H31.3 現在

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者や

その家族を社会全体で支えていく仕組みです。
※事業所の番号は地図の番号と同じです。

高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域で生活ができるように支援するた
めの拠点です。介護に関する悩みや心配事の他、健康や福祉、医療に関するさま
ざまな支援を行っています。

❶ 富士河口湖町地域包括支援センター
（富士河口湖町役場 健康増進課内）
富士河口湖町船津1700

☎72-6037

❷はるみさん家

船津1190‑3

☎72‑0803

☆緊急対応は、24時間転送電話で対応できます。
介護支援専門員二人で業務にあたり、事例検討や会議などで問題解決を行っています。

❸ケアセンター こころ

船津1246‑1

☎73‑3058

☆デイサービスとショートステイを併設しているので退院後の緊急時にも医療機関とも
連携し、迅速に対応できます。時間外の相談も対応します。

船津2091-2 Sビル1階A号室

☎83‑3551

❻カイ虎の門居宅介護支援センター

船津6887

☎72‑6373

☆介護老人保健施設はまなす・フジ河口湖クリニックと併設しているため、施設や医療との
連携がスムーズです。4名体制で男性3名です。

❼富士河口湖町デイサービスセンター ふれ愛

小立2487

☎72‑8514

☆町社会福祉協議会の運営による居宅介護支援事業所なので、介護保険以外の福祉サー
ビス利用に関しても直接対応できます。

❽オーク介護支援センター

小立4012‑1

☎83‑5670

☆年末年始の6日間を除き年中無休で24時間対応します。介護支援専門員（男女8名）
歯科医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士の資格を有し、様々なニーズに対応します。

❾こだちケアプランセンター

小立6815‑2‑シェスタ河口湖Ⅱ‑404

☎28‑7307

☆ご本人やご家族の意向を汲み、細やかな対応を心がけています。

勝山1223‑5

☎83‑2470

☆同法人に福祉用具貸与,販売事業所あり、連携してタイムリーに支援します。
まごころこめた支援をします。

☎73‑2800

☆様々なリハビリ職が連携し、質の高いリハビリテーションを提供します。ＡＤＬ動作（起居
動作、歩行）から、ＩＡＤＬ（買い物、車の運転など）と幅広くご相談に応じます。言語聴覚
士による訪問リハビリテーションを開始しています。

通所リハビリテーション事業所
◎介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能
訓練などが受けられます。
⓮介護老人保健施設 はまなす

船津6901

☎83‑3285

☆活動支援として、畑・調理・外出・買い物等多職種で行い、地域とのかかわりを重視し
ています。言語聴覚士による言語訓練や飲み込みの評価や訓練も実施しています。

⓯健康科学大学クリニック

小立2487

☎73‑2800

船津6663‑1

☎72‑8822

通所介護事業所（デイサービス）
◎施設に通って食事や入浴などの介護や機能訓練が
日帰りで受けられます。
❷デイサービスセンター はるみさん家

船津1190‑3

☎72‑0803

☆2019年6月に新しい建物に変わります。やわらかくあたたかな空間で家庭的な時間
が過ごせるよう心がけていきます。昼食・おやつはできる限り地産の食材を使い手作
りで提供しています。

船津1246‑1

☎73‑3058

❺デイサービス はぴねす

船津6809‑1

☎72‑5024

❻通所介護センター ラベンダー

船津6887

☆機能訓練に特化し、個別機能訓練を重視し、残存機能の維持向上に努めます。
レクリエーションや制作活動も取り入れています。

☆個別機能訓練には特に力を入れて取り組んでいます。デイサービスへ通所する目的意
識を持っていただき生活が豊かになるよう支援していきます。

訪問介護事業所（ホームヘルパー）

☎83‑3285

☆介護保険施設併設のため、医療行為の必要な方にも対応しています。リハビリスタッフに
よる指導や地域への外出行事・創作活動への支援にも力を入れています。

◎日常生活の手助けをしてもらう。

❼富士河口湖町デイサービスセンター ふれ愛

小立2487

☎72‑8515

❽デイサービス たんぽぽ

小立4012‑1

☎73‑3511

⓱倶楽部 暖

船津7522

⓲デイサービス 四つ葉のクローバー

河口2818

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護（食事・入浴・排泄のお世
話等）や生活援助（掃除・洗濯・買い物・調理等）を受けられます。

☆町内唯一の寝たまま入れる特殊浴槽を完備しています。

❹セントケア河口湖

☆軽度者から重度者まで丁寧に対応いたします。看護師が常駐していますので医療行為
の必要な方もご利用いただけます。

船津2091-2 Sビル1階A号室

☎83‑3551

☆お客様の想いに寄りそったサービスを提供します。

❻はまなす訪問介護センター

船津6887

☎83‑3285

☆利用者本位のサービスを丁寧に行うことをモットーにさせていただきます。併設の介護
老人保健施設はまなす・フジ河口湖クリニックの協力を得て専門性の高いサービスが
充実しています。

⓫ひまわり

小立8003‑2

☎73‑8581

☆利用者様の希望にできるだけ答え、安心して生活していただける環境を提供できるよう
に企業努力をしています。

⓬訪問介護サービス らいふケア

小立456

☎75‑2378

☆急なサービス（追加）にも対応しています。難病や感染症の研修を終了しているスタッフ
がいます。

⓭ライフサポート すばる

☆利用希望の曜日や時間等に柔軟に対応ができます。

河口782‑2

☎75‑1419

☎72‑3660

☆ご家庭での生活機能の向上を目的とした個別性を重視した機能訓練に力を入れています。

☎73‑9011

☆少人数のアットホームなデイサービスです。介護フットケアによる爪の手入れやマッサージ
により転倒予防に努めています。

⓳デイサービス こうみ

勝山619

☎73‑8777

☆365日年中無休でサービスを提供しております。介護保険外での夜間サービスも行っ
ております。

⓴リハビリデイサービス 元気丸

長浜2410

☎73‑8500

☆退院後の歩行の衰えの回復やマッサージサービス、エアロバイク等による身体機能の
強化を図ります。口腔ケアにより口腔機能の向上も図っています。

小規模多機能型居宅介護支援事業所
◎通い・訪問・泊まりなどを組み合わせたサービスを受ける。
小 規 模 な 住 宅 型 の 施 設 へ の「 通 い」を 中 心 に 、自 宅 に 来 てもらう「 訪
問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

❼富士河口湖町小規模多機能型居宅介護事業所 ゆとり
小立2487

☎72‑8513

☆365日24時間、利用者様に合わせた個別ケアを中心に必要な支援を提供しています。

介護老人保健施設
◎介護やリハビリが中心の施設。
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。
医学的な管理のもとで介護や看護・リハビリを受けて、家庭への復帰を目指
します。

⓮介護老人保健施設 はまなす

船津6901

☎83‑3285

☆他施設にて対応困難な方(重度認知症・医療ニーズの高い方)でも積極的に受け入れて
います。在宅復帰を目指したリハビリに力を入れています。

福祉用具貸与事業所
◎自立した生活をおくるための福祉用具を借りる。
対象とされている福祉用具の貸し出しを受けることができます。

❺ケアショップ まるやま

勝山1223‑5

☎83‑2470

☆居宅介護支援事業所を併設し、女性相談員が丁寧に対応させていただきます。

24（有）エフ・ライン

ワタトウ

船津3100‑5

☎72‑0861

☆困った時にすぐ対応、それぞれのライフスタイルにあった提案で快適で便利な環境を
サポートします。使い方やお手入れ、点検などのアフターフォローもしっかりします。

短期入所療養介護事業所（医療型ショートステイ）

25

◎医療の助けの必要な方が一時的に施設に泊まる。
介護老人福祉施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓
練が受けられます。

⓮介護老人保健施設 はまなす

船津6901

☎83‑3285

短期入所生活支援事業所（ショートステイ）
◎自宅で介護を受けている方が一時的に施設に泊まる。
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓
練が受けられます。

❸ショートステイ こころ

船津1246‑1

☎73‑3058

☆身体的・精神的介護負担の軽減・緊急時対応・集団体操・生活リハビリでの機能維持
を図ります。

❻ショートステイ スマイル

船津6887

☎83‑3285

☆介護老人保健施設、クリニックを併設し、通所サービスとの併用も可能であり、医療ニー
ズの高い方や認知症の方についても地域のニーズに沿ったサービスの提供をします。

自宅から移り住んで利用する

自宅を訪問してもらう

❸ケアセンター こころ

☆利用者の生活を尊重し、これまで経験した事のある役割を持っていただくなど自立し
た日常生活を送ることができるようそれぞれに合ったきめ細やかな専門的な認知症ケア
を提供しています。施設内は鍵もかけずにのびのび自由に過ごせます。

☆空床ベッドでの受け入れになります。リハビリ希望、医療ニーズの高い方の受け入れ
を行っています。

☆専門職による個別のリハビリテーションを提供（約20〜30分）し、集団体操や自主練習
など個々のニーズに合わせて専門職のアドバイスの充実を図っています。

自宅から移り住んで利用する

❿ケアプラン まるやま

小立2487

☆経営母体が病院であることから急な容体変化にも迅速な対応ができます。医師をはじ
め専門職と連携し対応します。

☎72‑8157

☆看護師のケアマネージャーなので、医療と介護の連携がスムーズに行え、１５年以上の
実務経験をもとに、より専門的に柔軟に援助を提供します。

☎83‑3285

☎73‑3511

認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
◎認知症の方が施設で共同生活を送る。
認知症と診断された高齢者が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護、
機能訓練が受けられます。
21 グループホーム

はまなす

船津2207

☎83‑3310

☆家庭的な雰囲気の中、利用者の個性を生かしながら日常生活をサポートさせて頂い
ています。また、地域の方々との交流の機会にも参加しています。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業所
◎地域の小規模な生活介護が中心の施設。
小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理を受けら
れます。
22 地域密着型特別養護老人ホーム

なでしこ

船津2210

☎72‑5600

☆地域とのつながりや外出支援に力を入れております。施設での生活が地域の中から
離れないように開けた施設運営を目指しています。

富士観光開発（株）生活設備部福祉用具課

船津3172

☎72‑2811

☆甲府にも営業所があり、国中エリアも営業しております。迅速な対応、懇切丁寧を
モットーとしております。

自宅を訪問してもらう

船津6809‑1

施設に通って利用する

❺居宅介護支援 はぴねす

⓯健康科学大学クリニック

⓰山梨赤十字病院
通所リハビリテーション あかまつ

☆お客様を支えるために、総合的なサービスの質を高めて「その人らしく」地域で住み
続けられるサポートをします。

船津6901

☆多職種でリハビリマネジメントを実施し、身体機能訓練・動作訓練・生活指導・環境の
アドバイス等を行なっています。言語聴覚士からの指導もできます。

短期間施設に泊まる

❹セントケア河口湖

⓮介護老人保健施設 はまなす

小立4012‑1

自宅を訪問してもらう

介護保険を利用する際、ケアプランを作成する必要があります。ケアマネー
ジャ―がケアプランを作成し、安心して介護サービスを利用できるように支
援します。

リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けられます。

短期間施設に泊まる

◎介護サービスの利用について相談する。

施設に通って利用する

ケアプランを作成する

居宅介護支援事業所

◎自宅でリハビリをする。

❽認知症対応型デイサービス 福寿草

生活する環境を整える

◎高齢者の総合相談窓口です。

訪問リハビリテーション事業所

通いを中心とした複合的なサービス

地 域 包括支援センター

自宅を訪問してもらう

在宅医療の
相談窓口

◎認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や
支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

介護保険施設に移り住む

施設に通って利用する

介護保険サービスの種類

認知症対応型通所介護事業所

訪問入浴介護事業所
◎自宅で入浴する。
自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
なごみ

23 (株)和

訪問入浴サービス富士吉田

船津4899

☎73‑1753

☆様々な身体状況に応じたサービスを提供いたします。シーツ交換(無料貸し出しサービ
ス)もしております。

訪問看護ステーション
26 富士北麓訪問看護ステーション

富士吉田市上吉田東5‑14‑17

☎22‑8852

☆小児から高齢者までの全ての方をベテランな看護師が対応いたします。

27 訪問看護リハビリステーション

かみよし

富士吉田市新西原1‑33‑1

☎73‑8800

☆看護師、リハビリスタッフによる訪問看護・リハビリを提供します。

介護保険適応外サービス
【地域包括ケア病棟】

◎急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が
必要な方が対象の施設です。

1 山梨赤十字病院
◆

船津6663‑1

☎72‑2222

☆運営主体が病院であり、急性期病棟も備わっているため、利用者の容態が悪化した場合でも
対応ができます。

【サービス付き高齢者向け住宅】

◎高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいとして、高齢者に
ふさわしい住環境を備え、専門家による安否確認や生活相談サービスが受け
られます。

2 高齢者住宅 なでしこ
◆

船津2210

☎72‑5600

☆介護老人施設に劣ることのない介護環境を目指し、外部事業者に委託し、訪問介護を実施する
体制をとるとともに定期的に入居者様の見守りを行い、転倒などの事故防止策に努めています。

【有料老人ホーム】

◎介護度が比較的軽度な方を対象に高齢者向けの居室と見守りを提供する施設
です。ケアプランに基づいて訪問介護などの介護保険サービスを受けられます。

3 オーキッド河口湖
◆

小立8003‑2

☎73‑8581

☆利用者様の希望にできるだけ答え、安心して生活していただける環境を提供できるように企業
努力をしています。

