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　　13　おむつ購入費

　　１　訪問介護

　　３　訪問看護・介護予防訪問看護

　◇　通所して利用するサービス

　◇　気仙沼市独自のサービス

　　15　お泊りデイサービス

　　14　あんしん訪問介護サービス費

　１　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　２　介護老人保健施設（老人保健施設）

　◇　介護保険制度外のサービス

Ⅲ　施設サービス

　３　認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

　５　小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

　７　地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）

　１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
Ⅳ　地域密着型サービス

Ⅴ　介護予防・生活支援サービス
　１　介護予防訪問型サービス

　◇　訪問を受けて利用するサービス

　　８　短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

　　10　福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与（レンタル）

　　12　住宅改修費・介護予防住宅改修費

　１　居宅介護支援

　◇　短期間入所して利用するサービス

～介護保険のサービス内容と市内の事業所を紹介します～
（令和4年4月1日現在）

－　も　く　じ　－

　　４　訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

Ⅱ　在宅サービス

Ⅰ　介護サービス利用についての相談

　　５　居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

　　６　通所介護（デイサービス）
　　７　通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

　　９　短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（医療系ショートステイ）

　　11　特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売（福祉用具購入費）

　４　認知症対応型共同生活介護・介護予防対応型共同生活介護（グループホーム）

　２　地域密着型通所介護（小規模デイサービス）

　２　介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

　◇　在宅での暮らしを支えるサービス

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム）

　２　介護予防通所型サービス

　　２　訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

～ お問い合わせは ～
気仙沼市 保健福祉部 高齢介護課

〒988-8501 気仙沼市八日町1丁目１番1号

ＴＥＬ;２２－６６００ ＦＡＸ;２５－１５７７
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地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

老人保健施設　リバーサイド春圃 気仙沼市舘山一丁目１番４３号 ２３－５３２３ ２３－６５７５

あんしん館介護支援センター 気仙沼市常楽２０３番地２ ２３－０８２３ ２５－８１４１

ケアプランセンター村伝
気仙沼市上田中二丁目６番地４
トップビルディング１Ｆ

２５－８５３６ ２５－８５３７

鹿折 ケアプランセンターきくや 気仙沼市三ノ浜１２番地３ ２５－７１１２ ２５－７１１２

一景島在宅介護支援センター 気仙沼市東新城二丁目１番地２ ２５－３２３３ ２５－３２４３

居宅介護支援センターリンデンバウムの杜 気仙沼市東新城二丁目９番地１ ２１－１１６２ ２１－１１６４

恵潮苑在宅介護支援センター 気仙沼市東新城二丁目２番地３ ２１－１２２３ ２１－１２２４

広域介護サービス気仙沼 気仙沼市松川前１２１番地 ２１－１０８８ ２１－１０８９

みずなし介護センターケアマネステーションまつかわ 気仙沼市松川４１６番地１ ２４－５４５８ ２１－１４８０

ケア相談センターひまわり 気仙沼市百目木２６９番地１ ２５－８４４２ ２５－８４４３

ほっとケア気仙沼 気仙沼市茗荷沢１７０番地１ ２１－２０５０ ２１－２０５１

はぁとライフえにし 気仙沼市松川１５１番地４ ２２－５５４０ ２５－９４１５

ケアマネステーションきらめき 気仙沼市和野２９６番地３　B１０１ ４８－５４４９ ４８－５６１７

大縁ケアセンター 気仙沼市所沢３番地１ ２５－７１０２ ２５－７１０３

かなえ居宅介護支援事業所 気仙沼市赤岩杉ノ沢３８番地１ ２５－８１７７ ２５－８１７８

居宅介護支援センターみやぎ 気仙沼市岩月宝ヶ沢２７番地２３ ２５－８６８０ ２５－８６８１

キングスガーデン・ケアプランセンター 気仙沼市岩月星谷６４番地３ ２６－１１６５ ２６－１１３５

階上 ケアプランセンターポラーノ 気仙沼市最知南最知１４８番地 ４８－５８３８ ４８－５８４８

大島 おおしまハーティケアセンター 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

唐桑 土筆の里 気仙沼市唐桑町小長根１７２番地１ ３１－２０３６ ３１－２１３３

居宅介護支援事業所山田大名の里 気仙沼市本吉町宮内４４番地２３ ２５－７２３０ ２５－７２３２

春圃苑指定居宅介護支援事業所 気仙沼市本吉町津谷明戸３番地 ３１－１１７０ ４２－２８２２

津谷居宅介護支援事業所 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ３１－１０３８ ３１－１０３９

はまなすの丘居宅介護支援事業所 気仙沼市本吉町外尾２５番地 ４２－２９１５ ４２－２９１６

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 気仙沼市中央地域包括支援センター 気仙沼市八日町一丁目１番１号 ２２－６６００ ２５－１５７７

新月・松岩 気仙沼市松岩・新月地域包括支援センター 気仙沼市松崎柳沢２２８番地６８ ２４－２８２０ ２４－８０２２

面瀬・階上 気仙沼市階上・面瀬地域包括支援センター 気仙沼市最知南最知１４８番地 ２５－８４８１ ２５－８４８２

大島 気仙沼市大島地域包括支援センター 気仙沼市廻舘５５番地２ ２５－８５７０ ２５－７０７６

鹿折・唐桑 気仙沼市鹿折・唐桑地域包括支援センター 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地７７ ２５－９７５５ ３１－２０８２

本吉 気仙沼市本吉地域包括支援センター 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ３１－１０５２ ３１－１０５３

新
月

松岩

本
吉

気
仙
沼

Ⅰ　介護サービス利用についての相談

１　居宅介護支援（要介護１～５の方）

２　介護予防支援（要支援１・２の方），介護予防ケアマネジメント（事業対象者の方）

面
瀬

居宅で介護サービス（介護予防サービス・介護予防生活支援サービス）を利用するためには、
まず、居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）・地域包括支援センターの
職員に「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護サービス（介護予防サービス・
介護予防生活支援サービス）はそのプランに沿って利用することになります。
ケアプラン作成費用の利用者負担はありません。

ケ
ア
マ
ネ
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要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額

要支援１ 50,320円

要支援２ 105,310円

要介護１ 167,650円

要介護２ 197,050円

要介護３ 270,480円

要介護４ 309,380円

要介護５ 362,170円

250円

183円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 キングス・タウン　ヘルパーステーション 気仙沼市三日町三丁目１番１号 ２４－３０６８ ２４－３１５３

松岩 ヘルパーステーション　なかがわ 気仙沼市松崎萱１３９番地１ ２５－５４３３ ２５－５４２２

広域介護サービス気仙沼 気仙沼市松川前１２１番地 ２１－５３５５ ２１－５３５６

みずなし介護センター　ヘルパーステーション
まつかわ

気仙沼市松川４１６番地１ ２１－１４８０ ２１－１４８０

さくらの里ヘルパーステーション 気仙沼市早稲谷３４番地１０ ２８－９０６５ ２８－９０６６

大縁ヘルプセンター 気仙沼市所沢３番地１ ２５－７１０２ ２５－７１０３

大島 ホームヘルパーステーションおおしま 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

株式会社みやぎ介護センター 気仙沼市岩月宝ヶ沢２７番地２３ ２５－８６８０ ２５－８６８１

キングスガーデン・ヘルパーステーション 気仙沼市松崎面瀬１７番地１ ２５－７８８２ ２３－８５５０

訪問介護ステーション　からくわ 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地３ ３１－２０５１ ３１－２０５２

ヘルパーステーション　土筆の里 気仙沼市唐桑町小長根１７２番地１ ３１－２０３６ ３１－２１３３

春圃苑ヘルパーステーション 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－３１００ ４２－３１１７

ヘルパーステーションもとよし 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ３１－１１０５ ３１－１０３９

□サービス費用（１割）の目安

１回あたり 852円

１回あたり 1,260円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

訪問入浴　春夏秋冬 気仙沼市田中前一丁目１番地１０ ２５－７６５１ ２５－７６５２

アースサポート気仙沼 気仙沼市古町三丁目２番３７号 ２２－８４１１ ２２－８４０１

新月 広域介護サービス気仙沼 気仙沼市松川前１２１番地 ２１－１０８８ ２１－１０８９

本吉 訪問入浴サービス　もとよし 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ３１－１１０５ ３１－１０３９

要支援の方

□サービス費用（１割）の目安

２　訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

※早朝、夜間など加算あり

面
瀬

唐
桑

新
月

身体介護（20分以上30分未満）

生活援助（25分以上45分未満）

◇　訪問を受けて利用するサービス　‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

１　訪問介護

Ⅱ　在宅サービス

本
吉

要介護の方

　※　在宅サービスの支給限度額

気
仙
沼

介護保険の在宅サービスの利用には、要介護状態区分ごとに保険から
給付される上限額（支給限度額）が決められています。

上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた費用は全額利用者負

担となります。

訪問介護員が家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介
助や、調理、洗濯などの生活援助を行います。
要支援の方は、介護予防・生活支援サービスの介護予防訪問
型サービスをご利用ください。

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行
います。
【要支援の方】居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から
介護施設の浴室の利用が困難な場合などに限定されます。
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□サービス費用（１割）の目安

１回あたり30分未満 450円

１回あたり30分未満 470円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

訪問看護ステーション春圃 気仙沼市舘山一丁目１番４３号 ２３－５３２３ ２３－６５７５

南三陸訪問看護ステーション 気仙沼市三日町一丁目２番２８号 ２２－６８９５ ２２－５８８５

気仙沼訪問看護ステーション 気仙沼市赤岩港３２１番地１ ２５－８３２３ ２５－８３２４

松岩 訪問看護ステーション　あした　気仙沼ステーション
気仙沼市松崎五駄鱈１３番地３
末永アパート１号

２９－６１１３ ２９－６１１３

本吉 気仙沼市立本吉病院 気仙沼市本吉町津谷明戸２２２番地２ ４２－２６２１ ４２－２６２５

※利用実績のある事業者を掲載しています。

□サービス費用（１割）の目安

１回あたり20分間 307円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

本吉 気仙沼市立本吉病院 気仙沼市本吉町津谷明戸２２２番地２ ４２－２６２１ ４２－２６２５

□サービス費用（１割）の目安

１回あたり 514円

（月２回まで）

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

要支援の方・要介護の方

要支援の方・要介護の方

5　居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

※早朝、夜間など加算あり

３　訪問看護・介護予防訪問看護

４　訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

要支援の方

気
仙
沼

要介護の方

疾患等を抱えている方の居宅に、看護師が訪問して、主治医
と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行います。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリ
テーション（機能訓練）を行います。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、
療養上の管理や指導を行います。

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス

医療機関・薬局が提供します
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□サービス費用（１割）の目安
要介護度 7～8時間の場合

要介護１ 655円
要介護２ 773円
要介護３ 896円
要介護４ 1,018円

要介護５ 1,142円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

デイサービスあんしん館 気仙沼市九条５７９番地１ ２３－０８１４ ２３－０８２８

三日町デイサービスセンター 気仙沼市三日町三丁目１番１号 ２４－３２５０ ２４－３１５３

鹿折 やすらぎデイサービスセンター 気仙沼市西中才１０８番地６ ２１－２２７０ ２１－２２８０

恵潮苑デイサービスセンター 気仙沼市東新城二丁目２番地３ ２１－１２２２ ２１－１２２４

ぽらんデイサービス 気仙沼市所沢２０１番地１－２ ２５－７６８５ ２５－７６８５

デイサービス結まーる 気仙沼市東新城一丁目５番地８ ２９－６４３４ ２９－６４３５

大島 デイサービスセンターおおしま 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

キングスガーデン・デイサービスセンター 気仙沼市岩月星谷６４番地３ ２６－１１２６ ２６－１１３５

デイサービス面瀬あんしん館 気仙沼市松崎馬場１０９番地１ ２４－６６０３ ２４－６６０５

燦さん館デイサービスセンター 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地３ ３１－２０５１ ３１－２０５２

土筆の里はやま館 気仙沼市唐桑町小長根１８５番地１ ３１－２８２０ ３１－２８２１

春圃苑小泉デイサービスセンター 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－２１１０ ４２－３１１７

春圃苑津谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町津谷明戸３番地 ２５－９７８０ ４２－２８２２

春圃苑大谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町長根１５１番地１ ２５－８１８２ ４４－２７２５

長根山デイサービスセンター 気仙沼市本吉町宮内４４番地２３ ２９－６４７５ ２９－６２４３

□サービス費用（１割）の目安
要支援（月単位の定額制） 要介護 7～8時間の場合

要支援１　　　　　　2,053円 要介護１ 757円
要支援２　　　　　　3,999円 要介護２ 897円
※食費は別途自己負担となります 要介護３ 1,039円

要介護４ 1,206円
要介護５ 1,369円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 老人保健施設　リバーサイド春圃 気仙沼市舘山一丁目１番４３号 ２４－１７３２ ２４－３５１０

新月 介護老人保健施設　リンデンバウムの杜 気仙沼市東新城二丁目９番地１ ２１－１１６２ ２１－１１６４

本吉 介護老人保健施設　はまなすの丘 気仙沼市本吉町外尾２５番地 ４２－２９１５ ４２－２９１６

６　通所介護（定員が１９名以上の施設）

※食費は別途自己負担となります

◇　通所して利用するサービス　‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

気仙沼

唐桑

新月

面瀬

※食費は別途自己負担となります

7　通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

本吉

通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事、入浴
などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を
日帰りで行います。
要支援の方は、介護予防・生活支援サービスの介護予防
通所型サービスをご利用ください。

老人保健施設等で、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
リハビリテーション（機能
訓練）を日帰りで行います。

通
所
系
サ
ー
ビ
ス
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要支援（１日あたり） 要介護 １日あたり
要支援１　　　　　　523円 要介護１ 696円
要支援２　　　　　　649円 要介護２ 764円

要介護３ 838円
要介護４ 908円
要介護５ 976円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 特別養護老人ホーム　キングス・タウン 気仙沼市三日町三丁目１番１号 ２４－３１７０ ２４－３１５３

新月 特別養護老人ホーム　恵心寮 気仙沼市下八瀬４２６番地８ ２５－８７２７ ２５－８７２６

階上 階上ブランチ　ショートステイ 気仙沼市長磯船原６６番地 ２６－１３２０ ２７－５９０１

大島 おおしまショートステイセンター 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

社会福祉法人憲心会特別養護老人ﾎｰﾑ唐桑園 気仙沼市唐桑町只越３４６番地７ ２９－６３０１ ２９－６３０２

土筆の里はやま館 気仙沼市唐桑町小長根１８５番地１ ３１－２８２０ ３１－２８２１

本吉 社会福祉法人春圃会特別養護老人ﾎｰﾑ春圃苑 気仙沼市本吉町中島３５８番地３ ４２－３１００ ４２－３１１７

要支援（１日あたり） 要介護 １日あたり
要支援１　　　　　　621円 要介護１ 833円
要支援２　　　　　　782円 要介護２ 879円

要介護３ 943円
要介護４ 997円
要介護５ 1,049円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 老人保健施設　リバーサイド春圃 気仙沼市舘山一丁目１番４３号 ２４－１７３２ ２４－３５１０

介護老人保健施設　リンデンバウムの杜 気仙沼市東新城二丁目９番地１ ２１－１１６２ ２１－１１６４

小規模介護老人保健施設　リンデンヴィラ 気仙沼市東新城二丁目９番地１ ２１－１１６０ ２１－１１６１

本吉 介護老人保健施設　はまなすの丘 気仙沼市本吉町外尾２５番地 ４２－２９１５ ４２－２９１６

◇　短期間入所して利用するサービス　‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

唐
桑

新
月

9　短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（医療系ショートステイ）

□サービス費用（１割）の目安（ユニット型個室の場合）
8　短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

□サービス費用（１割）の目安（ユニット型個室の場合）

※食費、日常生活費、滞在費等が
　別途自己負担となります。

※食費、日常生活費、滞在費等が
　別途自己負担となります。

福祉施設に短期間入所して、
食事、入浴、排せつなどの日
常生活上の支援や機能訓練な
どが受けられます。

老人保健施設等に短期間入
所して、医学的な管理のも
とで、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。

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
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地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

鹿折 有限会社渡辺無線 気仙沼市新浜町二丁目１番１号 ２２－１５９４ ２２－８３７８

株式会社コンホートケア　 気仙沼市所沢２７０番地 ２５－９０８０ ２５－９０８１

福祉用具のえにし 気仙沼市松川１５１番地４ ２５－９４１１ ２５－９４１５

広域介護サービス気仙沼 気仙沼市松川前１２１番地 ２１－１０８８ ２１－１０８９

松岩 ライフサポート村伝 気仙沼市赤岩牧沢４４番地１２３ ２１－１３６６ ２５－８０２２

階上 有限会社ホロス 気仙沼市長磯原ノ沢１３０番地７ ２７－５８４５ ２７－５８４６

本吉 もとよし福祉用具貸与事業所 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ４２－２２３１ ４２－１２４１

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

鹿折 有限会社渡辺無線 気仙沼市新浜町二丁目１番１号 ２２－１５９４ ２２－８３７８

株式会社コンホートケア　 気仙沼市所沢２７０ ２５－９０８０ ２５－９０８１

福祉用具のえにし 気仙沼市松川１５１番地４ ２５－９４１１ ２５－９４１５

広域介護サービス気仙沼 気仙沼市松川前１２１番地 ２１－１０８８ ２１－１０８９

松岩 ライフサポート村伝 気仙沼市赤岩牧沢４４番地１２３ ２１－１３６６ ２５－８０２２

階上 有限会社ホロス 気仙沼市長磯原ノ沢１３０番地７ ２７－５８４５ ２７－５８４６

本吉 もとよし福祉用具貸与事業所 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ４２－２２３１ ４２－１２４１

11　特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売（福祉用具購入費）

新月

□サービス費用の目安：レンタル料の１割

◇　在宅での暮らしを支えるサービス　‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

新月

10　福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与（レンタル）

12　住宅改修費・介護予防住宅改修費

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

～対象となる用具～
①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器 ⑦認知症高齢者徘徊感知機器 ⑧移動用リフト
⑨手すり ⑩スロープ ⑪歩行器 ⑫歩行補助つえ
※①～⑧：要支援１、要支援２及び要介護１の方は、原則対象となりません。

⑨⑩：工事を伴わないものが対象となります。

排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者（下表）から購入
した場合、年間10万円を上限に、購入費の９割（又は８割）を支給します。いったん利用
者が全額負担し、領収書などを添えて市に申請します。
【注】指定事業者以外からの購入は対象となりません。
～対象となる用具～
①入浴補助用具 ②腰掛便座 ③特殊尿器 ④簡易浴槽 ⑤移動用リフトの吊り具

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、20万円を上限に、
費用の９割（又は７～８割）を支給します。
【注】住宅改修を行う場合は、事前に市への確認が必要となります。

担当のケアマネジャーにご相談ください。
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□ 対 象 者

□ 利用方法

□ 対 象 者

□ 利用方法

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

大島 ホームケアセンターきくや 気仙沼市廻舘１０８番地５ ２８－２１６２ ２８－２１６２

　　担当のケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーを通じて申請書を市へ提出し、利用します。

　　要介護１～５に認定され、次のいずれかに該当する方。
　　・ひとり暮らしの方　　・認知症の方　　・退院予定の方

　　要介護１～５に認定され、紙おむつや尿取りパッドなど使い捨てのものを使用している方。

　　利用料の９割を支給します。１ヶ月あたりの利用上限額は３万円です。

　　購入費用の９割

１５　お泊りデイサービス

　　ただし、入院や施設入所している方、他の公の制度によりおむつ購入費の支給等を受けている方

　　交付の更新は10月及び4月に行います。

　　・要介護１～２：月あたり　３，６００円を限度（４，０００円の９割）

□ 支 給 額

　　※限度額を超えた部分は全額自己負担となります。

　　支給決定されると、利用券（最大６ヶ月分）が交付されます。

　　を除きます。

　　担当のケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーを通じて申請書を市に提出します。

◇　介護保険制度外のサービス　‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

　　・要介護３～５：月あたり　４，５００円を限度（５，０００円の９割）

□ 支 給 額

14　あんしん訪問介護サービス費

13　おむつ購入費

◇　気仙沼市独自のサービス　‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

要介護者が居宅での日常生活において必要となる、おむつ等の購入費を支給します。

ケアマネジャー

に相談

申請書を

市へ提出
利用券の

交付（郵送）

市内の取扱店で、おむつを購入。

その際、利用券を渡し、

購入費の１割分を支払う。

法定の支給限度額では,居宅において自立した生活を営むことが困難な方に対し、

訪問介護（ホームヘルプ）サービスを提供します。

サービス提供事業所は、訪問介護サービス事業所と同じです。

日中利用したデイサービス（通所介護）で、宿泊ができるサービスです。
介護保険制度外のサービスのため、利用料等については、利用事業所にお問い合わせくださ
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□サービス費用（１割）の目安

要介護度 １日あたり
要介護３ 793円

要介護４ 862円

要介護５ 929円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 特別養護老人ホーム　キングス・タウン 気仙沼市三日町三丁目１番１号 ２４－３０６７ ２４－３１５３

特別養護老人ホーム　恵潮苑 気仙沼市東新城二丁目２番地３ ２１－１２２１ ２１－１２２４

特別養護老人ホーム　恵心寮 気仙沼市下八瀬４２６番地８ ２５－８７２７ ２５－８７２６

唐桑 社会福祉法人憲心会特別養護老人ﾎｰﾑ唐桑園 気仙沼市唐桑町只越３４６番地７ ２９－６３０１ ２９－６３０２

本吉 社会福祉法人春圃会特別養護老人ﾎｰﾑ春圃苑 気仙沼市本吉町中島３５８番地３ ４２－３１００ ４２－３１１７

□サービス費用（１割）の目安
要介護度 １日あたり
要介護１ 796円
要介護２ 841円
要介護３ 903円
要介護４ 956円
要介護５ 1,009円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 老人保健施設　リバーサイド春圃 気仙沼市舘山一丁目１番４３号
２４－１７３２

080-1660-1797
２４－３５１０

介護老人保健施設　リンデンバウムの杜 気仙沼市東新城二丁目９番地１ ２１－１１６２ ２１－１１６４

小規模介護老人保健施設　リンデンヴィラ 気仙沼市東新城二丁目９番地１ ２１－１１６０ ２１－１１６１

本吉 介護老人保健施設　はまなすの丘 気仙沼市本吉町外尾２５番地 ４２－２９１５ ４２－２９１６

２　介護老人保健施設（老人保健施設）

※食材料費、居住費、日常生活費等が
　別途自己負担になります。

Ⅲ　施設サービス

１　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

新
月

新
月

※食材料費、居住費、日常生活費等が
　別途自己負担になります。

寝たきりや認知症のため日常生活において常時介護が必要で、
自宅では介護が困難な人が入所します。

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、
介護、リハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、
家庭への復帰を支援します。

入
所
系
サ
ー
ビ
ス

- 9 -



□サービス費用（１割）の目安
要介護度 月あたり

　 要介護１ 5,697円
要介護２ 10,168円
要介護３ 16,883円
要介護４ 21,357円
要介護５ 25,829円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

本吉 春圃苑２４時間ヘルパーステーション 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－３１００ ４２－３１１７

                        □サービス費用（１割）の目安
要介護度 7～8時間の場合

要介護１ 750円
要介護２ 887円
要介護３ 1,028円
要介護４ 1,168円
要介護５ 1,308円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

ぽらん気仙沼デイサービス 気仙沼市上田中一丁目４番地１ ２５－８７１８ ２５－８７１８

デイサービス村伝
気仙沼市南町一丁目４番１０号
夢コモンズ１０５

２８－９２９３ ２８－９２９４

デイサービス村伝たなか
気仙沼市上田中二丁目６番地４
トップビルディング１Ｆ

２８－９２５５ ２８－９２５６

鹿折 みなみデイサービスセンター 気仙沼市栄町２番１１号 ２３－４８７８ ２３－５００３

デイ倶楽部いぶし銀 気仙沼市百目木２６９番地１ ２５－８４４２ ２５－８４４３

気仙沼地域福祉事業所すろーらいふ 気仙沼市台２４９番地３ ２５－７２８１ ２５－７２９１

みずなし介護センター　デイサービス穂のり 気仙沼市切通９４番地 ２３－５１１８ ２３－５１１８

松岩 デイサービスなかがわ 気仙沼市松崎萱１３９番地１ ２３－９０６６ ２５－５４２２

階上ブランチ・デイサービスセンター 気仙沼市長磯船原６６番地 ２６－１３２０ ２７－５９０１

リハスパ気仙沼 気仙沼市長磯大窪１０番地１ ２５－８８３１ ２５－８８３２

大島 ホームケアセンターきくや 気仙沼市廻舘１０８番地５ ２８－２１６２ ２８－２１６２

唐桑 土筆の里 気仙沼市唐桑町小長根１７２番地１ ３１－２０３６ ３１－２１３３

本吉 大谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町窪１０番地１ ２５－９５９１ ２５－９５９２

要支援（7～8時間の場合） 要介護 7～8時間の場合

要支援１　　　　　　856円 要介護１ 992円

要支援２　　　　　　956円 要介護２ 1,100円

要介護３ 1,208円

要介護４ 1,316円

要介護５ 1,424円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 （単独型）ぽらん気仙沼デイサービス 気仙沼市上田中一丁目４番地１ ２５－８７１８ ２５－８７１８

鹿折 （単独型）悠々の郷　デイサービス 気仙沼市西中才２８９番地５ ２８－９７７０ ２８－９７７１

（単独型）みずなし介護センター　デイサービスまつかわ 気仙沼市切通９４番地 ２３－５１１８ ２３－５１１８

（単独型）あおぞらぽらんデイサービス 気仙沼市所沢２０１番地１－２ ２５－７６８５ ２５－８３１８

本吉 （共用型）グループホーム　リアスの杜 気仙沼市本吉町寺要害４５番地 ４３－２８０１ ４３－２８１０

気
仙
沼

Ⅳ　地域密着型サービス

新
月

新
月

□サービス費用（１割）の目安（単独型の場合）

階
上

※食費等が別途自己負担となります。

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

３　認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

２　地域密着型通所介護（小規模デイサービス；定員が１８名以下の施設）

※食費は別途自己負担となります

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に
連携し、定期巡回型訪問と随時対応訪問によりサー
ビスが提供されます。

※このサービスを受けている間は、他の訪問介護と
訪問看護を利用することができません。

通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事、入浴などの
日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行い
ます。
要支援の方は、介護予防・生活支援サービスの介護予防通所型
サービスをご利用ください。

認知症の方を対象に、専門
的なケアを提供する通所介
護です。
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要支援（１日あたり） 要介護 １日あたり

要支援２　　　　　　760円 要介護１ 764円

※要支援１の方は利用できません。 要介護２ 800円

要介護３ 823円

要介護４ 840円

要介護５ 858円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

グループホーム　ポラーノ 気仙沼市田中前四丁目６番地５ ２２－００８６ ２２－００８６

グループホーム　村伝 気仙沼市八日町二丁目３番５号 ２１－１３４４ ２１－１３４５

グループホーム　あんしん館 気仙沼市松崎柳沢２２２番地 ２５－７５０３ ２５－７８１３

みずなしの丘 気仙沼市赤岩水梨子９７番地５５ ２４－７２９０ ２４－７２９１

けあビジョンホーム気仙沼赤岩舘森 気仙沼市赤岩舘森３３番地８ ２１－８０８８ ２４－１１３０

グループホーム　ぽらん気仙沼 気仙沼市東新城一丁目３番地６ ２９－６３７１ ２９－６０４８

グループホーム　ぽらん 気仙沼市東新城一丁目３番地３ ２２－０３０８ ２９－６７６８

グループホーム　ポラーノの杜 気仙沼市所沢２０１番地１ ２２－０３６６ ２２－０３６６

グループホーム　こころ 気仙沼市下八瀬４２６番地８ ２６－５１５５ ２５－８７２６

グループホーム　村伝さいち 気仙沼市長磯後沢８２番地３ ２６－４１２３ ２５－９８０３

階上ブランチ 気仙沼市長磯船原６６番地 ２６－１３２７ ２７－５９０１

グループホーム　村伝おもせ 気仙沼市松崎面瀬６６番地１２ ２１－１２８１ ２１－１２８２

星谷ブランチ 気仙沼市松崎面瀬１７番地１ ２５－７８８２ ２３－８５５０

唐桑 グループホーム　桑の実 気仙沼市唐桑町只越３４６番地１９ ３２－３８２２ ３２－３８２２

グループホーム　リアスの杜 気仙沼市本吉町寺要害４５番地 ４３－２８０１ ４３－２８１０

けあビジョンホーム気仙沼 気仙沼市本吉町中島１４７番地１０ ３１－１２０１ ３１－１２０２

新
月

本
吉

松
岩

※食材料費、居住費、日常生活費等が
別途自己負担になります。

４　認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
□サービス費用（１割）の目安

気
仙
沼

階
上

面
瀬

認知症の方が共同で生活
できる場（住居）で、食
事、入浴などの介護や支
援、機能訓練が受けられ
ます。

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
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要支援（１月あたり） 要介護 １月あたり

要支援１　　　　　　3,438円 要介護１ 10,423円

要支援２　　　　　　6,948円 要介護２ 15,318円

要介護３ 22,283円

要介護４ 24,593円

要介護５ 27,117円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

新月 小規模多機能ホーム　ぽらん気仙沼 気仙沼市東新城一丁目３番地１４ ２２－００２８ ２２－００２８

□サービス費用（１割）の目安

要介護度 １日あたり
要介護１ 542円

要介護２ 609円

要介護３ 679円

要介護４ 744円

要介護５ 813円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

唐桑 土筆の里 気仙沼市唐桑町小長根１７２番地１ ３１－２０３６ ３１－２１３３

本吉 ケアハウス大谷春圃苑 気仙沼市本吉町長根１５１番地１ ２５－８３２２ ４４－２７２５

□サービス費用（１割）の目安

要介護度 １日あたり
要介護３ 803円

要介護４ 874円

要介護５ 942円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

本吉 社会福祉法人春圃会特別養護老人ﾎｰﾑ春圃苑 気仙沼市本吉町中島３５８番地３ ４２－３１００ ４２－３１１７

※食材料費、居住費、日常生活費等が別
途自己負担になります。

７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）

※有料老人ホームの費用が別途必要とな
ります。
※要支援１・２の方は利用できません。

６　地域密着型特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム）

５　小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
□サービス費用（１割）の目安

※食費、日常生活費、宿泊費等が
　別途自己負担となります。

利用する事業所に登録し、
訪問・通所・宿泊の３つの
サービスを組み合わせて利
用します。

※このサービスを受けている間は、ほかの訪
問介護・通所介護・短期入所生活介護等を利
用することはできません。

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、寝たきりや
認知症のため日常生活において常時介護が必要で、自宅では
介護が困難な人が入所します。

定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームな
どで、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられま
す。
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利用頻度 月あたり
週１回程度 1,176円
週２回程度 2,349円
週３回程度 3,727円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

気仙沼 キングス・タウン　ヘルパーステーション 気仙沼市三日町三丁目１番１号 ２４－３０６８ ２４－３１５３

松岩 ヘルパーステーション　なかがわ 気仙沼市松崎萱１３９番地１ ２５－５４３３ ２５－５４２２

広域介護サービス気仙沼 気仙沼市松川前１２１番地 ２１－１０８８ ２１－１０８９

みずなし介護センター　ヘルパーステーション
まつかわ

気仙沼市松川４１６番地１ ２１－１４８０ ２１－１４８０

さくらの里ヘルパーステーション 気仙沼市早稲谷３４番地１０ ２８－９０６５ ２８－９０６６

大縁ヘルプセンター 気仙沼市所沢３番地１ ２５－７１０２ ２５－７１０３

大島 ホームヘルパーステーションおおしま 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

株式会社みやぎ介護センター 気仙沼市岩月宝ヶ沢２７番地２３ ２５－８６８０ ２５－８６８１

キングスガーデン・ヘルパーステーション 気仙沼市松崎面瀬１７番地１ ２５－７８８２ ２３－８５５０

訪問介護ステーション　からくわ 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地３ ３１－２０５１ ３１－２０５２

ヘルパーステーション　土筆の里 気仙沼市唐桑町小長根１７２番地１ ３１－２０３６ ３１－２１３３

春圃苑ヘルパーステーション 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－３１００ ４２－３１１７

ヘルパーステーションもとよし 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ３１－１１０５ ３１－１０３９

利用頻度 月あたり
週１回程度 941円
週２回程度 1,879円
週３回程度 2,982円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

ほっとケアサービスステーション 気仙沼市茗荷沢１７０番地１ ２１－２０５０ ２１－２０５１

さくらの里ヘルパーステーション 気仙沼市早稲谷３４番地１０ ２８－９０６５ ２８－９０６６

大島 ホームヘルパーステーションおおしま 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

唐桑 訪問介護ステーション　からくわ 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地３ ３１－２０５１ ３１－２０５２

春圃苑ヘルパーステーション 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－３１００ ４２－３１１７

ヘルパーステーションもとよし 気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ ３１－１１０５ ３１－１０３９

唐
桑

本
吉

（１）〔訪問型〕相当サービス

（２）訪問型サービスＡ

１　介護予防訪問型サービス

　要支援１・２の方、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方が利用できるサービスです。

Ⅴ　介護予防・日常生活支援サービス（総合事業）

面
瀬

　支給限度額は、要支援１と同額（50,320円/月）です。
　ただし、利用者の状況により要支援２の限度額（105,310円/月）となることもあります。

新
月

新月

□サービス費用（１割）の目安

□サービス費用（１割）の目安

本吉

訪問介護員が家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介
助や、調理、洗濯などの生活援助を行います。

訪問介護員等が家庭を訪問し、調理、洗濯などの生活援助を行
います。
【注】身体介護は行いません。

総
合
事
業
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利用頻度 月あたり
週１回程度 1,672円
週２回程度 3,428円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

デイサービスあんしん館 気仙沼市九条５７９番地１ ２３－０８１４ ２３－０８２８

三日町デイサービスセンター 気仙沼市三日町三丁目１番１号 ２４－３２５０ ２４－３１５３

ぽらん気仙沼デイサービス 気仙沼市上田中一丁目４番地１ ２５－８７１８ ２５－８７１８

デイサービス村伝
気仙沼市南町一丁目４番１０号
夢コモンズ１０５

２８－９２９３ ２８－９２９４

デイサービス村伝たなか
気仙沼市上田中二丁目６番地４
トップビルディング１Ｆ

２８－９２５５ ２８－９２５６

やすらぎデイサービスセンター 気仙沼市西中才１０８番地６ ２１－２２７０ ２１－２２８０

みなみデイサービスセンター 気仙沼市栄町２番１１号 ２３－４８７８ ２３－５００３

恵潮苑デイサービスセンター 気仙沼市東新城二丁目２番地３ ２１－１２２２ ２１－１２２４

ぽらんデイサービス 気仙沼市所沢２０１番地１－２ ２５－７６８５ ２５－７６８５

デイ倶楽部いぶし銀 気仙沼市百目木２６９番地１ ２５－８４４２ ２５－８４４３

気仙沼地域福祉事業所すろーらいふ 気仙沼市台２４９番地３ ２５－７２８１ ２５－７２９１

みずなし介護センター　デイサービス穂のり 気仙沼市切通９４番地 ２３－５１１８ ２３－５１１８

デイサービス結まーる 気仙沼市東新城一丁目５番地８ ２９－６４３４ ２９－６４３５

松岩 デイサービスなかがわ 気仙沼市松崎萱１３９番地１ ２３－９０６６ ２５－５４２２

階上ブランチ・デイサービスセンター 気仙沼市長磯船原６６番地 ２６－１３２０ ２７－５９０１

リハスパ気仙沼 気仙沼市長磯大窪１０番地１ ２５－８８３１ ２５－８８３２

デイサービスセンターおおしま 気仙沼市廻舘５５番地２ ２６－２２７２ ２６－２２７１

ホームケアセンターきくや 気仙沼市廻舘１０８番地５ ２８－２１６２ ２８－２１６２

キングスガーデン・デイサービスセンター 気仙沼市岩月星谷６４番地３ ２６－１１２６ ２６－１１３５

デイサービス面瀬あんしん館 気仙沼市松崎馬場１０９番地１ ２４－６６０３ ２４－６６０５

燦さん館デイサービスセンター 気仙沼市唐桑町石浜２８２番地３ ３１－２０５１ ３１－２０５２

土筆の里 気仙沼市唐桑町小長根１７２番地１ ３１－２０３６ ３１－２１３３

土筆の里はやま館 気仙沼市唐桑町小長根１８５番地１ ３１－２８２０ ３１－２８２１

大谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町窪１０番地１ ２５－９５９１ ２５－９５９２

春圃苑小泉デイサービスセンター 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－２１１０ ４２－３１１７

春圃苑大谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町長根１５１番地１ ２５－８１８２ ４４－２７２５

春圃苑津谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町津谷明戸３番地 ２５－９７８０ ４２－２８２２

長根山デイサービスセンター 気仙沼市本吉町宮内４４番地２３ ２９－６４７５ ２９－６２４３

（１）〔通所型〕相当サービス

気
仙
沼

新
月

鹿
折

□サービス費用（１割）の目安

２　介護予防通所型サービス

本
吉

唐
桑

大
島

面
瀬

階
上

通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事、入浴などの
日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行い
ます。
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利用頻度 月あたり
週１回程度 1,170円
週２回程度 2,400円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

新月 気仙沼地域福祉事業所すろーらいふ 気仙沼市台２４９番地３ ２５－７２８１ ２５－７２９１

春圃苑小泉デイサービスセンター 気仙沼市本吉町中島３５８番地６ ４２－２１１０ ４２－３１１７

春圃苑大谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町長根１５１番地１ ２５－８１８２ ４４－２７２５

春圃苑津谷デイサービスセンター 気仙沼市本吉町津谷明戸３番地 ２５－９７８０ ４２－２８２２

利用頻度 月あたり
週１回程度 1,437円
週２回程度 2,799円

地区 事　業　所　名 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

□サービス費用（１割）の目安

□サービス費用（１割）の目安

（２）通所型サービスＡ

（３）通所型サービスＣ

本吉

通所介護施設（デイサービスセンター）で、２～３時間程度、生
活行為向上のための支援を行います。

１日あたり２～３時間程度、短期集中的（３～６ヶ月間）にリ
ハビリを行います。

現在、提供事業所はありません
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