
 市外事業所（草津市、栗東市、野洲市）

指 定 番 号 事     業     所     名     称 電  話  番  号

2510601962 近江草津徳州会介護センター 077-562-5400

2510601970
社会医療法人誠光会
指定居宅介護支援事業所　ふれあい 077-516-2347

2550680017
社会医療法人誠光会
指定居宅介護支援事業所 きらら 077-567-5177

2560690063 Nアート居宅介護支援事業所 077-598-5426

2570600011 オフィス豆の木介護支援事務所 077-567-2115

2570600029 菖蒲の郷居宅介護支援センター 077-566-1199

2570600060 草津市南笠居宅介護支援センターあさひ 077-569-0938

2570600094
社会福祉法人みのり
草津市上笠居宅介護支援事業所 077-565-0293

2570600128
社会福祉法人寿会
指定居宅介護支援事業所 　常輝の里 077-568-2161

2570600235 メディケア湖南居宅介護支援事業所 077-563-5981

2570600243 りんく草津居宅介護支援事業所 077-516-8234

2570600292 マザーレイク居宅介護支援事業所 077-561-5135

2570600326
アサヒサンクリーン
ケアプランセンターかがやきの杜 077-516-0874

2570600417
特定非営利活動法人　滋賀県健康福祉会
あおばな居宅介護支援事業所 077-567-2592

2570600441 ケアタウン南草津　居宅介護支援事業所 077-562-8002

2570600631 楽居宅介護支援事業所 077-563-2515

2570600649 居宅介護支援事業所和花 077-564-0788

2570600698 アサヒサンクリーン ケアプランセンター滋賀 077-569-5685

2570601282 はな．居宅介護支援事業所 077-565-0711

2570601324 はぴねすさぽーと   滋賀支店 077-563-0125

2570601357 ケアプランセンター　ティエール 077-567-1414

2570601415 萩の里居宅介護支援事業所 077-567-8567

2570601423 居宅介護支援事業所ライフパートナー 077-567-2227

2570601431 居宅介護支援事業所　夕照 077-575-5730

2570601522 イリーゼ草津居宅介護支援事業所 077-561-5282

2570601530 たんぽぽ　居宅介護支援事業所 077-564-5029

2570601548 居宅介護支援事業所　からん 077-516-1211

草津市矢橋町621番地

草津市平井2丁目9-11
エスポワールタカヤ305

草津市木川町1607番地

草津市野村六丁目17番36号

草津市西渋川1丁目13の21番地

草津市矢橋町105-1
カーサソラッツオ壱番館101

草津市笠山一丁目1-46

草津市上笠一丁目9-11

草津市野村七丁目16-15

草津市若竹町7-10　KB21本館3F

草津市矢橋町７番８号

草津市東矢倉二丁目２番33号

草津市野路東二丁目４番10号

草津市笠山五丁目3-66
メゾンドール瀬田公園都市内

草津市追分南五丁目12－2

草津市山寺町441番地

事   業   所   所   在   地

草津市東矢倉三丁目34-52

草津市矢橋町1629-5

草津市野村二丁目13-13

草津市大路一丁目7番1号3103

草津市山寺町837

草津市志那中町25

草津市草津三丁目14番44号
木村ビル

草津市草津三丁目10-45

草津市西草津一丁目7-55

草津市野路町645番地の2

草津市上笠二丁目5-8



指 定 番 号 事     業     所     名     称 電  話  番  号事   業   所   所   在   地

2570601563 あやは居宅介護支援事業所 077-566-6230

2570601571 ケアプランセンター向日葵 077-572-6206

2570601647 居宅介護支援かえで 077-566-7532

2570601670 指定居宅介護支援事業所　ケアプランそら 077-566-3142

2570601795 岸本ケアプランセンター 077-568-2415

2570601837 介護相談となりぐみ 077-596-5646

2570601894 ひびきプランセンター 077-562-2851

2511200616
医療法人社団
真下胃腸科医院居宅介護支援事業所 077-551-3255

2561290020 こびらい生協診療所居宅介護支援事業所 077-551-6162

2571200019
社会福祉法人
栗東市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

栗東市安養寺190 077-554-6102

2571200605
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院
済生会居宅介護支援事業所栗東 077-552-9929

2571200043 ニチイケアセンター栗東 077-552-8211

2571200803 らっくケアプランセンター 077-552-7800

2571200308 あすなろ居宅介護支援事業所 077-553-5314

2571200332 ケアプランセンターすずらん 077-552-7755

2571200365 ケアプランセンター　あかり 077-552-5333

2571200639 あうん居宅介護支援栗東 077-584-5596

2571200720 居宅介護支援事業所　栗東すみれ園 077-552-1368

2571200746 八起会栗東居宅介護支援事業所 077-558-3830

2571200464 田中ケアサービス株式会社　栗東支援センター 077-552-8913

2571200472 居宅介護支援事業所　ゆたか 077-599-0294

2571200712 居宅介護支援事業所　東和ケア 077-551-0566

2571300710
介護老人保健施設野洲すみれ苑
居宅介護支援事業所 077-584-5588

2561390028 医療法人周行会　居宅介護支援事業所 野洲市八夫2077 077-589-8318

2561390036 市立野洲病院居宅介護支援事業所 野洲市吉地1127番地 077-589-3913

2571300033
社会福祉法人野洲慈恵会
悠紀の里居宅介護支援事業所 077-587-4111

2571300041
社会福祉法人
野洲市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 077-589-5741

2571300090 ケアプランセンター　あやめの里 077-589-8533

2571300199 ケアプランセンター　ぎおうの里 077-586-5444

2571300231 のどかの家高木居宅介護支援事業所 077-587-4561

草津市野村一丁目14番8号

野洲市西河原2400
北部合同庁舎

栗東市野尻121-2

栗東市手原3丁目11-12

栗東市小野363番地

野洲市吉川3854-1

野洲市栄１－２大村ハイツ３Ｆ

野洲市冨波甲1340番地１

野洲市高木737番地

栗東市御園2028番地
アーバンプログレス１－A　105号

栗東市大橋七丁目7-7

栗東市手原五丁目7番10号

野洲市南桜2131-1

栗東市綣七丁目15-2
ブルースカイビル2F

栗東市霊仙寺1-1-52
真下胃腸科医院2Ｆ

栗東市小柿六丁目2-2

栗東市小平井三丁目1番27号

栗東市下戸山1494-2

栗東市綣六丁目8-14

栗東市中沢一丁目1番16号

草津市西渋川一丁目17-25
綾羽企業年金基金会館内

草津市東草津三丁目5番25号

栗東市小柿四丁目1-1

草津市上笠二丁目18番16号

草津市芦浦町46番地1

草津市野路八丁目15番8号
クラージュ21　205号

草津市追分南一丁目8番34号



指 定 番 号 事     業     所     名     称 電  話  番  号事   業   所   所   在   地

2571300405 あっちゃん家 077-586-7273

2571300447 居宅介護支援事業所　ふじ 077-518-1980

2571300488
特定非営利活動法人エヌピーオー
花園さいかい荘居宅介護支援事業所 077-586-3552

2571300504 居宅介護支援事業所　ふくろう 077-599-5820

2571300637 コープしが　ケアプランセンターぽこ野洲 077-588-6580

2571300678 しみんふくし滋賀野洲居宅介護支援事業所 077-586-8785

2571300686 ケアプランスイッチオン近江居宅介護支援事業所 077-518-0555

2571300769 ケアプランセンター向日葵　野洲 野洲市小南1876番地 077-535-9048

2571300728 居宅介護支援事業所　純花 077-575-2528

2571300785 あいむケアプランセンター野洲 077-584-4870

2571300801 ケアプランセンター　楓 077-576-9320野洲市野洲1012番地１

野洲市吉地１丁目1171番地

野洲市冨波甲963-1

野洲市小篠原1111-1
ロイヤルコーポヤス103号

野洲市冨波乙190番地

野洲市三上1370番地

野洲市野洲964番地

野洲市冨波乙311番地2

野洲市三上字山原241番地1

野洲市小篠原328番地


