
スルガケアサービス
御殿場事業所

〒412-0042
御殿場市萩原７７９－２８ 84-4709

フジ虎ノ門訪問介護ステーション
〒412-0045
御殿場市川島田１０７４－３ 88-2301

御殿場十字の園
訪問介護ステーション

〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 83-1999

ホームヘルパーステーション
（御殿場市社会福祉協議会）

〒412-0042
御殿場市萩原９８８－１ 70-6806

ヘルパーステーション富岳
〒412-0033
御殿場市神山１９２５－１１９３ 87-5550

ニチイケアセンター御殿場
〒412-0043
御殿場市新橋１４９１－１ 81-5011

労協御殿場地域福祉事務所
つばさ

〒412-0044
御殿場市杉名沢６６１－２ 78-7511

訪問介護・ほたる
〒412-0016
御殿場市六日市場３５５－５ 88-2707

きらら訪問介護ステーション
〒412-0043
御殿場市新橋８９６－１
コーポ南１０２

88-8611

ヘルパーステーション　おひさま
〒412-0045
御殿場市川島田１２９９番地の１０ 98-8233

ル・グランヘルパーステーション
御殿場

〒412‐0035
御殿場市中山１１０２ 87-3332

ケアステーションゆめ
〒412-0039
御殿場市竈５２４－４２ 88-8112

在宅介護センターアイケア御殿場
〒412-0042
御殿場市萩原４９６－４ 75-7807

ケアステーション　オレンジ
〒412-0027
御殿場市西田中５０番９号 84-1003

徳風園
〒410-1306
小山町上野１４４０－１ 76-3388

アイティ介護サービス
〒410-1317
小山町大胡田１０６３－４ 76-3322

ヤザキケアセンター　紙ふうせん
〒410-1107
裾野市御宿１５００ 055-965-0633

茶畑ヒルズ
〒410-1121
裾野市茶畑１４２８－１ 055-995-0011

スルガケアサービス
御殿場事業所

〒412-0042
御殿場市萩原７７９－２８ 84-4709

御殿場十字の園
〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 83-1999

訪問介護・ほたる
〒4120016
御殿場市六日市場３５５番地の５ 88-2707

ケアステーションゆめ
〒412-0039
御殿場市竈５２４－４２ 88-8112

アイティ介護サービス
〒410-1317
小山町大胡田１０６３－４ 76-3322

あすなろ
〒412-0045
御殿場市川島田１０７６－２ 88-0007

訪問介護（ホームヘルプ）

訪問リハビリテーション

訪問介護（介護タクシー）（要介護1～要介護5）

在宅サービス提供事業者一覧

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯買い物などの生活援助や身体介護をします。

ケアプランに組み込まれた定期受診に利用できます。

医師の診療にもとづき理学療法士、作業療法士、言語療法士が自宅を訪問して要介護者のリハビリテーションを行います。



アサヒサンクリーン
在宅介護センター御殿場

〒412-0042
御殿場市萩原６０３－１ 70-0800

アースサポート
沼津在宅サービスセンター

〒410-0056
沼津市高島町３０－７ 055-927-2500

総合福祉ツクイ　南足柄
〒250-0134
南足柄市雨坪４３９－１ 0465-71-1787

訪問看護ステーションごてんば
〒412-0043
御殿場市新橋１５８６－１ 83-1132

フジ虎ノ門訪問看護ステーション
〒412-0045
御殿場市川島田１０７４－３ 88-0216

訪問看護ステーション木の実　御殿場サテライト
〒412-0045
御殿場市川島田９８８－１
ドゥ・アーキテクツビル２階４

80-2800

一般財団法人神山復生会
訪問看護ステーションマリア

〒412-0033
御殿場市神山１９１０－８ 87-3861

斉藤医院
〒412-0035
御殿場市中山５４０ 87-0047

御殿場石川病院
〒412-0023
御殿場市深沢１２８５－２ 83-2424

富井医院
〒412-0039
御殿場市竈７０８－１ 84-3322

かみお呼吸器クリニック
〒412-0042
御殿場市萩原１１４２－３３ 82-3700

裾野訪問看護ステーション
〒410-1111
裾野市久根５３７－２ 055-995-3000

富士病院
〒412-0043
御殿場市新橋１７８４ 83-3333

御殿場石川病院
〒412-0023
御殿場市深沢１２８５－２ 83-2424

ファーマライズ薬局　萩原店
〒412-0042
御殿場市萩原５４９－１
フォンテーヌ並木１０６

82-6106

ファーマライズ薬局　ぐみ沢店
〒412-0041
御殿場市茱萸沢１１４３－５ 88-2705

富井医院
〒412-0039
御殿場市竈７０８－１ 84-3322

けやき薬局
〒412-0026
御殿場市東田中１４４６－１８ 81-5757

東部病院
〒412-0041
御殿場市茱萸沢１１８０－２ 89-8000

かみお呼吸器クリニック
〒412-0042
御殿場市萩原１１４２－３３ 82-3700

ウエルシア薬局御殿場二枚橋店
〒412-0021
御殿場市二枚橋２５３－３ 82-7488

小島薬局　新橋店
〒412-0043
御殿場市新橋１９０８－４ 82-5005

居宅療養管理指導

訪問看護

要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、医師、歯科医師、薬剤師等が通院困難な利用者に対し心身の状況と環境等を
把握し療養上の管理指導を行い療養生活の質の向上を図るものです。

訪問入浴介護

病状が安定期にあり、主治医が認めた方に対し看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の
補助を行います。



富岳ギャザーホーム
〒412-0033
御殿場市神山１９２５－１１９３ 87-5550

御殿場十字の園通所介護センター
〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 83-1999

デイサービスセンター　すまいる
（御殿場市社会福祉協議会）

〒412-0042
御殿場市萩原９８８－１ 70-6807

デイサービスセンター白雪
〒412-0045
御殿場市川島田２７０ 82-7601

御殿場ケアセンターそよ風
〒412-0042
御殿場市萩原１２２－１ 82-8341

デイサービス　ひなた
〒412-0047
御殿場市神場１丁目１７番地 98-8388

デイサービスセンターすずらん
〒412-0002
御殿場市上小林１５２７番地の１９ 78-7900

デイサービス　なでしこ
〒412-0039
御殿場市竈７０４番地の１３ 83-3777

デイサービスこころ萩原
〒412-0042
御殿場市萩原２８番地の１６ 78-6610

徳風園
〒410-1306
小山町上野１４４０－１ 76-3388

はあとデイサービスセンター
〒410-1431
小山町須走３５４－５ 86-3766

ＡＭＢＩＫおやま
〒410-1325
小山町一色２８０－４ 76-8200

デイサービスセンター　平成の杜
〒410-1311
小山町小山２５５番地の２ 76-0866

デイサービス　とう菜の里
〒410-1321
小山町阿多野４２５番地の５ 76-0001

ヤザキケアセンター　紙ふうせん
〒410-1107
裾野市御宿１５００ 055-965-0633

茶畑ヒルズ
〒410-1121
裾野市茶畑１４２８－１ 055-995-0011

機能訓練型デイサービス
Ｅａｓｔ－ｏｎｅ　岩波

〒410-1101
裾野市岩波２５２番地の１の２ 055-946-6780

ルビー富岳
〒410-1231
裾野市須山２９４９番地 055-965-1122

あすなろ
〒412-0045
御殿場市川島田１０７６－２ 88-0007

御殿場石川リハビリセンター
（御殿場石川病院）

〒412-0023
御殿場市深沢１２８５－２ 83-2424

Kanon
〒412-0021
御殿場市新橋１１７５－１ 83-3567

お八幡医院
〒412-0004
御殿場市北久原６１１ 82-0343

あいの郷
〒410-1102
裾野市深良２９２９ 055-965-4123

みしゅくケアセンターわか葉
〒410-1107
裾野市御宿１４７５－１ 055-997-8181

おやまの杜
〒410-1312
小山町菅沼１８３９－３ 78-1911

菜の花の丘
〒410-1313
小山町竹之下３２１ 76-5800

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション（デイケア）

介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための
リハビリテーションを日帰りで行います。

通所介護（デイサービス）



御殿場十字の園
〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 83-1999

白雪
〒412-0045
御殿場市川島田２７０ 82-7601

オレンジシャトー富岳
〒412-0033
御殿場市神山１９２５－１１９３ 87-5550

ショートステイたんぽぽ
〒412-0045
御殿場市川島田１０８４－１ 89-6100

百寿
〒412-0044
御殿場市杉名沢３５１ 84-8100

ぐみさわ苑
〒412-0041
御殿場市茱萸沢１９８－１ 88-2987

すずらん
〒412-0002
御殿場市上小林１５２７番地の１９ 78-7900

憩う
〒412-0027
御殿場市西田中４５２番地の３ 82-6800

徳風園
〒410-1306
小山町上野１４４０－１ 76-3388

富岳一ノ瀬荘
〒410-1121
裾野市茶畑１７０７－３ 055-993-8033

茶畑ヒルズ
〒410-1121
裾野市茶畑１４２８－１ 055-995-0011

あすなろ
〒412-0045
御殿場市川島田１０７６－２ 88-0007

Kanon
〒412-0043
御殿場市新橋１１７５－１ 83-3567

神山復生病院介護医療院
〒412-0033
御殿場市神山１０９ 87-0004

おやまの杜
〒410-1312
小山町菅沼１８３９－３ 78-1911

菜の花の丘
〒410-1313
小山町竹之下３２１ 76-5800

あいの郷
〒410-1102
裾野市深良２９２９ 055-965-4123

みしゅくケアセンターわか葉
〒410-1107
裾野市御宿１４７５－１ 055-997-8181

ベストライフ御殿場
〒412-0042
御殿場市萩原５４８－２ 84-1717

ツクイ・サンシャイン御殿場
〒412-0045
御殿場市川島田７８８ 81-3566

御殿場アドナイ館
〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 81-5770

ケアハウスすずらん
〒412-0002
御殿場市上小林１５２７番地の１９ 70-9600

富岳エメラルドパレス
〒410-1231
裾野市須山字大野２９４９ 055-965-1123

フローレンス川島田
〒412-0045
御殿場市川島田７９６－１ 84-7099

ル・グランガーデン御殿場
〒412-0035
御殿場市中山１１０２番地 87-3222

住宅型有料老人ホーム　オリーブ
〒412-0039
御殿場市竃１０５４－５ 78-6611

スルガケアサービス　アットホーム
〒412-0042
御殿場市萩原７７９－２６ 84-4709

住宅型有料老人ホーム　ひまわり
〒412-0042
御殿場市萩原２８－１６ 78-6611

菜の花の丘
〒410-1313
小山町竹之下３２１ 76-5800

スローライフ南御殿場
〒412-0039
御殿場市竈７０４－１ 83-3776

ゆずり葉の森
〒412-0002
御殿場市上小林１５２７－４３１ 89-1616

サービス付き高齢者向け住宅
　　たまほ村の家

〒412-0041
御殿場市茱萸沢９１１－１０、１１ 88-2537

介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援や（食事、入浴、排泄など）や機能訓練が受けられます。

短期入所生活介護（ショートステイ）

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム

短期入所療養介護（ショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所して医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

軽費老人ホーム

入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理を行う施設。

サービス付き高齢者向け住宅

介護サービス付き有料老人ホーム。

高齢者向けの賃貸住宅、有料老人ホーム。安否確認、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅。

身体機能が低下し家族による援助が困難な高齢者が個室に入居し、入浴や食事のサービスなどを受けられる。



御殿場十字の園（ふじざくら）
〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 83-1999

あざみ
〒412-0024
御殿場市東山８５５－６ 82-9155

マリアの家
〒412-0033
御殿場市神山７３８－４４ 87-3880

ｅｖｅｒ優　グループホーム御殿場
〒412-0042
御殿場市萩原７７９－３２ 84-2231

グループホームごてんば
〒412-0043
御殿場市新橋１５８６－１ 83-6675

グループホーム東山
〒412-0026
御殿場市東田中１４４７－１ 83-7070

グループホーム萩
〒412-0026
御殿場市東田中１４３１－１４ 82-2252

グループホームふれんど
〒412-0045
御殿場市川島田１０８４－１ 89-5722

グループホーム　かわしまた
〒412-0045
御殿場市川島田８０９－１ 81-4812

御殿場ケアセンターそよ風
〒412-0042
御殿場市萩原１２２－１ 82-8352 

御殿場十字の園グループホーム
笑みの里

〒412-0002
御殿場市北久原５７８－３ 82-8886

ぐみさわ苑
〒412-0041
御殿場市茱萸沢１９８－１ 88-2987

古民家デイホームたまほ村
〒412-0041
御殿場市茱萸沢９１１ 88-2537

デイホームたまほ村「爽」
〒412-0041
御殿場市茱萸沢９１１－７ 80-0330

労協御殿場地域福祉事務所
つばさ

〒412-0044
御殿場市杉名沢６６１－２ 78-7511

茶話本舗デイサービス
御殿場新橋

〒412-0043
御殿場市新橋１７２０－６ 82-4186

茶話本舗デイサービス
御殿場保土沢

〒412‐0046
御殿場市保土沢５０４番地３ 88-2888

通所介護「まえむきの種」
〒412-0039
御殿場市竈３－１０ 81-0505

デイサービス　ゆめ
〒412-0039
御殿場市竈５２４－４２ 88-8112

デイサービス　こころ
〒412-0043
御殿場市新橋８３９－１１ 78-7805

GENKI NEXT 御殿場保土沢
〒412-0046
御殿場市保土沢５０４－３ 78-7973

ワーカーズコープ
富士岡地域福祉事業所みんなの家

〒412-0038
御殿場市駒門５３７番地 87-1191

デイサービス　こころ東山
〒4120024
御殿場市東山９３０番地 78-7405

ル・グランハート御殿場
〒412-0035
御殿場市中山１１０１番地 87-3332

ほほえみ
〒412-0027
御殿場市西田中４５２番地３ 82-6800

螢の郷
〒412-0016
御殿場市六日市場３５５番地の５ 88-2707

デイサービス　にじいろ御殿場
〒412-0042
御殿場市萩原１２０９番地の１ 70-9087

ぐみさわ苑
〒412-0041
御殿場市茱萸沢１９８－１ 88-2987

小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービス事業者一覧

在宅生活が困難で常時介護が必要な方が、日常生活を送りながら機能訓練などのサービスを受けられる
29床以下の小規模な施設。

認知症対応型通所介護（デイサービス）

認知症の高齢者が自立的な共同生活ができる施設。

※上記の地域密着型サービス事業は御殿場市民しか利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

地域密着型通所介護

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて、通所、訪問、短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられる施設。

認知症の方のみが利用できるデイサービス施設。

独自にケアプランを作成し、それに基づき在宅で生活しながら、デイサービス、宿泊サービス、訪問サービスを受けられる施設。



オレンジシャトー富岳
〒412-0033
御殿場市神山１９２５－１１９３ 87-5550

御殿場十字の園
〒412-0023
御殿場市深沢１４６５－１ 83-1999

白雪
〒412-0045
御殿場市川島田２７０ 82-7601

すずらん
〒412-0002
御殿場市上小林１５２７－１９ 78-7900

徳風園
〒410-1306
小山町上野１４４０－１ 76-3388

富岳一ノ瀬荘
〒410-1121
裾野市茶畑１７０７－３ 055-993-8033

茶畑ヒルズ
〒410-1121
裾野市茶畑１４２８－１ 055-995-0011

富岳ダイヤモンドライフすその
〒410-1231
裾野市須山２９４９番地 055-965-1122

なごみの郷
〒250-0631
箱根町仙石原９７７－２３ 0460-84-0131

Kanon
〒412-0043
御殿場市新橋１１７５－１ 83-3567

あすなろ
〒412-0045
御殿場市川島田１０７６-２ 88-0007

おやまの杜
〒410-1312
小山町菅沼１８３９－３ 78-1911

菜の花の丘
〒410-1313
小山町竹之下３２１ 76-5800

あいの郷
〒410-1102
裾野市深良２９２９ 055-965-4123

みしゅくケアセンターわか葉
〒410-1107
裾野市御宿１４７５－１ 055-997-8181

デンマークイン箱根
〒250-0631
箱根町仙石原１２８５ 0460-84-5620

御殿場石川病院
〒412-0023
御殿場市深沢１２８５－２ 83-2424

富士小山病院
〒410-1326
小山町用沢４３７－１ 78-1200

富士山麓病院介護医療院
〒412-0006
御殿場市中畑１９３２ 89-5671

神山復生病院介護医療院
〒412-0033
御殿場市神山１０９ 87-0004

箱根リハビリテーション病院
〒250-0631
箱根町仙石原１２８５ 0460-84-9111

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

施設サービス提供事業者一覧

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

病状が安定しており、常時医学的管理が必要で老人保健施設よりも長期の療養を受けられる施設。

常時介護が必要で在宅生活が困難な方が日常生活を送りながら機能訓練などのサービスを受けられる施設。

介護医療院

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とする、医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設。

病状安定期にあるが、医学的管理が必要な方を対象とし、リハビリテーションや看護・介護サービスを
受けられる施設。原則的には、在宅生活への復帰を目指し、入所後も、３ヵ月毎に入所の継続が検討されます。



リフテック　御殿場
〒412‐0043
御殿場市新橋２０２６番地　　　　　住 70-0056

ヤマシタコーポレーション
沼津営業所

〒410-0012
沼津市岡一色８１７－３　　　　　　 住 055-924-2999

ベルメディカルケア　沼津営業所
〒410-0873
沼津市大諏訪８８１－１　　　　　　 住 055-929-7522

株式会社フロンティア
静岡営業所

〒410-0834
沼津市上香貫槇島町１２６５　　　住 055-934-3024

メイプル
〒417-0061
富士市伝法２５２５－１　　　　　　 住 0545-55-5336

フランスベッド㈱メディカル
沼津営業所

〒410-0007
沼津市西沢田２５３－１　　　　　　住 055-929-7511

アビリティーズ
富士ライフサポート

〒250-0055
小田原市久野８５７－１　　　　　　住 0465-32-3731

パナソニックエイジフリー
介護チェーン長泉

〒411-0943
長泉町下土狩１３４７　　　　　　　 住 055-980-5380

ヤザキケアセンター　紙ふうせん
〒410-1107
裾野市御宿１５００ 055-965-0633

虎の門企画　　（※販売のみ）
〒412-0045
御殿場市川島田１０６７－１ 89-2107

ニチイケアセンター沼津南
〒410-0823
沼津市我入道字東町１２３－１ 055-935-1815

玉穂木材㈱ ぐみ沢1359 82-2131

㈱ｵｻｺｰ建設 保土沢1157-599 89-3232

㈱ファースト 萩原1180-2 82-6771

ワタケンビルド（渡辺建設㈱） 新橋1849-7 81-3550

㈱エディオン　御殿場店 川島田885-2　　　　　　 償還払いのみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（風呂、トイレ） 81-0500

㈱エンチョー　御殿場店 新橋755-1　　　　　　　　償還払いのみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（風呂、トイレ） 81-2111

令和２年５月７日作成　（順不同）

お問い合わせ：御殿場市役所長寿福祉課　☎８２－４１３４

※上記のサービス事業は一例です。住宅改修には事前申請が必要となります。

住宅改修（市内業者）

福祉用具貸与・販売（兼　住宅改修）


