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資　　料

地域福祉を支える関連機関一欄

（１）社会福祉協議会

電話番号

0187-52-1624

角館支所 0187-54-2493

田沢湖支所 0187-43-1368

西木支所 0187-48-2940

（２）民生委員・児童委員

電話番号

仙北市角館民生児童委員

仙北市西木町民生児童委

（３）ボランティアセンター

電話番号

仙北市社会福祉協議会

（４）保育園

定員 電話番号

120 0187-43-1025

125 0187-44-2502

214 0187-53-2918

60 0187-54-1083

60 0187-53-2522

45 0187-53-2404

90 0187-47-2525

50 0187-48-2345

15 0187-49-2034

名     称 所　　在　　地

仙北市社会福祉協議会 仙北市角館町小勝田間野54-5

仙北市角館町小勝田間野54-5

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後39

仙北市西木町桧木内字高屋110-2

名     称 所　　在　　地

0187-43-2288

0187-43-3309

0187-43-1115

0187-43-2288

仙北市角館東勝楽丁19

所　　在　　地

仙北市角館町小勝田間野54-5 0187-52-1624

仙北市西木町上荒井字古堀田47

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30

仙北市西木町上荒井字古堀田47

所　在　地

仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-263

仙北市田沢湖神代字珍重屋敷89-3

仙北市角館町中管沢91-1

仙北市角館町白岩上西野93-1

仙北市角館町雲然田中437-2

仙北市角館町川原羽黒堂324-1

仙北市西木町門屋字六本杉2-1

仙北市民生児童委員
協議会事務局

協議会事務局

員協議会事務局
仙北市田沢湖民生児童委

仙北市西木町桧木内字高屋137

仙北市西木町上桧木内字大森37

員協議会事務局

名     称

にこにこ保育園

ひのきない保育園

かみひのきない保育園

生保内保育園

神代保育園

角館保育園

白岩小百合保育園

角館西保育園

中川保育園

名     称

ボランティアセンター
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（５）子育て支援センター

電話番号

0187-43-1025

0187-44-2502

0187-53-2918

0187-47-2525

0187-48-2345

（６）児童館

電話番号

-

-

-

-

-

-

0187-53-2434

0187-54-2780

（７）障害福祉サービス事業所

介護給付 訓練給付

仙北市社会福祉協議会 社会福祉協議会 重度訪問介護

　　　　　田沢湖ヘルパーステーション 居宅介護

住所：仙北市田沢湖生保内字宮ノ後39

電話：0187-43-1318

仙北市社会福祉協議会 重度訪問介護

　　　　　角館ヘルパーステーション 居宅介護

住所：仙北市角館町小勝田間野54-5

電話：0187-54-2493

サポートセンター若杉 県南訪問介護 重度訪問介護

住所：仙北市角館町上菅沢2-18 支援事業所 居宅介護

電話：0187-52-2600

愛仙さくら 秋田 就労継続

住所：仙北市角館町大風呂1-1 ふくしハートネット 支援Ｂ型

電話：0187-54-2422

ハートコーポさくら 共同生活援助

住所：仙北市角館町雲然荒屋敷290-1 （グループホーム）

電話：0187-55-5160

仙北市田沢湖神代字戸伏松原455

仙北市田沢湖生保内字下高野61-19

仙北市角館町川原羽黒堂259

仙北市角館町田町上丁69-1

中川児童館

角館児童館

仙北市田沢湖角館東前郷字折腰87-3

仙北市田沢湖卒田字上真崎野360-3内

仙北市田沢湖生保内字武蔵野105-1内

仙北市田沢湖生保内字街道ノ上6-3

名     称 所　　在　　地

だしっこルーム

いちごルーム

なかよしルーム

さくらんぼルーム

仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-263

仙北市田沢湖神代字珍重屋敷89-3

仙北市角館町中管沢91-1

仙北市西木町門屋字六本杉2-1

仙北市西木町桧木内字高屋137

わかばルーム

名     称 所　　在　　地

サービスの種類
事　業　所　名 設置主体

東前郷児童館

北卒田児童館

武蔵野児童館

男坂児童館

荒川尻児童館

先達野児童館

49



愛仙にじ 生活介護 就労継続

住所：仙北市西木町門屋字漆原93-4 支援Ｂ型

電話：0187-47-3001

（８）一般・指定相談支援事業所

電話番号

愛仙 仙北市角館町大風呂1-1 0187-54-2422

（９）地域包括支援センター

電話番号

仙北市包括支援センター 仙北市西木町上荒井字古堀田47 0187-43-2283

（１０）医療機関

休診日

土曜・日曜・祝
祭日年末年始

土曜・日曜・祝
祭日年末年始

住所：仙北市田沢湖神代字野中清水216-4

電話：0187-44-2118

住所：仙北市田沢湖生保内字浮世坂74-1

電話：0187-43-2123

西明寺診療所

設　置　主　体 所　在　地

医療機関名

市立田沢湖病院
住所：仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1
電話：0187-43-1131

市立角館総合病院
住所：仙北市角館町上野18
電話：0187-54-2111

国民健康保険神代診療所

国民健康保険田沢診療所

住所：仙北市田沢湖田沢字高野137-1

電話：0187-42-2211

秋田ふくしハートネット

事　業　所　名

土曜・日曜・祝
祭日年末年始
水・木曜の午
後

内科・外科・泌尿器科

内科・胃腸科・内視鏡科・
小児科・アレルギー科・循
環器科・呼吸器科

内科・呼吸器科

内科・外科・泌尿器科

火曜（午後）を
除いた日

土曜・日曜・祝
祭日火・金曜
の午後火・金
曜の午後

火曜・金曜の
午前を除いた
日

日曜・祝祭日

内科・外科・皮膚科・整形
外科・脳神経外科・神経内
科・循環器内科・呼吸器内
科・泌尿器科・耳鼻いんこう
科

桧木内診療所

住所：仙北市西木町桧木内字松葉232

電話：0187-48-2780

かとうファミリークリニック

主な診療科

名　　　　称 所　在　地

消化器内科・循環器内科・
呼吸器科・精神科・小児
科・外科・整形外科・脳神
経外・泌尿器科・産婦人
科・眼科・耳鼻いんこう科・
歯科・皮膚科

内科・呼吸器内科・小児科

住所：仙北市西木町門屋字百目木319-1

電話：0187-47-2123
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休診日

住所：仙北市角館町中菅沢92-20

電話：0187-52-1133

日曜・祝祭日

日曜・祝祭日

※　平成25年4月1日現在で予定されている関連機関一覧

野々部外科内科医院

土曜午後日
曜・祝祭日

日曜・祝祭日
土曜の午後

日曜・祝祭日
水・土曜の午
後

日曜・祝祭日・
盆・正月

日曜・祝祭日
水・土曜の午
後

日曜・祝祭日
土曜の午後

日曜・祝祭日
第2・4土曜日
水・土曜の午
後

日曜・祝祭日・
水曜土曜の午
後

住所：仙北市田沢湖小松字城廻91-2

住所：仙北市角館町田町上丁52-1

今村内科循環器科医院

高橋医院

住所：仙北市田沢湖生保内字街道ノ上65

電話：0187-43-1515

外科・内科・胃腸科

耳鼻いんこう科

内科・耳鼻いんこう科

整形外科

リハビリテーション科・眼科

内科・消化器内科

整形外科

電話：0187-54-2337

住所：仙北市角館町田町上丁65

電話：0187-54-2052

長山眼科医院

住所：仙北市角館町中菅沢45-2

電話：0187-56-2626

電話：0187-54-2061

佐藤医院

住所：仙北市角館町下新町13

電話：0187-54-2055

菅原医院

大野医院

住所：仙北市角館町東勝楽丁17

電話：0187-53-2066

鬼川医院

住所：仙北市角館町田町下丁17

住所：仙北市角館町田町上丁3

電話：0187-53-2510

おおさわ胃腸科内科クリニック

橋本整形外科医院

医療機関名 主な診療科

眼科

神代中通診療所

内科・循環器内科

内科・アレルギー科・小児
科

内科・小児科・外科・皮膚科

電話：0187-54-1255

隔週の火曜日
午後を除いた
日

住所：仙北市田沢湖卒田字早稲田425-1 内科

電話：0187-44-3913
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１．居宅サービス

（１）訪問介護（ホームヘルプ）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 たんぽぽ

仙北市角館町下管沢212  プランタンハイツ105号

 仙北市社会福祉協議会   角館ヘルパーステーション

仙北市角館町小勝田間野54-5

 県南訪問介護事業所

仙北市角館町上菅沢2-18

 平和ケアセンター

仙北市角館町上新町25-5

 角館観光タクシー株式会社

仙北市角館町横町42-1

 仙北市社会福祉協議会 田沢湖ヘルパーステーション

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後39

 訪問介護事業所ＮＰＯののはな

仙北市田沢湖卒田字北竹原39-3

 ほのか訪問介護事業所

仙北市西木町門屋字六本杉66-15

 清流苑ホームヘルプ

仙北市西木町桧木内字松葉232

（２）訪問入浴介護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 仙北市社会福祉協議会   訪問入浴ステーション

仙北市角館町小勝田間野54-5

 県南入浴サービス

仙北市角館町上菅沢2-18

介護保険事業所等一覧

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
社会福祉法人
県南ふくし会

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

有限会社
県南ケアシステム

0187-54-2493

0187-52-1280

平和観光タクシー株
式会社

角館観光タクシー株
式会社

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

有限会社たんぽぽ 0187-52-2540

0187-54-2493

0187-52-1280

0187-54-3156

0187-54-1144

0187-43-1318

0187-44-3836

0187-52-5570

有限会社
県南ケアシステム

特定非営利活動
法人NPOののはな

株式会社ほのか

0187-58-2105
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（３）訪問看護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

訪問看護ステーションかくのだて

仙北市角館町勝楽123-1

 仙北市国民健康保険神代診療所

仙北市田沢湖神代字野中清水216-4

 市立田沢湖病院

仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1

 ※掲載以外の医療機関でも行っている場合があります。

（４）訪問リハビリテーション
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 市立田沢湖病院

仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1

 介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 仙北市国民健康保険神代診療所

仙北市田沢湖神代字野中清水216-4

 ※掲載以外の医療機関・介護老人保健施設でも行っている場合があります。

（５）通所介護（デイサービス）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 デイサービス若杉

仙北市角館町上菅沢2-18

 デイサービスセンターあさひ

仙北市角館町上菅沢168-1

 デイホームたんぽぽ

仙北市角館町岩瀬31-1

 デイサービス角館さくらさくら

仙北市角館町中管沢84
0187-55-1117

1

2

3

0187-54-4000

0187-52-2540

1

2

3

4

1
有限会社
福寿

0187-42-8668

2 仙北市 0187-44-2118

3 仙北市 0187-43-1131

0187-52-2600
有限会社
県南ケアシステム

有限会社菅原

有限会社たんぽぽ

社会福祉法人
県南ふくし会

社会福祉法人
こまくさ苑

仙北市

仙北市

0187-43-1131

0187-58-0112

0187-44-2118

10人

24人

8人

35人
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 仙北市社会福祉協議会  田町デイサービスセンター

仙北市角館町田町上丁35-1

 デイ・サービスセンターひなた

仙北市田沢湖生保内字下高野73-16

 デイサービスふるさと  通所介護事業所

仙北市田沢湖角館東前郷字杉林171-3

 仙北市田沢湖  デイサービスセンター

仙北市田沢湖神代字野中清水292-1

 デイサービスセンター  ＮＰＯののはな

仙北市田沢湖卒田字北竹原96

 デイサービスセンター  ののはな２号館

仙北市田沢湖卒田字北竹原39-3

 デイサービスもとまち

仙北市田沢湖小松字本町100-1

 ハッピーデイ西木

仙北市西木町桧木内字松葉232

（６）通所リハビリテーション（デイケア）
№ 事業所名称 事業主体 電話番号 定員

1  介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

2  仙北市介護老人保健施設  にしき園

仙北市西木町門屋字屋敷田100

8

9

10

11

12

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-54-42245

6

7

15人

有限会社菅原

特定非営利活動
法人NPOののはな

特定非営利活動
法人NPOののはな

10人

0187-52-4611

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

30人

10人

10人

25人

25人

25人

25人

25人

株式会社
東北ライフケア

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2102

社会福祉法人
こまくさ苑

仙北市

0187-58-0112

0187-47-3211

0187-46-2829

0187-44-3453

0187-44-2700

0187-44-3836

0187-52-3836

デイサービスふるさと
株式会社
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（７）短期入所生活介護（ショートステイ）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 かくのだて桜苑短期入所  生活介護事業所

仙北市角館町管沢15-1

 ショートステイ若杉

仙北市角館町上菅沢2-18

 さわやか桜館

仙北市角館町西長野中泊126-2

 たざわこ清眺苑短期入所

仙北市田沢湖生保内字下高野72-73

 ショートステイひだまり

仙北市田沢湖生保内字下高野73-73

 ショートステイ田沢湖

仙北市田沢湖生保内字街道ノ上80-2

 ショートステイもとまち

仙北市田沢湖小松字本町100-1

 特別養護老人ホーム清流苑

仙北市西木町桧木内字松葉232

（８）短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 仙北市介護老人保健施設  にしき園

仙北市西木町門屋字屋敷田100

（９）特定施設入居者生活介護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 さわやか桜館

仙北市角館町西長野中泊126-2

8

1

2

1

1

2

3

4

5

6

7

有限会社
県南ケアシステム

18人

37人

30人

20人

20人

33人

41人

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-54-3055

0187-52-2600

0187-52-0003

0187-43-9001

0187-46-2870

0187-43-3233

0187-52-4611

0187-58-2100

株式会社
さわやか倶楽部

社会福祉法人
県南ふくし会

有限会社菅原

株式会社
オフィスレイ

株式会社
東北ライフケア

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

株式会社
さわやか倶楽部

0187-52-0003 80人

10人

社会福祉法人
こまくさ苑

仙北市

0187-58-0112

0187-47-3211

55



（１０）居宅介護支援
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 仙北市社会福祉協議会  角館ケアマネステーション

仙北市角館町小勝田間野54-5

 居宅介護支援事業所県南

仙北市角館町上菅沢2-18

 ケアプランセンターとのやま

仙北市角館町中管沢77-16　やまやアパートテナント１

 仙北市社会福祉協議会  田沢湖ケアマネステーション

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後39

 居宅介護支援事業所  ＮＰＯののはな

仙北市田沢湖卒田字北竹原96

 ケアプランもとまち

仙北市田沢湖小松字本町100-1

 仙北市社会福祉協議会  西木ケアマネステーション

仙北市西木町桧木内字高屋110-2

 清流苑居宅介護支援センター

仙北市西木町桧木内字松葉232

 仙北市居宅介護支援事業所

仙北市西木町上荒井字古堀田47

２．地域密着型サービス

（１）認知症対応型通所介護

№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 グループホーム花みづき（共用型）

仙北市角館町白岩新西野207-1

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

有限会社
県南ケアシステム

社会福祉法人
県南ふくし会

仙北市

0187-54-2493

0187-54-2215

0187-49-7280

0187-43-1318

0187-44-3836

0187-52-4611

0187-48-2940

0187-58-2101

0187-43-2290

株式会社介護村

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

特定非営利活動
法人NPOののはな

株式会社
東北ライフケア

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

有限会社白岩の郷 0187-55-5272 3人
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（２）小規模多機能型居宅介護

№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 サポートハウス仙北

仙北市角館町勝楽123-1

 ピュアののはな

仙北市田沢湖卒田字上清水48-1

（３）認知症対応型共同生活介護（グループホーム)
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 グループホーム花みづき

仙北市角館町白岩下西野1

 グループホームたんぽぽ

仙北市角館町薗田別当村211

 グループホーム優優

仙北市田沢湖生保内字街道ノ上36-8

 認知症対応型共同生活介護事業所  田沢の家

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 グループホーム桐花荘

仙北市田沢湖小松字荒床33-1

 ピアホームかたくりの里

仙北市西木町桧木内字高屋91-1

（４）地域密着型特定施設入居者生活介護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 有料老人ホームふれあいの家

仙北市田沢湖卒田字荒町49-7

（５）地域密着型介護福祉施設入所者生活介護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号 定員

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設　駒草の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水708

3

4

5

6

1

1

1

2

1

2

有限会社福寿

特定非営利活動
法人NPOののはな

0187-52-1001

0187-52-4055

25人

25人

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-55-5272 18人

0187-52-2540 9人

0187-43-3077 18人

0187-43-9004 18人

0187-44-3037 9人

0187-58-2066 9人

有限会社白岩の郷

有限会社たんぽぽ

有限会社
生保内福祉会

社会福祉法人
こまくさ苑

株式会社大曲仙北
介護支援事業所

株式会社大曲仙北
介護支援事業所

0187-44-3877 12人

社会福祉法人
こまくさ苑

0187-42-8577 29人
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３．施設サービス

（１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
№ 施設名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 特別養護老人ホーム  かくのだて桜苑

仙北市角館町管沢15-1

 特別養護老人ホーム  たざわこ清眺苑

仙北市田沢湖田沢字春山148-2

 特別養護老人ホーム清流苑

仙北市西木町桧木内字松葉232

（２）介護老人保健施設（老人保健施設）
№ 施設名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 仙北市介護老人保健施設  にしき園

仙北市西木町門屋字屋敷田100

４．介護予防サービス

（１）介護予防支援
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

仙北市包括支援センター

仙北市西木町上荒井字古堀田47

（２）介護予防訪問介護（ホームヘルプ）

№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 たんぽぽ

仙北市角館町下管沢212  プランタンハイツ105号

 仙北市社会福祉協議会  角館ヘルパーステーション

仙北市角館町小勝田間野54-5

 県南訪問介護事業所

仙北市角館町上菅沢2-18

 平和ケアセンター

仙北市角館町上新町25-5

 仙北市社会福祉協議会 田沢湖ヘルパーステーション

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後39

2

1

1

2

3

4

5

1

2

3

1

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-43-9001 60人

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2100 50人

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-54-3055 54人

仙北市 0187-43-2283

有限会社たんぽぽ 0187-52-2540

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-54-2493

社会福祉法人
こまくさ苑

0187-58-0112 100人

仙北市 0187-47-3211 100人

有限会社
県南ケアシステム

0187-52-1280

平和観光タクシー株
式会社

0187-54-3156

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-43-1318
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 訪問介護事業所ＮＰＯののはな

仙北市田沢湖卒田字北竹原96

 ほのか訪問介護事業所

仙北市西木町門屋字六本杉66-15

 清流苑ホームヘルプ

仙北市西木町桧木内字松葉232

（３）介護予防訪問入浴介護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 仙北市社会福祉協議会  訪問入浴ステーション

仙北市角館町小勝田間野54-5

 県南入浴サービス

仙北市角館町上菅沢2-18

（４）介護予防訪問リハビリテーション
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 市立田沢湖病院

仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1

 介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 仙北市国民健康保険神代診療所

仙北市田沢湖神代字野中清水216-4

 ※掲載以外の医療機関・介護老人保健施設でも行っている場合があります。

（５）介護予防通所介護（デイサービス）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 デイサービス若杉

仙北市角館町上菅沢2-18

 デイサービスセンターあさひ

仙北市角館町上菅沢168-1

 デイホームたんぽぽ（火曜日のみ対応）

仙北市角館町岩瀬31-1

 デイサービス角館さくらさくら

仙北市角館町中菅沢84
4

8

1

2

1

2

3

1

2

3

6

7

特定非営利活動
法人NPOののはな

0187-44-3836

株式会社ほのか 0187-52-5570

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2105

社会福祉法人
こまくさ苑

0187-58-0112

仙北市 0187-44-2118

有限会社
県南ケアシステム

0187-52-2600

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-54-2493

有限会社
県南ケアシステム

0187-52-1280

仙北市 0187-43-1131

有限会社菅原 0187-54-4000

有限会社たんぽぽ 0187-54-2348

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-55-1117
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 仙北市社会福祉協議会  田町デイサービスセンター

仙北市角館町田町上丁35-1

 デイ・サービスセンターひなた

仙北市田沢湖生保内字下高野73-16

 デイサービスふるさと  通所介護事業所

仙北市田沢湖角館東前郷字杉林171-3

 仙北市田沢湖  デイサービスセンター

仙北市田沢湖神代字野中清水292-1

 デイサービスセンター  ＮＰＯののはな

仙北市田沢湖卒田字北竹原96

 デイサービスセンター  ののはな２号館

仙北市田沢湖卒田字北竹原96

 デイサービスもとまち

仙北市田沢湖小松字本町100-1

 ハッピーデイ西木

仙北市西木町桧木内字松葉232

（６）介護予防通所リハビリテーション（デイケア）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

1  介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

2  仙北市介護老人保健施設  にしき園

仙北市西木町門屋字屋敷田100

5

6

7

8

9

10

11

12

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-54-4224

有限会社菅原 0187-46-2829

デイサービスふるさと
株式会社

0187-44-3453

株式会社
東北ライフケア

0187-52-4611

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2102

社会福祉法人
こまくさ苑

0187-58-0112

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-44-2700

特定非営利活動
法人NPOののはな

0187-44-3836

特定非営利活動
法人NPOののはな

0187-52-3836

仙北市 0187-47-3211
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（７）介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 かくのだて桜苑短期入所  生活介護事業所

仙北市角館町管沢15-1

 ショートステイ若杉

仙北市角館町上菅沢2-18

 さわやか桜館

仙北市角館町西長野中泊126-2

 たざわこ清眺苑短期入所

仙北市田沢湖生保内字下高野72-73

 ショートステイひだまり

仙北市田沢湖生保内字下高野73-73

 ショートステイ田沢湖

仙北市田沢湖生保内字街道ノ上80-2

 ショートステイもとまち

仙北市田沢湖小松字本町100-1

 特別養護老人ホーム清流苑

仙北市西木町桧木内字松葉232

（８）介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 介護老人保健施設田沢の郷

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 仙北市介護老人保健施設  にしき園

仙北市西木町門屋字屋敷田100

（９）介護予防特定施設入居者生活介護
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 さわやか桜館

仙北市角館町西長野中泊126-2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

株式会社
さわやか倶楽部

0187-52-0003

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-43-9001

有限会社菅原 0187-46-2870

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-54-3055

有限会社
県南ケアシステム

0187-52-2600

社会福祉法人
こまくさ苑

0187-58-0112

仙北市 0187-47-3211

株式会社
さわやか倶楽部

0187-52-0003

株式会社
オフィスレイ

0187-43-3233

株式会社
東北ライフケア

0187-52-4611

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2100
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５．地域密着型介護予防サービス

（１）介護予防認知症対応型通所介護

№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 グループホーム花みづき（共用型）

仙北市角館町白岩新西野207-1

（２）介護予防小規模多機能型居宅介護

№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 サポートハウス仙北

仙北市角館町勝楽123-1

 ピュアののはな

仙北市田沢湖卒田字上清水48-1

（３）介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム)
№ 事業所名称・住所 事業主体 電話番号

 グループホーム花みづき

仙北市角館町白岩下西野1

 グループホームたんぽぽ

仙北市角館町薗田別当村211

 グループホーム優優

仙北市田沢湖生保内字街道ノ上36-8

 認知症対応型共同生活介護事業所 田沢の家

仙北市田沢湖生保内字上清水698

 グループホーム桐花荘

仙北市田沢湖小松字荒床33-1

 ピアホームかたくりの里

仙北市西木町桧木内字高屋91-1

1

1

2

1

2

3

4

5

6

有限会社白岩の郷 0187-55-5272

有限会社たんぽぽ 0187-52-2540

有限会社
生保内福祉会

0187-43-3077

有限会社白岩の郷 0187-55-5272

有限会社福寿 0187-52-1001

特定非営利活動
法人NPOののはな

0187-52-4055

社会福祉法人
こまくさ苑

0187-43-9004

株式会社大曲仙北
介護支援事業所

0187-44-3037

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2066
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６．老人福祉施設等

（１）養護老人ホーム
№ 施設名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 養護老人ホーム角館寿楽荘

仙北市角館町管沢21-15

（２）軽費老人ホーム（ケアハウス）
№ 施設名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 ケアハウスゆっ栗館

仙北市西木町桧木内字松葉232

（３）有料老人ホーム
№ 施設名称・住所 事業主体 電話番号 定員

 さわやか桜館

仙北市角館町西長野中泊126-2

 有料老人ホームふれあいの家

仙北市田沢湖小松字荒床49-7

 有料老人ホーム若杉

仙北市角館町上菅沢2-17

 有料老人ホームNPOののはな

仙北市田沢湖卒田字北竹原39-3

1

1

1

2

3

4

社会福祉法人
仙北市社会福祉協
議会

0187-53-2870

社会福祉法人
県南ふくし会

0187-58-2100

80人

15人

有限会社
県南ケアシステム

0187-52-1180 24人

特定非営利活動
法人NPOののはな

0187-44-3836 11人

株式会社
さわやか倶楽部

0187-52-0003 80人

株式会社大曲仙北
介護支援事業所

0187-44-3877 12人
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           仙北市地域福祉計画策定委員名簿

番号 選出区分 氏名 機関・団体

1
福祉サービス
事業関係者

　　久　米　　　 力 社会福祉法人秋田ふくしハートネット

2 〃 　　千　葉　純　子 西木ケアマネステーション

3 社会福祉関係者　　桃　園　豊　弘 仙北市民生委員・児童委員

4 〃 　　門　脇　由香子 仙北市社会福祉協議会

5
地域活動
団体代表

　　浦　山　久　二 田沢地域運営体

6 〃 　　八　柳　正　弘 かたくり保存会

7 保健医療関係者　　茂　木　世輝子 市立角館総合病院

8 学識経験者 　　黒　坂　源　悦 農業

9 〃 　　鈴　木　勝　一 元だしのこ園長

10 行政 　　阿　部　栄　子 仙北市福祉保健部保健課

11 〃 　　伊　藤　静　子 仙北市福祉保健部子育て推進課

12 〃 　　冨　岡　美津子 　　　〃　　　 　　 　　　長寿支援課

13 〃 　　浅　利　和　磨 　　　〃　　　  　包括支援センター

                                 順不同、敬称略

事務局

1 事務局 　　嶋　村　武　雄 仙北市福祉保健部社会福祉課

2 〃 　　長松谷　　　光 　　　　　　　　　〃　

3 〃 　　菅　原　文　子 　　　　　　　　　〃　

4 〃 　　藤　村　香　織 　　　　　　　　　〃　
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