
地区 事　業　所　の　名　称 事　業　所　の　所　在　地 電話番号

ケアリング居宅介護支援センター土浦 土浦市生田町3-27 896-8401

有限会社 戸苅介護支援センター 土浦市生田町3-3 822-0172

在宅介護サービス 虹 土浦市川口2-11-8花登コーポ1階 835-9633

指定居宅介護支援事業所 滝の園 土浦市宍塚1935 821-3332

水郷つくば農業協同組合 土浦市田中1-1-４ 822-0536

特定非営利活動法人 いろは
居宅介護支援事業所 土浦市生田町7-18 825-8168

ケアプランセンターこうこう 土浦市宍塚333-1 823-6718

合同会社港町ケアプランセンター 土浦市港町2-2-30サンライフ土浦港町305 896-5047

居宅介護支援事業所 静霞園 土浦市東若松町3379 827-0522

ヤックスケアプラン土浦 土浦市真鍋新町7-4 835-3339

指定居宅介護支援事業所セントラル土浦ケアプランセンター 土浦市真鍋新町12-10 休止中

ケアプランセンター日向 土浦市木田余東台1-3-1 845-6527

居宅　輝 土浦市木田余東台1-18-10マイステージ18番館106 090-4677-0244

ケアパートナー・みなみ 土浦市荒川沖5-9 834-3731

居宅介護支援事業所 桑林 土浦市荒川沖東3-17-28 843-3373

支援センターもりの家　 土浦市北荒川沖町8-1 841-6055

あずみ苑グランデ土浦 土浦市中1161-15 休止中

県南病院　居宅支援事業所 土浦市中1087 841-1824

居宅介護支援事業所マリーナ 土浦市中荒川沖町12-8-201 834-3760

居宅介護支援センター　常総の郷 土浦市荒川沖6-110 829-7500

ケアプランセンターしょうわ家族 土浦市荒川本郷218-115 843-0003

ケアプランナー　えーる 土浦市乙戸1084-77 879-5320

居宅介護支援事業所なのはな 土浦市中199-9 846-7640

アリスケアセンター 土浦市桜ケ丘町14-38 897-3307

喜楽希楽サービス 土浦市上高津486-2 835-4415

指定居宅介護支援事業所 「山手」 土浦市国分町7-6 835-3223

飛羽ノ園 指定居宅介護支援事業所 土浦市小松3-18-18 826-3822

介護サービス計画作成事業所（指定居宅介護支援事業所）　※令和2年9月11日現在
要介護１～５の方が介護サービスを利用するための計画（ケアプラン）作成を行います。
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地区 事　業　所　の　名　称 事　業　所　の　所　在　地 電話番号

公益社団法人茨城県看護協会立　土浦訪問看護ステーション 土浦市下高津2－7－68国立病院機構　　霞ヶ浦医療センター敷地内 826-6551

居宅介護支援事業所　株式会社Ｋ－ウィンズ 土浦市上高津新町8-31 休止中

ハッピーライフ居宅介護支援事業所 土浦市天川2-6-50 080-5447-9676

居宅介護支援事業所はなまる 土浦市小松1-21-9 875-8870

ナラティブ　ケアプランセンター 土浦市国分町4-15 893-4088

あさひケアプランセンター 土浦市中高津2-2-4 休止中

居宅介護支援事業所プラザマアム桜ケ丘 土浦市桜ケ丘町19-30 896-7801

神立病院 土浦市神立中央5-4-14 831-9782

土浦晴山苑 指定居宅介護支援事業所 土浦市田村町2321-5 828-2322

土浦協同病院ケアプランセンター 土浦市おおつ野4-1-1 846-3744

烏山診療所 居宅介護支援事業所 土浦市烏山2-530-386 843-2585

居宅介護支援事業所 やすらぎの園 土浦市小岩田西2-1-49 835-3135

居宅介護支援事業所 なごみ 土浦市右籾644-1 841-7532

ケアプランセンター ひかり 土浦市右籾1113-1 893-2508

ケアプランセンター華 土浦市大岩田2464-5 899-7096

たいら居宅支援事業所 土浦市摩利山新田430-31 875-8720

ケアプランセンターはなのえん 土浦市粟野町1852-1 休止中

居宅介護支援事業所 プラザマアム 土浦市板谷7-626-11 830-2206

支援センター 憩いの里 土浦市高岡2315 829-3033

株式会社　ケアプランセンター華林 土浦市藤沢1443-5 879-7153

居宅介護支援センター シルトピア 土浦市本郷1679-1 862-1717

牛久さくら園 居宅介護支援事業所 牛久市上柏田1-18-4 029-878-0711

ケアプランセンター柏田長寿館 牛久市上柏田2-36-221 029-830-7766

指定居宅介護支援事業所 ケアネット　　セントラル 牛久市柏田町1589-3 029-872-8800

訪問看護ステーション うしく 牛久市結束町495-4 029-872-8889

ニチイケアセンター牛久南 牛久市南3-20-2 029-878-5035

居宅介護支援事業所　ソレイユ 牛久市猪子町990-1 029-874-9680

あげひばり居宅介護支援事業所 牛久市ひたち野西4-3-3 029-872-3775
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地区 事　業　所　の　名　称 事　業　所　の　所　在　地 電話番号

ヤックスケアセンター 県南 龍ヶ崎市藤ヶ丘1-3-1 0297-63-7745

居宅介護支援センター　センチュリー石岡 石岡市三村6286-1 0299-27-0001

ケアプランセンター かいじ 石岡市貝地2-10-39 0299-27-6667

さくら荘 居宅介護支援事業所 筑西市宮山381-1 0296-52-8885

指定居宅介護支援事業所　プルミエールひたち野 かすみがうら市上土田330-2 0299-59-5611

社会福祉法人聖朋会
サンシャインつくば かすみがうら市上大堤210-7 029-897-0101

ピソ天神 居宅介護支援事業所 かすみがうら市宍倉5696-3 029-833-0298

ケアプランセンター筑水会 かすみがうら市宍倉6150-5 029-869-6531

居宅介護支援事業所 いっしん かすみがうら市下稲吉2279-1 029-832-2051

ソーシャルワーカズオフィス吉田 かすみがうら市下稲吉2673-155 0299-59-7338

有限会社 ケア志戸崎 居宅介護支援事業所 かすみがうら市坂781-1 029-840-9033

まるふく介護保険サービス かすみがうら市下稲吉2632-24 0299-59-0029

グリーンヒル千代田 指定居宅介護支援事業所 かすみがうら市上佐谷2008 0299-59-3787

居宅介護支援事業所とんぼ かすみがうら市南根本579-1 029-846-4738

ニチイケアセンター つくば つくば市千現1-17-28千現ﾔﾏﾅﾐﾋﾞﾙ1F 029-861-7764

筑波メディカルセンター 居宅介護支援事業所 つくば市天久保1-1-1　筑波ﾒﾃﾞｲｶﾙｾﾝﾀｰ病院西館2Ｆ 029-855-6505

ケアプランセンター 長寿館 つくば市大角豆1807-1 029-855-0184

居宅介護支援事業所 野の花 つくば市上ノ室760-1-101 029-850-6284

指定居宅介護支援事業所 ほほえみ つくば市横町498-1 029-850-6137

指定居宅介護支援事業所 そよかぜ つくば市上横場2573-1 029-836-1932

ケアパートナーつくば つくば市高野台3-5-1 グランソレイユ１０１ 029-839-0311

アイシーネット介護センター つくば市柴崎1055 029-896-5300

ビーンズ 居宅介護支援センター つくば市大角豆2012-247 029-850-3911

ウエルシア介護サービスつくば つくば市豊里の杜2-1-1 029-848-2008

あんじゅ つくば市花畑1-14-6プロスパー102号 029-879-0092

市民の森つくば居宅介護支援事業所 つくば市吾妻3-7-17　サテライトハウス筑波学園204 029-893-3607
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地区 事　業　所　の　名　称 事　業　所　の　所　在　地 電話番号

居宅介護支援事業所 幸寿苑 つくば市磯部15 029-867-7651

指定居宅介護支援事業所アレーテル・つくば つくば市北条1174 029-867-1182

居宅介護支援事業所 なかよし つくば市北条4326 029-867-6677

いちはら病院 介護支援センター つくば市大曽根3681 029-864-7336

みなみつくば会 居宅介護支援事業所 つくば市谷田部6107-1 029-838-1919

ケアプランセンター　はなみずき つくば市下原525-1 029-896-6010

つくばの杜指定居宅介護支援事業所 つくば市吉瀬1017-1 029-857-8666

ケアプラセンター風の村 つくば市若栗411 029-893-6120

阿見翔裕園 指定居宅介護支援事業所 稲敷郡阿見町阿見5137阿見翔裕園 029-840-2881

居宅介護支援事業所 オーシャン 稲敷郡阿見町鈴木59-63 029-887-9049

居宅介護支援センターさとのこハウス　荒川本郷 稲敷郡阿見町荒川本郷1364-1 029-834-2238

居宅介護支援事業所 スーペリア 稲敷郡阿見町荒川本郷2033-508 029-830-5500

阿見ケアコミュニティそよ風 稲敷郡阿見町うずら野4-24-5 029-843-7130

東京医科大学　霞ヶ浦訪問看護ステーション 稲敷郡阿見町中央3-21-1 029-888-1711

ケアプランセンター 阿見長寿館 稲敷郡阿見町中央6-8-18 029-891-3777

株式会社 エステル 稲敷郡阿見町鈴木2-154 029-887-0625

ケアセンター阿見 稲敷郡阿見町若栗2957-4 029-889-1180

指定居宅介護支援事業所 ドルチェ 稲敷郡美浦村木原89-1 029-891-5600

居宅介護支援事業所 ゴーエン美浦 稲敷郡美浦村宮地678　　介護老人保健施設ゴーエン美浦内 029-885-6622

居宅介護支援事業所 福の神 稲敷郡美浦村信太590-10 029-885-3142

指定居宅介護支援事業所 すだちの里 稲敷市蒲ヶ山77 029-893-1515
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