
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町　医療機関・介護保険サービス事業者一覧

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

No. 名称 住所 電話 利用定員 利用可能な時間帯
サービス
提供地域

1 デイホームすいふようの郷 南足柄市関本707 0465-43-6922 25名
通いｻｰﾋﾞｽ 9時～16時
宿泊ｻｰﾋﾞｽ 16時～9時
訪問ｻｰﾋﾞｽ 24時間対応

南足柄市

2 リバーサイドすいふよう 南足柄市沼田97番地9 0465-43-6781 18名
通いｻｰﾋﾞｽ 9時～16時
宿泊ｻｰﾋﾞｽ 16時～9時
訪問ｻｰﾋﾞｽ 24時間対応

南足柄市

3
小規模多機能型居宅介護
すずらん

足柄上郡山北町山北1861-1 0465-20-3340 28名
通い：6:00～20:00
宿泊：20:00～6:00
訪問：随時

原則山北町のみ
山北町以外は要
相談

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

No. 名称 住所 電話 利用定員

1
グループホームすいふようの
郷

南足柄市関本707 0465-73-5539 18名

2 グループホーム　和らぎ 南足柄市和田河原475-1 0465-72-1771 18名

3 グループホーム　四季の丘 南足柄市岩原697-1 0465-71-0122 18名

4 グループホーム　はなの里 足柄上郡中井町北田414 0465-80-0050 18名

5 グループホーム「足柄の春」 足柄上郡大井町金子3812 0465-85-6005 18名

平成28年5月1日現在

二宮駅より神奈中バスで比奈窪行き「北
田」下車徒歩5分

アクセス

大雄山線　関本駅下車、又は富士フイルム
駅前下車　徒歩5分

大雄山線で和田河原駅下車徒歩7分

伊豆箱根鉄道大雄山線　相模沼田駅下車
徒歩20分

JR御殿場線　上大井駅から県道72号線を国道
255線に向かい、第一生命入り口を400ｍ上り左
手（上大井駅より徒歩10分）



認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

No. 名称 住所 電話 利用定員

6
グループホーム
みやまの里

足柄上郡松田町寄4165 0465-89-2037 6名

7
セントケアホーム
あしがら

足柄上郡松田町松田庶子373-1 0465-85-1071 18名

8
グループホーム
アミーゴ

足柄上郡山北町山北1861-1 0465-20-3340 18名

9
グループホーム
やまきた

足柄上郡山北町山北785 0465-79-1088 18名

10
バーデンライフ
山北

足柄上郡山北町山北202 0465-79-1113 9名

11 グループホームはなの路 足柄上郡開成町延沢685-1 0465-85-3507 18名

12 グループホーム大楽 足柄上郡開成町吉田島4454-3 0465-85-6300 18名

JR御殿場線山北駅より徒歩5分

JR御殿場線山北駅より徒歩15分

JR御殿場線山北駅より徒歩10分

小田急小田原線　開成駅下車
徒歩23分

小田急小田原線　開成駅下車
徒歩5分

小田急線新松田駅より富士急バス寄行き終
点まで30分東名大井松田インターより15分

小田急線新松田駅下車徒歩15分JR御殿場線
松田駅下車徒歩15分

アクセス



施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

No. 名称 住所 電話 利用定員

1 特別養護老人ホーム　草の家 南足柄市班目460 0465-73-2556 60名

2
特別養護老人ホーム草の家ユ
ニット

南足柄市班目460 0465-73-2556 40名

3
介護老人福祉施設　中井富士
白苑

足柄上郡中井町井ノ口2305-4 0465-81-5888 100名

4
あしがら広域福祉センタ―
ひかりの里

足柄上郡大井町西大井1055 0465-82-2294 50名

5
特別養護老人ホーム
レストフルヴィレッジ

足柄上郡松田町寄3090-1 0465-88-2910 70名

6
バーデンライフ
中川

足柄上郡山北町中川511 0465-78-3838 58名

介護老人保健施設

No. 名称 住所 電話 利用定員

1
介護老人保健施設　にじの丘
足柄

南足柄市岩原699 0465-70-2222 82名

2
介護老人保健施設　グレース
ヒル・湘南

足柄上郡中井町松本1135-1 0465-80-3000 136名

3
介護老人保健施設　あじさい
の郷

足柄上郡開成町金井島1966 0465-82-1165 －

JR御殿場線谷峨駅より西丹沢行バス
中川温泉入口下車目の前

小田急線新松田駅より、富士急バス寄行き
約30分終点下車又は、国道246号線やどり
き入口交差点より車で約10分

小田急線新松田駅より車で１０分小田急線
栢山駅より徒歩２５分東名高速道路大井松
田ＩＣより車で１０分

小田急線　新松田下車
施設送迎バス7分

伊豆箱根鉄道 大雄山線 相模沼田駅下車
徒歩20分

アクセス

東名高速道路『秦野中井ＩＣ』より車で7
分

小田急線秦野駅南口よりバス10分、境入口
下車徒歩4分、又は上井ノ口下車徒歩7分。

小田急線新松田駅より、箱根登山バス関本
行「まま下」下車徒歩20分又は富士急湘南
バスアサヒビール行「運動公園前」下車徒
歩5分

アクセス



地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

No. 名称 住所 電話 利用定員

1
介護老人福祉施設
メゾン・開成

足柄上郡開成町延沢678 0465-85-1777 －

地域密着型介護老人福祉施設

No. 名称 住所 電話 利用定員

1
バーデンライフ
中川

足柄上郡山北町中川511 0465-78-3838 25名

地域包括支援センター

No. 名称 住所 電話 職員数 開所時間 担当地区

1
南足柄市地域包括支援セン
ター

南足柄市広町48-1 0465-74-3196
常勤7
非常勤6

8時30分～17時15分
（日・土・祝日休業）

南足柄市（岡本
地区除く）

2
南足柄市岡本地区地域包括支
援センター

南足柄市和田河原598-3 0465-73-1255
常勤5
非常勤1

8時30分～17時15分
（日・土・祝日休業）

南足柄市
岡本地区

3 中井町地域包括支援センター
足柄上郡中井町比奈窪104-1中井保健福祉
センター内

0465-81-2441 非常勤3
8時30分～17時15分
（土・日・祝日休業）

中井町

4 大井町地域包括支援センター 足柄上郡大井町金子1964－1 0465-83‐8016
常勤5
非常勤2

8時30分～17時15分 町内全域

5 松田町地域包括支援センター
足柄上郡松田町松田惣領2037松田町福祉課
内

0465-83-1191
８時３０分～１７時１
５分

松田町全域

6
山北町
地域包括支援ｾﾝﾀｰ

足柄上郡山北町向原1379 0465-75-1941
常勤3
非常勤1

月～金
8:30～17:15

山北町内全域

7 開成町地域包括支援センター
足柄上郡開成町吉田島1043-1開成町福祉会
館

0465-83-7688
常勤２
非常勤1

8時30分～17時15分
（日・土・祝日休業）

開成町内全域

JR御殿場線谷峨駅より西丹沢行バス
中川温泉入口下車目の前

アクセス

アクセス

東名高速道路大井松田ICより車で10分
小田急小田原線　開成駅より車で10分


