
１．訪問型サービス（ホームヘルプサービス）事業者　
　　（予防訪問介護相当サービス、生活援助サービス）

※現行相当…国が示すサービス類型①訪問介護、
※訪問A…国が示すサービス類型②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

【市内】
現行
相当

訪問
A 〒 電話番号 事業所主体

○ ○ 190-0152 588-5871
ケアショリューション
株式会社

○ ○ 190-0155 595-0041
有限会社　
シルバーライフ

○ ○ 190-0163 533-0533
社会福祉法人　
誠愛会

○ ○ 197-0802 559-8131
社会福祉法人　
渓流会

○ ○ 197-0803 532-7056
医療法人財団
秀仁会

○ ○ 197-0804 550-6104 医療法人財団　暁

○ ○ 197-0812 559-6574
社会福祉法人
あきる野市社会福祉協議会

○ ○ 197-0825 550-5336
社会福祉法人
さくらぎ会

○ ○
197-0827 595-5008

特定非営利活動法人
秋川流域生活支援ネットワーク

○ ○ 197-0802 533-2055 医療法人社団　豊信会

○ 197-0804 532-7200 アースサポート株式会社

○
197-0812 558-1414

公益社団法人
あきる野市シルバー人材センター

○ ○
190-0152 519-9458 合同会社　iKm

【市外】
現行
相当

訪問
A 〒 電話番号 事業所主体

○ ○
197-0012 513-0735 株式会社みらい

○ ○
197-0005 513-3967 株式会社　YMT

○ ○
193-0801

042-654-
3433

有限会社　
ゆうあい介護センター

名称 所在地

ケアソリューション訪問介護事業所 五日市２７－１

有限会社　シルバーライフ 網代167-1

介護サービスセンター南聖園 舘谷268-8

草花ホームケア 草花1980

ホームケアステーション　さくら 瀬戸岡433-1

あきる台ケアサービス 秋川5-1-8

あきる野市社協ケアセンター 平沢175-4

介護サービスつながり 雨間385-2　こもれびの郷内

おむすびネット 油平52-2　嵯峨窪ハイツ101号室

ヘルパーステーションくさばな 草花2978

アースサポートあきる野 秋川6-18-5

あきる野市シルバー人材センター　
生活支援サービス 平沢32-1

ライズ
留原820-3　第2リバーサイドハ
イツ青木荘208号室

名称 所在地

介護センターみらい 福生市加美平2-1-13

あお竹ヘルパーステーション
福生市北田園2-5-6
ﾊｲﾈｽ北田園307

有限会社　ゆうあい介護セン
ター 八王子市川口町1880-10

総合事業サービス事業者一覧　　　R3.3.1現在



１．通所型サービス（デイサービス）事業者　（予防通所介護相当サービス）

※現行相当…国が示すサービス類型①通所介護

【市内】

〒 電話番号事業所主体

190-0155 596-4112 社会福祉法人　豊生会

197-0802 550-6581 株式会社　関東サンガ

197-0811 558-2688
社会福祉法人　
秋川あすなろ会

197-0812 532-8157
株式会社　
レオパレス２１

197-0823 533-3620
株式会社　
渋谷整骨院

197-0826 532-8341
株式会社　
ユニマットそよ風

197-0828 550-2107 株式会社　アウル

190-0173 588-5215 LEA株式会社

190-0164 519-9431 LEA株式会社

197-0827 518-7782 株式会社前田

197-0825 533-3556 株式会社のらぼう

190-0173 588-5310 LEA株式会社

【市外】

〒 電話番号事業所主体

190-0181 588-0066
医療法人社団　
崎陽会

197-0023 513-3061 株式会社　フジライフ

311-2423

0299-77-
7766

マツザキマテリアル　
株式会社

205-0011 533-5263
合同会社　ファミタウン5
号

190-0182 597-3880 社会福祉法人　芳洋会

197-0022 552-7898
特定非営利活動法人
ヒューマンケア

197-0022 513-5738
株式会社　
F・Gサービス

197-0004 513-3511
合同会社　
Wish-alive

197-0005 513-7093
特定非営利活動法人
ヒューマンケア

205-0001

050-5857-
2723 合同会社Ｙ

名称 現行相当 所在地

老人デイサービスセンター福楽園 ○ 網代326-1

あきる野　翔裕館 ○ 草花1481-1

あすなろみんなの家 ○ 原小宮2-6-3

あずみ苑グランデ平沢 ○ 平沢473-1

リハビリデイサービス　陽だまり村 ○ 野辺578-1

あきる野ケアセンターそよ風
○

牛沼152-1
リハビリ型デイサービスふくろう
あきる野館

○ 秋留1‐1‐10　
あきる野クリニックタウンC号

デイサービス　戸倉ヴィラ
○

戸倉519-2

デイサービス　戸倉ヴィラ別館 ○ 五日市49-1

デイサービスマリモ ○ 油平148-1

デイサービスのらぼう ○ 雨間685

リハビリ型デイサービス
戸倉ヴィラ別館

○
戸倉155

名称 現行相当 所在地

日の出が丘デイサービス
○ 日の出町大字大久野88-1

レコードブック福生志茂
○

福生市志茂207　大森ビル1階

リハプライド　日の出 ○ 茨城県潮来市日の出2‐24‐25

ファミタウンはむら
○ 羽村市五ノ神1‐3-2　

リオ羽村壱番館101号室

在宅サービスセンター
ひので理想郷の園

○
日の出町大字平井3076

デイサービスセンターあじさい
○

福生市福生2050-1

Happy Family
○ 福生市本町117‐1

スプリングバレー福生101

デイサービスあさがお
○

福生市南田園1-6-14

あじさいリハビリテーション
○

福生市北田園1-5-9

デイサービスSimple
○ 羽村市小作台２－７－２０

コーズビル１Ｆ


