
　　　　　　　自宅で自立した生活をするためのケアプラン作成やサービス調整
　　　　　　　　居宅介護支援では、介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が

　　　　　　　　心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成したり、ケアプランに位置づけた

　　　　　　　　サービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

　　　　　　　　介護予防支援では、要支援１または要支援２の認定を受けた方が、自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう

　　　　　　　　ケアプラン（介護予防サービス計画）の作成や、サービス事業所等との連絡・調整などを行います。なお、介護予防支援は、

　　　　　　　　地域包括支援センターで行っていますが、居宅介護支援事業所に業務委託をしている場合があります。
　　　　　　　　制度上「自宅（居宅）」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者（入居者）も利用します。

■対象者 ■サービスの内容

　居宅介護支援：要介護１以上の認定を受けた方 　ケアプラン（居宅サービス計画／介護予防サービス計画）の作成

　介護予防支援：要支援１または要支援２の認定を受けた方 　ケアマネジャー心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプランを作成します。

　サービスの連絡・調整
　　ケアプランに位置づけたサービス事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。

（独）福祉医療機構「WAM　NET」より引用

＜地域包括支援センター＞

　⑧居宅介護支援・介護予防支援（ケアマネジメント）

＜地域包括支援センタ ＞

所在地 住所 電話 FAX 法人等
国頭村 国頭村地域包括支援センター 国頭村辺土名1437 41-5711 41-5801 国頭村
東村 東村地域包括支援センター 東村平良804 43-2212 43-3050 東村

大宜味村 大宜味村地域包括支援センター 大宜味村大兼久157 44-3011 44-3623 大宜味村
今帰仁村 今帰仁村地域包括支援センター 今帰仁村仲宗根219 51-5744 56-4270 今帰仁村
本部町 本部町地域包括支援センター 本部町東5 43-0565 47-2185 本部町
名護市 名護市地域包括支援センター 名護市大中2-12-1 43-0022 53-1754 名護市

＜居宅介護支援事業所一覧＞
所在地 住所 電話 FAX 法人等
国頭村 ① 北斗園　指定居宅介護支援事業所 国頭村辺士名1692 41-3965 41-3966 （福）容山会

① 介護支援センター　やんばる 大宜味村津波1971-35 44-2398 44-2297 （福）一心福祉会
② おおぎみ居宅介護支援事業所 大宜味村津波588 50-5755 50-5756 （有）介護サービスやんばる
③ 恵泉シオン居宅介護事業所 大宜味村塩屋684 44-2923 44-2923 （株）ヴィタポート

事業所名

事業所名

大宜味村



所在地 住所 電話 FAX 法人等
① なきじん指定居宅介護支援事業所 今帰仁村今泊280 56-1111 56-5688 （医）光風会
② 今帰仁村社協　指定居宅介護支援事業所 今帰仁村天底62 56-4102 56-4014 （福）今帰仁村社協
③ 乙羽園　指定居宅介護支援事業所 今帰仁村天底222 56-3000 56-5506 （福）乙羽会
④ イリーゼ今帰仁　居宅介護支援事業所 今帰仁村湧川571-1 56-1245 56-1246 （株）HITOWAケアサービス
⑤ 介護計画書作成工房やましろ指定居宅介護支援事業 今帰仁村崎山501 56-4123 56-4123 （同）美ら笑顔
① 博寿会　居宅介護支援事業所 本部町石川988 51-7100 51-7071 （医）博寿会
② 本部町社協　居宅介護支援事業所 本部町大浜881-４ 47-6699 47-6701 （福）本部町社協
③ 居宅介護支援事業所　本部園 本部町谷茶301 47-7858 47-7858 （福）常盤会
④ エイジングけあ　居宅介護支援事業所 本部町伊野波278-５　105号 47-3300 47-3368 （特非）ＪＨＣ共生の杜
① りゅうしん指定居宅介護支援事業所 名護市屋部468-1 53-7732 53-7760 （医）琉心会
② うりずん居宅介護支援事業所 名護市宮里1004 54-5030 54-5030 （医）うりずん診療所
③ 桃源の郷居宅介護支援事業所 名護市大西3-19-25 53-1155 54-1316 （医）松風会
④ かりゆしぬ村　指定居宅介護支援事業所 名護市宇茂佐1873-1 52-7905 53-0718 （福）松籟会
⑤ 二見の里居宅介護支援事業所 名護市二見241-7 55-8788 55-8683 （福）名護学院
⑥ 北部ケア居宅介護支援事業所 名護市宇茂佐915-10 52-7274 52-7284 （有）北部ケアサービス
⑦ 羽地苑居宅介護支援事業所 名護市我部祖河829 54-6631 54-6632 （福）翠泉会
⑧ わかば居宅介護支援事業所 名護市川上45 58-1722 58-1732 （有）わかば
⑨ ゆらぎ居宅介護支援事業所 名護市川上424-1　1F 58-4735 58-4732 （資）ゆらぎ
⑩ 浅茅の里　居宅介護支援事業所　 名護市宮里1-6-23 53-0025 43-0756 （特非）浅茅の里
⑪ 名護厚生園指定居宅介護支援事業所 名護市宮里5-4-29 51-1632 51-0434 （福）沖縄県社会福祉事業団
⑫ 三つ葉のクローバー居宅介護支援事業所 名護市屋部211 54-2419 54-2419 （同）クローバー
⑬ 沖縄県農業協同組合　北部居宅介護支援事業所名護市屋部1698-1 54-2940 54-1565 沖縄県農業協同組合
⑭ あかり居宅介護支援事業所 名護市大北3-3-18 43-8733 43-8733 （株）あかり

名護市

本部町

事業所名

今帰仁村

⑭ あかり居宅介護支援事業所 名護市大北3-3-18 43-8733 43-8733 （株）あかり
⑮ 指定居宅介護支援事業所　瑞穂の郷 名護市親川571 58-1631 58-1709 （福）共恵会
⑯ 居宅介護支援事業所がゆまーる 名護市宇茂佐の森4-3-2　305号 43-6717 43-6718 （株）アウェアネス
⑰ 沖縄ケアサポートセンターやんばる 名護市宇茂佐1737　1F 52-7751 52-7727 （医）タピック
⑱ ケアプランセンター　なぐ交じり 名護市宮里1-22-2　101号 43-6585 43-6586 （同）しん和
⑲ 名護居宅介護支援事業所 名護市伊差川123-3 54-1022 54-1033 （株）願寿来福
⑳ ケアプランセンターみやび 名護市親川430 53-1930 53-1931 （株）みやび
㉑ 居宅介護支援事業所まごころ 名護市振慶名213-1 54-8655 51-3271 （有）まごころ
㉒ ライフ居宅介護支援事業所 名護市宇茂佐の森4-19-7　101号 070-6597-3682 43-7635 （株）Life Assistant
㉓ ケアプランセンターほくざん 名護市宮里883 43-6654 43-6655 （株）プロニコホマネジメント
㉔ ケアプランセンター亀 名護市我部祖河517-3 080-6492-1351 38-9022 （同）ケアプランセンター亀

2019年3月現在


