総合事業 訪問サービス（２０２０．２．１現在）
事業所名・住所

介護型
(現行相当）

生活支援型
（サービスA)

○
○

1 ヘルパーステーション しおみ

支え合い型
（サービスB）

ＴＥＬ

ＦＡＸ

○

0256-61-5805

0256-61-5806

○

0256-66-4973

0256-66-4974

0256-94-7490

0256-92-0750

〒959-1226 燕市小牧２７４番地４
2 介護サービスみどり園 訪問介護事業所
〒959-1281 燕市杣木３００２番地８
3 ホームヘルプサービスひまわりの園

○

〒959-0242 燕市吉田大保町２５番１５号
4 老健ぶんすいヘルパーステーション

○

○

0256-91-3333

0256-97-1800

○

○

0256-46-0431

0256-46-0432

0256-77-8974

0256-77-8975

○

0256-64-2483

0256-64-4017

○

0256-98-5630

0256-98-5630

ＴＥＬ

ＦＡＸ

○

0256-61-6055

0256-66-1325

○

0256-66-0717

0256-66-0727

○

0256-61-2261

0256-66-2185

0256-61-6151

0256-63-8577

○

0256-61-0555

0256-61-0557

○

0256-61-6271

0256-61-6276

○

0256-63-8753

0256-63-8763

○

0256-61-1773

0256-61-1774

○

0256-47-1251

0256-47-1252

○

0256-46-8664

0256-46-8665

○

0256-92-3339

0256-93-5300

○

0256-92-0751

0256-92-0750

○

0256-94-0600

0256-94-0602

〒959-0113 燕市笈ヶ島１０４番地５
5 介護ステーションすみれ
〒959-1265 燕市道金４７３番地
6 ニチイケアセンター燕西

○

〒959-0116 燕市新興野１２番１８号
新興野・㈱ユニオン総業貸事務所１階Ｅ号室
7 燕市シルバー人材センター
〒959-1263 燕市大曲３０１５番地
8 ねっとわーくエプロン
〒959-0129 燕市地蔵堂本町３丁目１番１９号

総合事業 通所サービス（２０２０．２．１現在）
事業所名・住所
1 デイサービスセンターつばめ福寿園

介護型
(現行相当）

予防型 （サー 支え合い型
ビスA)
（サービスB）

〒959-1228 燕市佐渡７４５番地１
2 つばめ第２デイサービスセンター
〒959-1261 燕市秋葉町４丁目１２番２４号
3 つばめ第３デイサービスセンター
〒959-1263 燕市大曲２５２３番地１
4 デイサービスセンター白ふじの里

○

○

〒959-1263 燕市大曲２４７２番地１
5 ツクイ燕
〒959-1234 燕市南１丁目１４番１７号
6 つばめケアセンターそよ風
〒959-1283 燕市東太田６８１４
7 なごみケアセンター
〒959-1262 燕市水道町２丁目３番３８号
8 生活トレーニングデイサービス なごみの歩
〒959-1262 燕市水道町２丁目３番２９号
9 リハビリ・ホーム ひなたぼっこ
〒959-1273 燕市杉名６８番地１
10 リハビリ・ホーム ひだまり
〒959-1284 燕市杣木字居掛４７８番地
11 デイサービスセンター 太陽の園
〒959-0214 燕市吉田法花堂７４０番地
12 デイサービスセンター ひまわりの園
〒959-0242 燕市吉田大保町２５番１５号
13 ツクイ吉田宮小路デイサービス
〒959-0267 燕市吉田宮小路３０番地２１

総合事業 通所サービス（２０２０．２．１現在）
事業所名・住所
14 デイサービスセンター 吉田愛宕の園

介護型
(現行相当）

予防型 （サー 支え合い型
ビスA)
（サービスB）

ＴＥＬ

ＦＡＸ

○

0256-92-9911

0256-92-9988

○

0256-97-7111

0256-97-7100

○

0256-97-7111

0256-97-7100

0256-97-7117

0256-97-7119

○

0256-98-0700

0256-98-0750

○

0256-78-8787

0256-78-8790

○

0256-98-0002

0256-97-2123

○

0256-93-8888

0256-93-8800

0256-93-8888

0256-93-8800

0256-61-7010

0256-61-7011

○

0256-64-2483

0256-64-4017

○

0256-98-5630

0256-98-5630

○

0256-92-2650

○

0256-92-2046

0256‐92‐2046

○

0256-97-3103

0256-97-3103

〒959-0227 燕市粟生津８５５番地
15 デイサービスセンター 分水の里さくら
〒959-0133 燕市新堀２４７９番地２
16 デイサービスセンター 分水の里もみじ
〒959-0133 燕市新堀２４７９番地２
17 生きがい広場地蔵堂・デイサービス

○

○

〒959-0120 燕市分水栄町１番３号
18 デイサービスセンター 分水
〒959-0121 燕市地蔵堂本町３丁目１番２５号
19 デイサービスセンターラビット花はな
〒959-026１ 燕市吉田鴻巣１０６番地１
20 分水いちごの実デイサービス
〒959-0124 燕市五千石３２２３番地３
21 わんだふるらいふ
〒959-0264 燕市吉田６１１３番地１
22 わんだふる A DAY

○

〒959-0264 燕市吉田１６０２番地４
23 デイサービス ときわ燕

○

〒959-1223 燕市上児ノ木３９０
24 燕市シルバー人材センター
〒959-1263 燕市大曲３０１５番地
25 ねっとわーくエプロン
〒959-0129 燕市地蔵堂本町３丁目１番１９号
26 吉田学校町自治会
〒959-0252 燕市吉田学校町１０番２０号
27 ほっとくらぶ（下粟生津自治会）
〒959-0222 燕市下粟生津５１１
28 みんなの場所

※2020．2.22より開設

〒959-0119 燕市分水大武４丁目１番２２号

