
ケアマネジメント・居宅介護支援（介護予防含む）

№ 所在地 名称 電話 FAX 住所 法人等

1 国頭村 北斗園　居宅介護支援事業所 41-3965 41-3966 国頭村辺士名1692 （福）容山会

2 大宜味村 介護支援センター　やんばる 44-1919 44-2398 大宜味村津波418 （福）一心福祉会

3 大宜味村 おおぎみ居宅介護支援事業所 50-5755 50-5756 大宜味村津波588 （有）介護サービスやんばる

4 大宜味村 恵泉シオン居宅介護事業所 44-2923 44-2923 大宜味村塩屋684 （株）ヴィタポート

5 今帰仁村 イリーゼ今帰仁　居宅介護支援事業所 56-1245 56-1246 今帰仁村湧川571-1 （株）HITOWAケアサービス

6 今帰仁村 乙羽園　居宅介護支援事業所 56-3000 56-5506 今帰仁村天底222 （福）乙羽会

7 今帰仁村 介護計画書作成工房やましろ　居宅介護支援事業所 56-4123 56-4123 今帰仁村崎山501 （同）美ら笑顔

8 今帰仁村 なきじん　居宅介護支援事業所 56-1111 56-5688 今帰仁村今泊280 （医）光風会

9 今帰仁村 今帰仁村社協　居宅介護支援事業所 56-4102 56-4014 今帰仁村天底62 （福）今帰仁村社協

10 本部町 居宅介護支援事業所　本部園 47-7858 47-7858 本部町谷茶301 （福）常盤会

11 本部町 博寿会　居宅介護支援事業所 51-7100 51-7071 本部町石川988 （医）博寿会

12 本部町 本部町社協　居宅介護支援事業所 47-6699 47-6701 本部町大浜881-４ （福）本部町社協

13 名護市 あかり居宅介護支援事業所 43-8733 43-8733 名護市大北3-3-18 （株）あかり

14 名護市 浅茅の里　居宅介護支援事業所　 59-2032 59-2033 名護市宮里1-11-10 （特非）浅茅の里

15 名護市 うりずん居宅介護支援事業所 54-5030 54-5030 名護市為又69 （医）うりずん診療所

16 名護市 沖縄県農業協同組合　北部居宅介護支援事業所 54-2940 54-1565 名護市屋部1698-1 沖縄県農業協同組合

（独）福祉医療機構「WAM　NET」より引用

　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３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

　居宅介護支援：要介護１以上の認定を受けた方

　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

■サービスの内容

　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

　　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。

やんばる在宅医療・介護連携支援センター



ケアマネジメント・居宅介護支援（介護予防含む）

№ 所在地 名称 電話 FAX 住所 法人等

17 名護市 かりゆしぬ村　居宅介護支援事業所 52-7905 53-0718 名護市宇茂佐1873-1 （福）松籟会

18 名護市 居宅介護支援事業所がゆまーる 43-6717 43-6718 名護市宇茂佐の森4-3-2　305号 （株）アウェアネス

19 名護市 居宅介護支援事業所まごころ 54-8655 51-3271 名護市振慶名213-1 （有）まごころ

20 名護市 居宅介護支援事業所　瑞穂の郷 58-1631 58-1709 名護市親川571 （福）水寿会

21 名護市 ケアプランセンター　なぐ交じり 43-6585 43-6586 名護市為又856-11 （同）しん和

22 名護市 ケアプランセンター亀 080-6492-1351 38-9022 名護市我部祖河517-3 （同）ケアプランセンター亀

23 名護市 ケアプランセンターほくざん 43-6654 43-6655 名護市宮里883 （株）プロニコホマネジメント

24 名護市 ケアプランセンターみやび 58-1930 58-1931 名護市親川430 （株）みやび

25 名護市 タピック居宅介護支援事業所 52-7751 52-7727 名護市宇茂佐1737　 （医）タピック

26 名護市 桃源の郷居宅介護支援事業所 53-1155 54-1316 名護市大西3-19-25 （医）松風会

27 名護市 トータルリハビリケアサービス居宅介護支援事業所ゆらぎ 58-4735 58-4732 名護市川上424-1　1F （資）ゆらぎ

28 名護市 名護居宅介護支援事業所 54-1022 54-1033 名護市伊差川123-3 （株）願寿来福

29 名護市 名護厚生園　居宅介護支援事業所 51-1632 51-0434 名護市宮里5-4-29 （福）沖縄県社会福祉事業団

30 名護市 羽地苑居宅介護支援事業所 54-6631 54-6632 名護市我部祖河829 （福）翠泉会

31 名護市 北部ケアサービス 52-7274 52-7284 名護市宇茂佐915-1 （有）北部ケアサービス

32 名護市 二見の里居宅介護支援事業所 55-8788 55-8683 名護市二見241-7 （福）名護学院

33 名護市 りゅうしん　居宅介護支援事業所 53-7732 53-7760 名護市屋部468-1 （医）琉心会

34 名護市 わかば居宅介護支援事業所 58-1722 58-1732 名護市川上45 （有）わかば

35 伊江村 伊江村社協ケアプランセンター 49-5104 49-3941 伊江村川平364-1 （福）伊江村社協

36 伊江村 居宅介護支援事業所いえしま 49-5502 49-5504 伊江村東江前2303-1 （福）麗峰会

37 伊江村 居宅介護支援事業所ふさと苑 49-5869 49-5869 伊江村川平582-1 （特非）ぐすく会

38 伊是名村 居宅介護支援事業所チヂン園 45-2273 45-2274 伊是名村仲田1687-51 （福）いぜな会

39 伊平屋村 伊平屋村　居宅介護支援事業所 46-2477 46-2340 伊平屋村我喜屋300
伊平屋村高齢者生活福祉センター （福）伊平屋村社協
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