568-3600
077-568-3600
077-567-8560
077-567-8560
077-567-8560

事業所FAX番号
077-568-5111
077-563-7900
077-563-7900
077-566-5367
077-566-5367
077-566-5367
077-566-5367
077-566-5367
077-564-8180
077-561-7501
077-561-7501
077-561-7501
077-561-7501
077-566-8621
077-566-8621
077-568-3601
077-568-3601
077-567-8561
077-567-8561
077-567-8561

草津市

訪問介護

訪問介護センターなでしこ草津

滋賀県草津市西渋川二丁目9番48-11号

077-516-0387

077-516-0386

草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市

ショートステイえんゆうの郷
特別養護老人ホーム えんゆうの郷
ショートステイえんゆうの郷
茜の郷ショートステイ
特別養護老人ホーム茜の郷
茜の郷ショートステイ

滋賀県草津市南山田町761番地
滋賀県草津市南山田町761番地
滋賀県草津市南山田町761番地
滋賀県草津市下笠町733-1
滋賀県草津市下笠町733-1
滋賀県草津市下笠町733-1

077-598-1866
077-598-1866
077-598-1866
077-599-1977
077-599-1977
077-599-1977

077-598-1766
077-598-1766
077-598-1766
077-599-1978
077-599-1978
077-599-1978

介護老人福祉施設 なみき

滋賀県草津市上笠1丁目1番16号

077-563-0030

077-563-7900

社会福祉法人 みのり

特別養護老人ホーム やまでら

滋賀県草津市山寺町1118

077-564-8216

077-564-8180

社会福祉法人よつば会

特別養護老人ホームしあわせ

滋賀県草津市南笠町905番地

077-561-3755

077-561-3766

社会福祉法人よつば会

特別養護老人ホーム 帆の里

滋賀県草津市矢橋町500番地１

077-566-8620

077-566-8621

社会福祉法人 よつば会

特別養護老人ホームゆうすいのさと

滋賀県草津市駒井沢町400-1

077-568-3600

077-568-3601

社会福祉法人よつば会

草津市
草津市

短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

申請者名
社会福祉法人 誠光福祉会
社会福祉法人 みのり
社会福祉法人 みのり
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人 よつば会
社会福祉法人 よつば会
社会福祉法人 よつば会
社会福祉法人 よつば会
社会福祉法人 よつば会
社会福祉法人 よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人 誠光福祉会
社会福祉法人 誠光福祉会
社会福祉法人 誠光福祉会
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人 聖優会
社会福祉法人 聖優会

小規模多機能型居宅介護事業所 萩の里
小規模多機能型居宅介護事業所 萩の里

滋賀県草津市野路東2丁目4番10号
滋賀県草津市野路東2丁目4番10号

077-567-8570
077-567-8570

077-567-8561
077-567-8561

草津市

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問介護センターなでしこ草津

滋賀県草津市西渋川二丁目9番48-11号

077-516-0387

077-516-0386

守山市
守山市
守山市
守山市
守山市

訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人慈惠会 ゆいの里訪問介護ステーション
社会福祉法人慈惠会 ゆいの里守山デイサービスセンター
社会福祉法人慈恵会 ショートステイゆいの里
特別養護老人ホームゆいの里
社会福祉法人慈恵会 ショートステイゆいの里

滋賀県守山市洲本町1
滋賀県守山市洲本町1番地
滋賀県守山市洲本町1番地
滋賀県守山市洲本町１番地
滋賀県守山市洲本町1番地

077-585-4533
077-585-4533
077-585-4533
077-585-4533
077-585-4533

077-585-5675
077-585-5675
077-585-5675
077-585-5675
077-585-5675

社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人慈惠会
社会福祉法人慈惠会
社会福祉法人慈惠会
社会福祉法人慈惠会
社会福祉法人慈惠会

草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
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市町名
守山市

サービス種類名
認知症対応型通所介護

守山市

通所介護

守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市

訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
通所介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護

守山市
守山市

事業所名
社会福祉法人慈惠会 ゆいの里守山デイサービスセンター
社会福祉法人慈惠会 ゆいの里幸津川デイサービスセン
ター
社会福祉法人守山市社会福祉協議会訪問介護事業所
三宅デイサービスセンター
カナリヤショートステイ
石田デイサービスセンター
特別養護老人ホーム しがそせい苑
特別養護老人ホーム ゆいの里 別館
ショートステイひいらぎ
ショートステイひいらぎ
認知症対応型デイサービス ひだまり
認知症対応型デイサービス ひだまり

事業所住所
滋賀県守山市洲本町1

事業所電話番号
077-585-4533

事業所FAX番号
077-585-5675

申請者名
社会福祉法人慈惠会

滋賀県守山市幸津川町1549番地3

077-585-8900

077-585-8950

社会福祉法人慈惠会

滋賀県守山市石田町422番地
滋賀県守山市三宅町833番地の4
滋賀県守山市三宅町８３３
滋賀県守山市石田町422番地
滋賀県守山市水保町2650-1
滋賀県守山市笠原町1313番地の3
滋賀県守山市荒見町85番地
滋賀県守山市荒見町85番地
滋賀県守山市石田町422番地
滋賀県守山市石田町422番地

077-585-8839
077-581-1551
077-581-1551
077-585-5955
077-585-7878
077-585-4533
077-514-1680
077-514-1680
077-585-2200
077-585-2200

077-585-8837
077-581-1581
077-581-1581
077-585-5969
077-585-7870
077-585-5675
077-514-1682
077-514-1682
077-585-5969
077-585-5969

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉法人友愛
社会福祉法人友愛
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉法人 永山会
社会福祉法人慈惠会
社会福祉法人 近江笑生会
社会福祉法人 近江笑生会
社会福祉法人守山市社会福祉協議会
社会福祉法人守山市社会福祉協議会

特別養護老人ホーム ひいらぎ

滋賀県守山市荒見町85番地

077-514-1680

077-514-1682

社会福祉法人 近江笑生会

特別養護老人ホーム 南平の郷

滋賀県守山市横江町155番地

077-599-3555

077-599-3554

社会福祉法人 日野友愛会

栗東市安養寺190

077-554-6113

077-554-6106

社会福祉法人栗東市社会福祉協議会

栗東市

通所介護

社会福祉法人栗東市社会福祉協議会通所介護事業所「な
ごやか」

栗東市

通所介護

社会福祉法人恩賜財団済生会 栗東デイサービスセンター 栗東市出庭697番1

077-551-1400

077-551-2323

栗東市

短期入所生活介護

社会福祉法人恩賜財団済生会淡海荘ショートステイ

栗東市出庭697番地1

077-552-1224

077-551-2323

栗東市

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム淡海荘

栗東市出庭697番地1

077-552-1224

077-551-2323

栗東市

介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人恩賜財団済生会淡海荘ショートステイ

栗東市出庭697番地1

077-552-1224

077-551-2323

栗東市小柿一丁目10番10号

077-554-1004

077-554-1066

社会福祉法人栗東市社会福祉協議会

滋賀県栗東市出庭700番地1

077-554-0606

077-554-0870

社会福祉法人栗東市社会福祉協議会

滋賀県栗東市小野３６３番地
滋賀県栗東市小野３６３番地
滋賀県栗東市小野３６３番地
滋賀県栗東市御園2025番地2

077-551-5525
077-551-5525
077-551-5525
077-558-0046

077-551-5526
077-551-5526
077-551-5526
077-558-0062

社会福祉法人 すみれ厚生会
社会福祉法人 すみれ厚生会
社会福祉法人 すみれ厚生会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人すみれ厚生会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会

社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県
済生会

栗東市

通所介護

栗東市

通所介護

栗東市
栗東市
栗東市
栗東市

短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護

社会福祉法人栗東市社会福祉協議会通所介護事業所「ゆう
あい」
社会福祉法人栗東市社会福祉協議会通所介護事業所「や
すらぎ」
ショートステイ 栗東すみれ園
特別養護老人ホーム 栗東すみれ園
ショートステイ 栗東すみれ園
こんぜデイサービスセンター

栗東市

訪問介護

社会福祉法人恩賜財団済生会訪問介護センターなでしこ

滋賀県栗東市小柿四丁目1番1号

077-552-9930

077-551-2802

栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市

通所介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

デイサービス 栗東すみれ園
特別養護老人ホーム 治田の里
特別養護老人ホーム 治田の里
特別養護老人ホーム はなえみ
特別養護老人ホーム はなえみ
特別養護老人ホーム はなえみ

滋賀県栗東市小野363番地
滋賀県栗東市川辺627番地
滋賀県栗東市川辺627番地
滋賀県栗東市上鈎265-1
滋賀県栗東市上鈎265-1
滋賀県栗東市上鈎265-1

077-551-5525
077-599-5002
077-599-5002
077-596-5282
077-596-5282
077-596-5282

077-551-5526
077-599-5003
077-599-5003
077-596-5283
077-596-5283
077-596-5283

栗東市

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

社会福祉法人恩賜財団済生会訪問介護センターなでしこ

滋賀県栗東市小柿四丁目１番１号

077-552-9930

077-552-9924

栗東市

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業所済生会なでしこ栗東

滋賀県栗東市出庭697-1

077-551-2803

077-551-1333

特別養護老人ホーム 治田の里

滋賀県栗東市川辺627番地

077-599-5002

077-599-5003

社会福祉法人よつば会

せせらぎ苑訪問介護サービス
せせらぎ苑デイサービスセンター
せせらぎ苑ショートステイ
特別養護老人ホームせせらぎ苑
せせらぎ苑ショートステイ

滋賀県甲賀市甲南町葛木855
滋賀県甲賀市甲南町葛木855番地
滋賀県甲賀市甲南町葛木８５５番地
滋賀県甲賀市甲南町葛木８５５番地
滋賀県甲賀市甲南町葛木８５５番地

0748-86-1020
0748-86-1022
0748-86-1020
0748-86-1020
0748-86-1020

0748-86-8086
0748-86-8086
0748-86-8086
0748-86-8086
0748-86-8086

社会福祉法人甲南会
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人甲南会

栗東市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
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市町名
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

サービス種類名
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護

事業所名
信楽荘デイサービスセンター
信楽荘ショートステイサービス
特別養護老人ホーム 信楽荘（従来型）
信楽荘ショートステイサービス
兆生園デイサービスセンター
兆生園ショートステイ
特別養護老人ホーム 兆生園
兆生園ショートステイ
甲賀市社協 ヘルパーステーションみなくち
デイサービスセンター エーデル土山
ショートステイサービスセンター エーデル土山
特別養護老人ホーム従来型エーデル土山
甲賀荘短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 甲賀荘
甲賀荘デイサービスセンター

甲賀市

訪問介護

甲賀市社協 ヘルパーステーションこうなん

甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

訪問介護
通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
通所介護

甲賀市

認知症対応型通所介護

甲賀市

介護予防認知症対応型通所介護

甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

訪問介護
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
訪問介護
短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護

甲賀市社協 ヘルパーステーションこうか
甲賀市デイサービスセンター
甲賀市デイサービスセンター
甲賀市デイサービスセンター
デイサービスセンターすこやか荘
社会福祉法人 湖青福祉会 かふかの里デイサービスセン
ター
社会福祉法人 湖青福祉会 かふかの里デイサービスセン
ター
甲賀市社協 ヘルパーステーションつちやま
デイサービスセンター みなくちみんなの家
特別養護老人ホーム信楽荘（ユニット型）
特別養護老人ホームユニット型エーデル土山
はとがひらデイサービスセンター
はとがひらショートステイ
特別養護老人ホーム レーベンはとがひら
はとがひらショートステイ
通所介護センター甲賀シルバーケア豊壽園
特別養護老人ホーム甲賀シルバーケア豊壽園
特別養護老人ホーム甲賀シルバーケア豊壽園
特別養護老人ホーム甲賀シルバーケア豊壽園
短期入所生活介護センター甲賀シルバーケア豊壽園
短期入所生活介護センター甲賀シルバーケア豊壽園
甲賀市社協 ヘルパーステーションしがらき
ショートステイサービスセンター リトルブック

甲賀市

地域密着型特別養護老人ホームリトルブック

事業所住所
滋賀県甲賀市信楽町牧1159番地
滋賀県甲賀市信楽町牧1159番地
滋賀県甲賀市信楽町牧1159番地
滋賀県甲賀市信楽町牧1159番地
滋賀県甲賀市水口町今郷1032番地25
滋賀県甲賀市水口町今郷1032番地の25
滋賀県甲賀市水口町今郷1032番地の25
滋賀県甲賀市水口町今郷字北山1032番地25
滋賀県甲賀市水口町水口5609地
滋賀県甲賀市土山町北土山2057
滋賀県甲賀市土山町北土山2062番地
滋賀県甲賀市土山町北土山2062番地
滋賀県甲賀市甲賀町大原中904番地
滋賀県甲賀市甲賀町大原中904番地
滋賀県甲賀市甲賀町大原中904
滋賀県甲賀市甲南町寺庄960甲賀市市民活動セ
ンター
滋賀県甲賀市甲賀町大原中886番地
滋賀県甲賀市水口町宇川25番地
滋賀県甲賀市水口町宇川25番地
滋賀県甲賀市水口町宇川25番地
滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地

事業所電話番号
0748-83-1313
0748-83-1313
0748-83-1313
0748-83-1313
0748-63-5691
0748-63-1784
0748-63-1784
0748-63-1784
0748-63-7665
0748-66-1911
0748-66-1911
0748-66-1911
0748-88-5723
0748-88-5723
0748-88-5723

事業所FAX番号
0748-83-1743
0748-83-1743
0748-83-1743
0748-83-1743
0748-63-1788
0748-63-1788
0748-63-1788
0748-63-1788
0748-63-7681
0748-66-1913
0748-66-1913
0748-66-1913
0748-88-5774
0748-88-5774
0748-88-5774

申請者名
社会福祉法人信楽福祉会
社会福祉法人信楽福祉会
社会福祉法人信楽福祉会
社会福祉法人信楽福祉会
社会福祉法人天地会
社会福祉法人天地会
社会福祉法人天地会
社会福祉法人天地会
社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会
社会福祉法人あいの土山福祉会
社会福祉法人あいの土山福祉会
社会福祉法人あいの土山福祉会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀会

0748-86-1033

0748-86-8220

社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

0748-88-4633
0748-63-6080
0748-63-6080
0748-63-6080
0748-88-5245

0748-88-5096
0748-63-6340
0748-63-6340
0748-63-6340
0748-70-0028

社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会
社会福祉法人湖東会
社会福祉法人湖東会
社会福祉法人湖東会
社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

滋賀県甲賀市甲賀町大原中1161番地

0748-88-8177

0748-88-8178

社会福祉法人 湖青福祉会

滋賀県甲賀市甲賀町大原中1161番地

0748-88-8177

0748-88-8178

社会福祉法人 湖青福祉会

滋賀県甲賀市土山町北土山2171番地
滋賀県甲賀市水口町本丸2番54号
滋賀県甲賀市信楽町牧1159番地
滋賀県甲賀市土山町北土山2062番地
滋賀県甲賀市水口町水口6837-5
滋賀県甲賀市水口町水口6837-5
滋賀県甲賀市水口町水口6837-5
滋賀県甲賀市水口町水口6837-5
滋賀県甲賀市土山町北土山479
滋賀県甲賀市土山町北土山479
滋賀県甲賀市土山町北土山479
滋賀県甲賀市土山町北土山479
滋賀県甲賀市土山町北土山479
滋賀県甲賀市土山町北土山479
滋賀県甲賀市信楽町長野372番地
滋賀県甲賀市土山町北土山2061番地1

0748-66-2733
0748-76-3091
0748-83-1313
0748-66-1911
0748-65-0066
0748-65-0066
0748-65-0066
0748-65-0066
0748-66-8065
0748-66-8065
0748-66-8065
0748-66-8065
0748-66-8087
0748-66-8087
0748-82-8055
0748-66-1911

0748-70-3093
0748-76-3093
0748-83-1743
0748-66-1913
0748-65-0068
0748-65-0068
0748-65-0068
0748-65-0068
0748-66-8066
0748-66-8066
0748-66-8066
0748-66-8066
0748-66-8066
0748-66-8066
0748-82-0777
0748-66-1913

社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会
社会福祉法人 近江ちいろば会
社会福祉法人信楽福祉会
社会福祉法人あいの土山福祉会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人洗心福祉会
社会福祉法人洗心福祉会
社会福祉法人洗心福祉会
社会福祉法人洗心福祉会
社会福祉法人洗心福祉会
社会福祉法人洗心福祉会
社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会
社会福祉法人あいの土山福祉会

滋賀県甲賀市土山町北土山2061番地1

0748-66-1911

0748-66-1913

社会福祉法人あいの土山福祉会
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市町名
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市

湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市

サービス種類名
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
訪問介護
通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

湖南市

訪問介護

湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市

短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
訪問介護

野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市

事業所名
悠紀の里ショートステイサービス
特別養護老人ホーム 悠紀の里
悠紀の里ショートステイサービス
デイサービスセンター あやめの里
ショートステイサービス あやめの里
特別養護老人ホーム あやめの里
ショートステイサービス あやめの里
デイセンターさくら
デイサービスセンターぎおうの里
ショートステイサービスぎおうの里
ショートステイサービスぎおうの里

事業所住所
滋賀県野洲市南桜2131-1
滋賀県野洲市南桜2131番地1
滋賀県野洲市南桜2131-1
滋賀県野洲市吉川3854-1
滋賀県野洲市吉川3854番地1
滋賀県野洲市吉川３８５４番地１
滋賀県野洲市吉川3854番地1
滋賀県野洲市南桜2292番地56
滋賀県野洲市冨波甲１３４０番地１
滋賀県野洲市冨波甲１３４０番地1
滋賀県野洲市冨波甲１３４０番地1

事業所電話番号
077-587-4111
077-587-4111
077-587-4111
077-589-8534
077-589-8533
077-589-8533
077-589-8533
077-518-0530
077-586-5444
077-586-5444
077-586-5444

事業所FAX番号
077-587-4820
077-587-4820
077-587-4820
077-589-6241
077-589-6241
077-589-6241
077-589-6241
077-587-6113
077-586-5159
077-586-5159
077-586-5159

申請者名
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人野洲慈恵会

特別養護老人ホームぎおうの里

滋賀県野洲市冨波甲１３４０番地1

077-586-5444

077-586-5159

社会福祉法人野洲慈恵会

野洲篠原デイサービス
ショートステイ野洲篠原すみれ園
特別養護老人ホーム野洲篠原すみれ園
ショートステイ野洲篠原すみれ園

滋賀県野洲市大篠原951番地1
滋賀県野洲市大篠原951番地1
滋賀県野洲市大篠原951番地1
滋賀県野洲市大篠原951番地1

077-596-5991
077-596-5991
077-596-5991
077-596-5991

077-596-5992
077-596-5992
077-596-5992
077-596-5992

社会福祉法人すみれ厚生会
社会福祉法人すみれ厚生会
社会福祉法人すみれ厚生会
社会福祉法人すみれ厚生会

特別養護老人ホーム悠紀の里びわ

滋賀県野洲市南桜2131番地１

077-587-4111

077-587-4820

社会福祉法人野洲慈恵会

八起会 ホームヘルプステーション
石部デイサービスセンター
美松苑ヘルパーステーション
美松苑デイサービスセンター
美松苑 短期入所生活介護
特別養護老人ホーム美松苑
美松苑 短期入所生活介護
ぼだいじデイサービスセンター虹
ぼだいじデイサービスセンター
ぼだいじデイサービスセンター
社会福祉法人 湖南市社会福祉協議会ホームヘルプセン
ター
特別養護老人ホーム あぼし ショートステイ
特別養護老人ホーム あぼし
特別養護老人ホーム あぼし ショートステイ
デイサービスセンターらく
十二坊デイサービスセンター
十二坊ショートステイ
特別養護老人ホーム ヴィラ十二坊
十二坊ショートステイ
みやのもりデイサービスセンター
みやのもり短期入所生活介護
みやのもり短期入所生活介護
ぼだいじホームヘルパーステーション

滋賀県湖南市丸山四丁目5-1
滋賀県湖南市丸山四丁目5-1
滋賀県湖南市針1325番地
滋賀県湖南市針1325番地
滋賀県湖南市針1325番地
滋賀県湖南市針1325番地
滋賀県湖南市針1325番地
滋賀県湖南市菩提寺327-4
滋賀県湖南市菩提寺327-4
滋賀県湖南市菩提寺327-4

0748-77-0013
0748-77-0185
0748-72-4705
0748-72-4705
0748-72-4705
0748-72-4705
0748-72-4705
0748-74-3901
0748-74-3901
0748-74-3901

0748-77-0014
0748-77-0370
0748-72-7680
0748-72-7680
0748-72-7680
0748-72-7680
0748-72-7680
0748-74-3910
0748-74-3910
0748-74-3910

社会福祉法人八起会
社会福祉法人八起会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江ちいろば会
社会福祉法人 近江ちいろば会
社会福祉法人 近江ちいろば会

滋賀県湖南市中央一丁目1番地

0748-71-4567

0748-71-4567

社会福祉法人 湖南市社会福祉協議会

滋賀県湖南市丸山４丁目５番１号
滋賀県湖南市丸山４丁目５番１号
滋賀県湖南市丸山４丁目５番１号
滋賀県湖南市西峰町1番地1
滋賀県湖南市岩根６９０番地の４
滋賀県湖南市岩根６９０番地の４
滋賀県湖南市岩根６９０番地の４
滋賀県湖南市岩根６９０番地の４
滋賀県湖南市宮の森一丁目2番1号
滋賀県湖南市宮の森一丁目2番1号
滋賀県湖南市宮の森一丁目2番1号
滋賀県湖南市菩提寺東四丁目１番５号

0748-77-0037
0748-77-0037
0748-77-0037
0748-75-7196
0748-75-8884
0748-75-8883
0748-75-8883
0748-75-8883
0748-77-0018
0748-77-0016
0748-77-0016
0748-74-3904

0748-77-0182
0748-77-0182
0748-77-0182
0748-75-7115
0748-75-8920
0748-75-8920
0748-75-8920
0748-75-8920
0748-77-0065
0748-77-0065
0748-77-0065
0748-76-3905

社会福祉法人 八起会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人グロー
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人 近江和順会
社会福祉法人八起会
社会福祉法人八起会
社会福祉法人八起会
社会福祉法人 近江ちいろば会
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市町名
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市

サービス種類名
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
通所介護
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
通所介護
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
通所介護
介護老人福祉施設
通所型サービス（独自）

事業所名
中央デイサービスセンター しんあい
中央デイサービスセンター しんあい
デイサービスセンター にこにこ
デイサービスセンター にこにこ

事業所住所
滋賀県湖南市中央四丁目９３番地
滋賀県湖南市中央四丁目９３番地
滋賀県湖南市石部西一丁目3番30号
滋賀県湖南市石部西一丁目3番30号

事業所電話番号
0748-72-6889
0748-72-6889
0748-77-2022
0748-77-2022

事業所FAX番号
0748-72-6889
0748-72-6889
0748-77-2022
0748-77-2022

申請者名
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

小規模特別養護老人ホーム 針っ子

滋賀県湖南市針1325番地

0748-71-2223

0748-71-2227

社会福祉法人 近江和順会

小規模特別養護老人ホーム 百伝の杜

滋賀県湖南市岩根690番地4

0748-69-7688

0748-69-7219

社会福祉法人 近江和順会

小規模多機能型居宅介護事業所 ぼだいじみんなの家
小規模多機能型居宅介護事業所 ぼだいじみんなの家

滋賀県湖南市菩提寺327-16
滋賀県湖南市菩提寺327-16

0748-74-4147
0748-74-4147

0748-74-4147
0748-74-4147

社会福祉法人 近江ちいろば会
社会福祉法人 近江ちいろば会

地域密着型特別養護老人ホーム みやのもり

滋賀県湖南市宮の森一丁目2番1号

0748-77-0016

0748-77-0065

社会福祉法人 八起会

ぼだいじデイサービスセンター いこい
ぼだいじデイサービスセンター いこい
ゆめとまの家おしどり
デイケアの家おしどり
高島市社会福祉協議会きらりマキノ
高島市社会福祉協議会きらりマキノ
高島市社会福祉協議会きらりマキノ
高島市社会福祉協議会きらり新旭
高島市社会福祉協議会きらり新旭
高島市社会福祉協議会きらり安曇川
高島市社会福祉協議会きらり安曇川
高島市社会福祉協議会きらり安曇川
ふじの里デイサービスセンター
特別養護老人ホームふじの里 ショートステイ
特別養護老人ホーム ふじの里
特別養護老人ホームふじの里 ショートステイ
ふじの里デイサービスセンター
ふじの里デイサービスセンター
ショートステイせいふうそう
特別養護老人ホーム 清風荘
ショートステイせいふうそう
清風荘 あいあいデイサービスセンター
高島市社会福祉協議会きらり今津
高島市社会福祉協議会きらり今津
高島市社会福祉協議会きらり今津
高島市社会福祉協議会きらり高島
高島市社会福祉協議会きらり高島
高島市社会福祉協議会きらり高島
通所介護事業所 レインボー
介護老人福祉施設ニューサンライズ
通所介護事業所レインボー

滋賀県湖南市菩提寺東四丁目１番５号
滋賀県湖南市菩提寺東四丁目１番５号
滋賀県湖南市サイドタウン３丁目８番３３号
滋賀県湖南市サイドタウン３丁目１６番７２号
滋賀県高島市マキノ町新保1095番地
滋賀県高島市マキノ町新保1095
滋賀県高島市マキノ町新保1095
滋賀県高島市新旭町北畑４５－１
滋賀県高島市新旭町北畑４５－１
滋賀県高島市安曇川町田中５５５番地
滋賀県高島市安曇川町田中５５５番地
滋賀県高島市安曇川町田中５５５番地
滋賀県高島市安曇川町下小川3220-1
滋賀県高島市安曇川町下小川3220番地1
滋賀県高島市安曇川町下小川3220番地1
滋賀県高島市安曇川町下小川3220番地1
滋賀県高島市安曇川町下小川3220-1
滋賀県高島市安曇川町下小川3220-1
滋賀県高島市今津町南新保８７番地１５
滋賀県高島市今津町南新保８７番地１５
滋賀県高島市今津町南新保８７番地１５
滋賀県高島市今津町南新保87番地15
滋賀県高島市今津町上弘部４３８番地２
滋賀県高島市今津町上弘部438番地2
滋賀県高島市今津町上弘部438番地2
滋賀県高島市勝野６８０番地
滋賀県高島市勝野６８０番地
滋賀県高島市勝野６８０番地
滋賀県高島市新旭町藁園2603番地
滋賀県高島市新旭町藁園2603
滋賀県高島市新旭町藁園2603番地

0748-74-3902
0748-74-3902
0748-74-8880
0748-74-0005
0740-27-1700
0740-27-1700
0740-27-1700
0740-25-5730
0740-25-5730
0740-32-2133
0740-32-2133
0740-32-2133
0740-32-4165
0740-32-4165
0740-32-4165
0740-32-4165
0740-32-4165
0740-32-4165
0740-22-1601
0740-22-1601
0740-22-1601
0740-22-1601
0740-22-8179
0740-22-8178
0740-22-8178
0740-36-1998
0740-36-1998
0740-36-1998
0740-25-8288
0740-25-8288
0740-25-8200

0748-76-3905
0748-76-3905
0748-74-8881
0748-74-0403
0740-27-8058
0740-27-8058
0740-27-8058
0740-25-5177
0740-25-5177
0740-32-3534
0740-32-3534
0740-32-3534
0740-32-3236
0740-32-3236
0740-32-3236
0740-32-3236
0740-32-3236
0740-32-3236
0740-22-8039
0740-22-8039
0740-22-8039
0740-22-8039
0740-22-8180
0740-22-8082
0740-22-8082
0740-36-2023
0740-36-2023
0740-36-2023
0740-25-8298
0740-25-8298
0740-25-8298

社会福祉法人 近江ちいろば会
社会福祉法人 近江ちいろば会
社会福祉法人近江ちいろば会
社会福祉法人近江ちいろば会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人光養会
社会福祉法人光養会
社会福祉法人光養会
社会福祉法人光養会
社会福祉法人光養会
社会福祉法人光養会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人 新旭みのり会
社会福祉法人 新旭みのり会
社会福祉法人 新旭みのり会
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近江ちいろば会
近江ちいろば会
八起会
八起会

市町名
高島市

サービス種類名
通所型サービス（独自／定率）

事業所名
通所介護事業所レインボー

高島市

短期入所生活介護

高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市

介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
訪問型サービス（独自）
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
訪問型サービス（独自）
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
訪問介護
通所介護
訪問型サービス（独自）
訪問型サービス（独自／定率）
通所型サービス（独自）
通所型サービス（独自／定率）
訪問介護
訪問型サービス（独自）
訪問型サービス（独自／定率）
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
訪問介護
訪問型サービス（独自）
訪問型サービス（独自／定率）
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設

高島市

短期入所生活介護

高島市

介護予防短期入所生活介護

高島市
高島市
高島市
高島市
高島市

短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市

事業所住所
滋賀県高島市新旭町藁園2603番地

事業所電話番号
0740-25-8200

事業所FAX番号
0740-25-8298

申請者名
社会福祉法人 新旭みのり会

朽木小規模特別養護老人ホームやまゆりの里ショートステイ 滋賀県高島市朽木市場６５６番地

0740-38-8030

0740-38-8035

社会福祉法人ゆたか会

朽木小規模特別養護老人ホームやまゆりの里
朽木デイサービスセンター
朽木ホームヘルパーステーション
朽木デイサービスセンター
朽木デイサービスセンター
社会福祉法人たかしま会訪問介護事業所
短期入所施設あっとほーむ萩
短期入所施設あっとほーむ萩
高島市社会福祉協議会きらり今津北
高島市社会福祉協議会きらり今津北
高島市社会福祉協議会きらり今津北
高島市社会福祉協議会きらり今津北
高島市社会福祉協議会きらり今津北
高島市社会福祉協議会きらり今津北
高島市社会福祉協議会きらり高島
高島市社会福祉協議会きらり高島
高島市社会福祉協議会きらり高島
ショートステイ さわのかぜ
ショートステイ さわのかぜ
こころいちばんホームヘルプサービス
こころいちばんホームヘルプサービス
こころいちばんホームヘルプサービス
短期入所施設ニューサンライズ（ユニット型）
短期入所施設ニューサンライズ（ユニット型）
特別養護老人ホームふじの里なごみの家
地域密着型小規模特別養護老人ホーム ショートステイやま
ゆりの里
地域密着型小規模特別養護老人ホーム ショートステイやま
ゆりの里
桜美林シューレ高島
小規模多機能型居宅介護事業所 陽だまり
小規模多機能型居宅介護事業所 陽だまり
高島市社会福祉協議会きらりマキノ
高島市社会福祉協議会きらりマキノ

滋賀県高島市朽木村市場６５６番地
滋賀県高島市朽木市場６５６番地
滋賀県高島市朽木市場６５６番地
滋賀県高島市朽木市場６５６番地
滋賀県高島市朽木市場６５６番地
滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地
滋賀県高島市勝野1-2
滋賀県高島市勝野1-2
滋賀県高島市今津町桂830番地1
滋賀県高島市今津町桂830番地1
滋賀県高島市今津町桂830番地1
滋賀県高島市今津町桂830番地1
滋賀県高島市今津町桂830番地1
滋賀県高島市今津町桂830番地1
滋賀県高島市勝野680番地
滋賀県高島市勝野215番地
滋賀県高島市勝野215番地
滋賀県高島市マキノ町沢１７９１番地１
滋賀県高島市マキノ町沢１７９１番地１
滋賀県高島市今津町住吉２丁目１１番２
滋賀県高島市今津町住吉２丁目１１番２
滋賀県高島市今津町住吉２丁目１１番２
滋賀県高島市新旭町藁園2603
滋賀県高島市新旭町藁園2603
滋賀県高島市安曇川町下小川3220番地1

0740-38-8030
0740-38-8030
0740-38-8030
0740-38-8030
0740-38-8030
0740-28-8008
0740-36-0122
0740-36-0122
0740-22-8211
0740-22-8211
0740-22-8211
0740-22-8211
0740-22-8211
0740-22-8211
0740-36-1998
0740-36-8220
0740-36-8220
0740-27-8020
0740-27-8020
0740-22-5561
0740-22-5561
0740-22-5561
0740-25-8288
0740-25-8288
0740-32-4165

0740-38-8035
0740-38-8035
0740-38-8035
0740-38-8035
0740-38-8035
0740-28-0075
0740-36-0181
0740-36-0181
0740-22-8212
0740-22-8212
0740-22-8212
0740-22-8212
0740-22-8212
0740-22-8212
0740-36-2023
0740-36-8221
0740-36-8221
0740-27-8088
0740-27-8088
0740-22-5579
0740-22-5579
0740-22-5579
0740-25-8298
0740-25-8298
0740-32-3236

社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人たかしま会
社会福祉法人 新旭みのり会
社会福祉法人 新旭みのり会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人 ゆたか会
社会福祉法人 ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人 新旭みのり会
社会福祉法人 新旭みのり会
社会福祉法人光養会

滋賀県高島市朽木市場６５６番地

0740-38-8030

0740-38-8035

社会福祉法人ゆたか会

滋賀県高島市朽木市場６５６番地

0740-38-8030

0740-38-8035

社会福祉法人ゆたか会

滋賀県高島市新旭町北畑525番2
滋賀県高島市今津町南新保1番地18
滋賀県高島市今津町南新保1番地18
滋賀県高島市マキノ町新保１０９５
滋賀県高島市マキノ町新保１０９５

0740-28-7666
0740-22-2321
0740-22-2321
0740-27-1700
0740-27-1700

0740-25-5022
0740-22-2327
0740-22-2327
0740-27-8058
0740-27-8058

社会福祉法人清水安三記念福祉会
社会福祉法人たかしま会
社会福祉法人たかしま会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会

あっとほーむ萩

滋賀県高島市勝野1-2

0740-36-0122

0740-36-0181

社会福祉法人 新旭みのり会

えがお屋本舗宿鴨店
えがお屋本舗宿鴨店
小規模多機能型居宅介護事業所 さわの風

滋賀県高島市鴨2212番地
滋賀県高島市鴨2212番地
滋賀県高島市マキノ町沢1791番地1

0740-20-1112
0740-20-1112
0740-27-8020

0740-20-1114
0740-20-1114
0740-27-8088

社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人 ゆたか会

地域密着型小規模特別養護老人ホーム さわの風

滋賀県高島市マキノ町沢1791番地1

0740-27-8020

0740-27-8088

社会福祉法人 ゆたか会

小規模多機能型居宅介護事業所 さわの風

滋賀県高島市マキノ町沢1791番地1

0740-27-8020

0740-27-8088

社会福祉法人 ゆたか会
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市町名
高島市
高島市

東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市

サービス種類名
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
訪問介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所型サービス（独自／定率）
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

東近江市

訪問介護

東近江市

通所介護

東近江市

訪問型サービス（独自）

東近江市

通所型サービス（独自／定率）

東近江市
東近江市

通所介護
通所型サービス（独自／定率）

高島市
高島市
高島市
高島市
高島市
高島市

事業所名
えがお屋本舗下古賀店
えがお屋本舗下古賀店

事業所住所
滋賀県高島市安曇川町下古賀1255番地
滋賀県高島市安曇川町下古賀1255番地

事業所電話番号
0740-20-1352
0740-20-1352

事業所FAX番号
0740-20-1791
0740-20-1791

申請者名
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会

地域密着型小規模特別養護老人ホーム やまゆりの里

滋賀県高島市朽木市場656番地

0740-38-8030

0740-38-8035

社会福祉法人 ゆたか会

えがお屋本舗上弘部店
えがお屋本舗上弘部店
萩の浜荘 小規模多機能型介護事業所
萩の浜荘 小規模多機能型介護事業所

滋賀県高島市今津町上弘部４３８番地２
滋賀県高島市今津町上弘部４３８番地２
滋賀県高島市勝野1-79
滋賀県高島市勝野1-79

0740-28-7525
0740-28-7525
0740-28-7010
0740-28-7010

0740-22-8180
0740-22-8180
0740-28-7011
0740-28-7011

社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会
社会福祉法人 日野友愛会
社会福祉法人 日野友愛会

桜美林シューレ高島

滋賀県高島市新旭町北畑525番地2

0740-28-7666

0740-25-5022

社会福祉福祉法人 清水安三記念福祉会

リハビリセンターあゆみ のとがわ訪問介護事業所
ショートステイセンター 玉園ハイム
特別養護老人ホーム 玉園ハイム
東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターハートピア
カルナ ホームヘルプサービス
デイサービスセンターカルナハウス
ショートステイカルナハウス
介護老人福祉施設カルナハウス
ショートステイカルナハウス
デイサービスセンターカルナハウス
デイサービスセンターカルナハウス
社会福祉法人八幸会こぼしデイサービスセンター
ショートステイこぼしの家
介護老人福祉施設 こぼしの家
ショートステイこぼしの家
清水苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 清水苑
特別養護老人ホーム 清水苑
特別養護老人ホーム 清水苑
もみじデイサービスセンター
もみじ短期入所生活介護
介護老人福祉施設もみじ
もみじ短期入所生活介護
菊水園デイサービスセンター
菊水園ショートステイセンター
特別養護老人ホーム菊水園
東近江市社会福祉協議会ヘルパーステーションゆうあいの
家
東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターゆうあいの
家
東近江市社会福祉協議会ヘルパーステーションゆうあいの
家
東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターゆうあいの
家
東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターじゅぴあ
東近江市社会福祉協議会デイサービスセンターじゅぴあ

滋賀県東近江市新宮町558
滋賀県東近江市尻無町１１７０番地３
滋賀県東近江市尻無町１１７０番地３
滋賀県東近江市今崎町21番地1
滋賀県東近江市建部下野町797
滋賀県東近江市建部下野町797
滋賀県東近江市建部下野町797番地
滋賀県東近江市建部下野町797番地
滋賀県東近江市建部下野町797番地
滋賀県東近江市建部下野町797
滋賀県東近江市建部下野町797
滋賀県東近江市市辺町3477
滋賀県東近江市市辺町3477
滋賀県東近江市市辺町3477
滋賀県東近江市市辺町3477
滋賀県東近江市五個荘川並町268番地
滋賀県東近江市五個荘川並町268番地
滋賀県東近江市五個荘川並町268番地
滋賀県東近江市五個荘川並町268番地
滋賀県東近江市永源寺高野町431-2
滋賀県東近江市永源寺高野町431-2
滋賀県東近江市永源寺高野町４３１－２
滋賀県東近江市永源寺高野町431-2
滋賀県東近江市下里町789番地
滋賀県東近江市下里町７８９番地
滋賀県東近江市下里町789番地

0748-42-3355
0748-23-6886
0748-23-6886
0748-24-2940
0748-23-3250
0748-23-3250
0748-23-3250
0748-23-3250
0748-23-3250
0748-23-3250
0748-23-3250
0748-20-0511
0748-20-0511
0748-20-0511
0748-20-0511
0748-48-5000
0748-48-5000
0748-48-5000
0748-48-5000
0748-27-2040
0748-27-2031
0748-27-2031
0748-27-2031
0749-45-1518
0749-45-1518
0749-45-1518

0748-42-0111
0748-23-6887
0748-23-6887
0748-24-1313
0748-22-3250
0748-22-3250
0748-22-3250
0748-22-3250
0748-22-3250
0748-22-3250
0748-22-3250
0748-20-0575
0748-20-0575
0748-20-0575
0748-20-0575
0748-48-6100
0748-48-6100
0748-48-6100
0748-48-6100
0748-27-2032
0748-27-2032
0748-27-2032
0748-27-2032
0749-45-1532
0749-45-1532
0749-45-1532

社会福祉法人 真寿会
社会福祉法人布引会
社会福祉法人布引会
社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人 八幸会
社会福祉法人 八幸会
社会福祉法人 八幸会
社会福祉法人 八幸会
社会福祉法人六心会
社会福祉法人六心会
社会福祉法人六心会
社会福祉法人六心会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人 八起会
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人恵泉会

滋賀県東近江市永源寺高野町437番地

0748-27-2066

0748-27-2067

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

滋賀県東近江市永源寺高野町437

0748-27-2066

0748-27-2067

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

滋賀県東近江市永源寺高野町437番地

0748-27-2066

0748-27-2067

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

滋賀県東近江市永源寺高野町437

0748-27-2066

0748-27-2067

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

滋賀県東近江市妹町29番地
滋賀県東近江市妹町29番地

0749-46-2044
0749-46-2044

0749-46-8066
0749-46-8066

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
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市町名
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市

サービス種類名
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
通所型サービス（独自／定率）
訪問介護
訪問型サービス（独自）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所型サービス（独自／定率）
訪問介護
訪問型サービス（独自）
短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

東近江市

小規模多機能型居宅介護

東近江市

介護予防小規模多機能型居宅介護

東近江市
東近江市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市

地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護

米原市

通所介護

米原市

通所介護

米原市

地域密着型通所介護

米原市

地域密着型通所介護

米原市

通所介護

米原市

地域密着型通所介護

米原市

地域密着型通所介護

米原市

地域密着型通所介護

米原市
米原市
米原市
米原市

通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

東近江市
東近江市

事業所名
能登川園デイサービスセンター
特別養護老人ホーム能登川園 短期入所生活介護
特別養護老人ホーム能登川園
東近江市社会福祉協議会 デイサービスセンターあさひの
東近江市社会福祉協議会 デイサービスセンターあさひの
東近江市社会福祉協議会 ヘルパーステーションなごみ
東近江市社会福祉協議会 ヘルパーステーションなごみ
沖野原デイサービス
沖野原ショートステイ
特別養護老人ホーム 沖野原
沖野原ショートステイ
沖野原デイサービス
東近江市社会福祉協議会 ヘルパーステーションせせらぎ
東近江市社会福祉協議会 ヘルパーステーションせせらぎ
小規模特別養護老人ホームのとがわ 短期入所生活介護
きいとショートステイ
きいとショートステイ
東近江市社会福祉協議会小規模多機能型居宅介護事業所
かじやの里の新兵衛さん
東近江市社会福祉協議会小規模多機能型居宅介護事業所
かじやの里の新兵衛さん

事業所住所
滋賀県東近江市新宮町547
滋賀県東近江市新宮町547
滋賀県東近江市新宮町547
滋賀県東近江市鋳物師町708番地1
滋賀県東近江市鋳物師町708番地1
東近江市乙女浜町1405番地
滋賀県東近江市猪子町124番地
滋賀県東近江市沖野３丁目１０番１８号
滋賀県東近江市沖野３丁目１０番１８号
滋賀県東近江市沖野三丁目10-18
滋賀県東近江市沖野３丁目１０番１８号
滋賀県東近江市沖野３丁目１０番１８号
滋賀県東近江市市子川原町676番地
滋賀県東近江市市子川原町676番地
滋賀県東近江市新宮町３１６番１
滋賀県東近江市五個荘山本町４４７番地３４
滋賀県東近江市五個荘山本町４４７番地３４

事業所電話番号
0748-42-7025
0748-42-7025
0748-42-7025
0748-55-8501
0748-55-8501
0748-43-0597
0748-42-8706
0748-22-7555
0748-22-7555
0748-22-7555
0748-22-7555
0748-22-7555
0748-55-4895
0748-55-4895
0748-42-3377
0748-48-7501
0748-48-7501

事業所FAX番号
0748-42-7026
0748-42-7026
0748-42-7026
0748-55-5601
0748-55-5601
0748-43-0596
0748-42-8711
0748-22-7557
0748-22-7557
0748-22-7557
0748-22-7557
0748-22-7557
0748-55-4570
0748-55-4570
0748-42-5000
0748-48-7502
0748-48-7502

申請者名
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

滋賀県東近江市佐野町３５番地

0748-42-8377

0748-42-8377

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

滋賀県東近江市佐野町３５番地

0748-42-8377

0748-42-8377

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

小規模特別養護老人ホームのとがわ

滋賀県東近江市新宮町３１６番地１

0748-42-3377

0748-42-5000

社会福祉法人 真寿会

地域密着型特別養護老人ホームきいと

滋賀県東近江市五個荘山本町４４７番地３４

0748-48-7501

0748-48-7502

社会福祉法人六心会

小規模多機能型居宅介護 しんぐう
小規模多機能型居宅介護 しんぐう
坂田デイサービスセンター
社会福祉法人青祥会坂田青成苑ショートステイ
特別養護老人ホーム坂田青成苑
社会福祉法人青祥会坂田青成苑ショートステイ
山東デイサービスセンター
社会福祉法人米原市社会福祉協議会 デイサービスセン
ター愛らんど
社会福祉法人米原市社会福祉協議会 デイサービスセン
ターゆめホール
社会福祉法人米原市社会福祉協議会 デイサービスセン
ター行こ家のとせ
社会福祉法人米原市社会福祉協議会 デイサービスセン
ター寄ろ家うかの
スマイルデイサービスセンター
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 あったかほーむか
せの
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 北部デイサービス
センターきたで～
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 東部デイサービス
センターはびろ
デイサービスセンターやすらぎハウス
スマイルショートステイ
特別養護老人ホームスマイル
スマイルショートステイ

滋賀県東近江市新宮町323番地1
滋賀県東近江市新宮町323番地1
滋賀県米原市野一色１１３６
滋賀県米原市野一色1136番地
滋賀県米原市野一色1136番地
滋賀県米原市野一色1136番地
滋賀県米原市長岡１０５０－１
滋賀県米原市春照５６番地米原市伊吹健康プラ
ザ愛らんど内

0748-42-8233
0748-42-8233
0749-55-3511
0749-55-3511
0749-55-3511
0749-55-3511
0749-55-7188

0748-42-8230
0748-42-8230
0749-55-3578
0749-55-3578
0749-55-3578
0749-55-3578
0749-55-7189

社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

0749-58-1770

0749-58-2231

社会福祉法人米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市三吉５７０番地

0749-54-3110

0749-54-3115

社会福祉法人米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市能登瀬１２９４－３行こ家のとせ内

0749-54-8188

0749-54-8189

社会福祉法人米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市宇賀野５９０番地寄ろ家うかの内

0749-52-6880

0749-52-6880

社会福祉法人米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市寺倉６０３番地の３

0749-54-8204

0749-54-8213

社会福祉法人 近江薫風会

米原市加勢野５２５－２

0749-55-3738

0749-55-3738

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市大久保８８５

0749-58-8010

0749-58-8010

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市柏原２２０２

0749-57-1800

0749-57-1800

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

滋賀県米原市顔戸２１－２
滋賀県米原市寺倉603番地の1
滋賀県米原市寺倉603番地の1
滋賀県米原市寺倉603番地の1

0749-52-1470
0749-54-8201
0749-54-8201
0749-54-8201

0749-52-5294
0749-54-8211
0749-54-8211
0749-54-8211

社会福祉法人大樹会
社会福祉法人 近江薫風会
社会福祉法人 近江薫風会
社会福祉法人 近江薫風会
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真寿会
真寿会
真寿会
東近江市社会福祉協議会
東近江市社会福祉協議会
東近江市社会福祉協議会
東近江市社会福祉協議会
日野友愛会
日野友愛会
日野友愛会
日野友愛会
日野友愛会
東近江市社会福祉協議会
東近江市社会福祉協議会
真寿会
六心会
六心会

真寿会
真寿会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会
青祥会

市町名
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
蒲生郡日野町
蒲生郡日野町
蒲生郡日野町
蒲生郡日野町
蒲生郡日野町
蒲生郡日野町

サービス種類名
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居
宅介護）
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

蒲生郡日野町 訪問介護
蒲生郡日野町
蒲生郡竜王町
蒲生郡竜王町
蒲生郡竜王町
蒲生郡竜王町
蒲生郡竜王町

小規模多機能型居宅介護
訪問介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護
通所介護

蒲生郡竜王町 訪問介護
蒲生郡竜王町
蒲生郡竜王町
愛知郡愛荘町
愛知郡愛荘町
愛知郡愛荘町
愛知郡愛荘町

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護予防短期入所生活介護

事業所名
社会福祉法人米原市社会福祉協議会いをぎの家
社会福祉法人米原市社会福祉協議会いをぎの家
ほっとひだまり
ほっとひだまり
ひだまり

事業所住所
滋賀県米原市岩脇24番地１
滋賀県米原市岩脇24番地１
滋賀県米原市一色458番地1
滋賀県米原市一色458番地1
滋賀県米原市一色458番地2

事業所電話番号
0749-52-6006
0749-52-6006
0749-54-2277
0749-54-2277
0749-54-2277

事業所FAX番号
0749-52-6006
0749-52-6006
0749-54-2299
0749-54-2299
0749-54-2299

申請者名
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会
社会福祉法人ひだまり
社会福祉法人ひだまり
社会福祉法人ひだまり

地域密着型特別養護老人ホーム わが家ひだまり

滋賀県米原市本郷603番1

0749-55-3131

はなれひだまり

滋賀県米原市本郷603番地1

0749-55-3131

0749-55-8686

社会福祉法人ひだまり

笑みの家ひだまり

滋賀県米原市能登瀬1322番地1

0749-55-3131

0749-55-8686

社会福祉法人ひだまり

デイサービスセンター 誉の松
特別養護老人ホーム 誉の松
特別養護老人ホーム 誉の松
特別養護老人ホーム 誉の松
特別養護老人ホーム白寿荘
特別養護老人ホーム 白寿荘
社会福祉法人 日野町社会福祉協議会 ホームヘルパース
テーションひだまり
白寿荘小規模多機能ホーム さくらの里
ヘルパーステーション万葉の里
社会福祉法人雪野会 ショートステイ万葉の里
社会福祉法人雪野会 特別養護老人ホーム万葉の里
社会福祉法人雪野会 ショートステイ万葉の里
社会福祉法人雪野会 第２デイサービス万葉の里
社会福祉法人竜王町社会福祉協議会 指定訪問介護事業
所
小規模多機能山かがみ
小規模多機能山かがみ
デイサービスセンターやまびこ
やまびこショートステイ
指定介護老人福祉施設 やまびこ
やまびこショートステイ

滋賀県蒲生郡日野町深山口524
滋賀県蒲生郡日野町大字深山口524番地
滋賀県蒲生郡日野町深山口524番地
滋賀県蒲生郡日野町大字深山口524番地
滋賀県蒲生郡日野町松尾359番地
滋賀県蒲生郡日野町松尾359番地

0748-53-0261
0748-53-0261
0748-53-0261
0748-53-0261
0748-52-5616
0748-52-5616

0748-53-0611
0748-53-0611
0748-53-0611
0748-53-0611
0748-52-5655
0748-52-5655

社会福祉法人日野友愛会
社会福祉法人日野友愛会
社会福祉法人日野友愛会
社会福祉法人日野友愛会
社会福祉法人 湖東会
社会福祉法人 湖東会

滋賀県蒲生郡日野町上野田２７３番地の２

0748-52-5556

0748-52-5544

社会福祉法人 日野町社会福祉協議会

滋賀県蒲生郡日野町大字蓮花寺382番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上6068番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上６３２番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上６３２番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上６３２番地
滋賀県蒲生郡竜王町山之上6068番地

0748-53-8677
0748-57-2106
0748-57-2100
0748-57-2100
0748-57-2100
0748-57-2106

0748-53-8676
0748-57-2107
0748-57-2105
0748-57-2105
0748-57-2105
0748-57-2107

社会福祉法人 湖東会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人雪野会

滋賀県蒲生郡竜王町小口４－１

0748-58-1475

0748-58-3739

社会福祉法人竜王町社会福祉協議会

0748-58-5066
0748-58-5066
0749-37-8532
0749-37-8532
0749-37-8532
0749-37-8532

0748-58-5067
0748-58-5067
0749-37-8535
0749-37-8535
0749-37-8535
0749-37-8535

社会福祉法人雪野会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会
社会福祉法人 青祥会

0749-37-8063

0749-37-4343

社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会

0749-47-3200

0749-42-7711

社会福祉法人 日野友愛会

社会福祉法人ひだまり

愛知郡愛荘町 訪問介護

愛荘町社会福祉協議会 訪問介護事業所

愛知郡愛荘町 通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生
愛知郡愛荘町
活介護
犬上郡豊郷町 通所介護

デイサービスセンター 長野の里

滋賀県蒲生郡竜王町鏡５８７－２
滋賀県蒲生郡竜王町鏡５８７－２
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1235
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1235番地
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1235番地
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1235番地
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1216番地1愛荘町立
福祉センター ラポール秦荘いきいきセンター
滋賀県愛知郡愛荘町長野1499

特別養護老人ホーム 長野の里

滋賀県愛知郡愛荘町長野1499番地

0749-47-3200

0749-42-7711

社会福祉法人 日野友愛会

社会福祉法人豊郷町社会福祉協議会通所介護事業所

0749-35-8056

0749-35-5234

社会福祉法人豊郷町社会福祉協議会

犬上郡多賀町 通所介護

ハートフルデイサービスセンター

0749-48-2610

0749-48-2602

社会福祉法人湖東会

犬上郡多賀町 短期入所生活介護

特別養護老人ホームいぬかみ ショートステイ

0749-48-2600

0749-48-2602

社会福祉法人湖東会

犬上郡多賀町 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム いぬかみ

0749-48-2600

0749-48-2602

社会福祉法人湖東会

犬上郡多賀町 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームいぬかみ ショートステイ

0749-48-2600

0749-48-2602

社会福祉法人湖東会

犬上郡多賀町 通所介護
犬上郡多賀町 短期入所生活介護
犬上郡多賀町 介護予防短期入所生活介護

滋賀県犬上郡豊郷町四十九院1252
滋賀県犬上郡多賀町中川原605-2犬上ハートフ
ルセンター内
滋賀県犬上郡多賀町中川原605番地の2犬上
ハートフルセンター内
滋賀県犬上郡多賀町中川原605番地の2犬上
ハートフルセンター内
滋賀県犬上郡多賀町中川原605番地の2犬上
ハートフルセンター内
滋賀県犬上郡多賀町佐目675
滋賀県犬上郡多賀町佐目675
滋賀県犬上郡多賀町佐目675

通所介護施設 多賀清流の里
短期入所生活介護施設 多賀清流の里
予防短期入所生活介護施設 多賀清流の里
社会福祉法人 達真会 特別養護老人ホーム 多賀清流の
滋賀県犬上郡多賀町大字佐目675番地
里

0749-49-8030
0749-49-8030
0749-49-8030

0749-49-8033
0749-49-8033
0749-49-8033

社会福祉法人 達真会
社会福祉法人 達真会
社会福祉法人 達真会

0749-49-8030

0749-49-8033

社会福祉法人 達真会

犬上郡多賀町 介護老人福祉施設
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