
大館市内の指定事業所一覧

令和３年１月現在



大館市内の指定居宅介護支援事業所

事業所名 所在地 電話番号 備考

株式会社タクトふれあいセンター 大館市御成町二丁目17-10 0186-43-1281

ケアセンター一心堂 大館市東台二丁目1-75-2 0186-49-3433

神山荘居宅介護支援事業所　 大館市花岡町字神山6-2 0186-46-2090

ニチイケアセンター大館 大館市釈迦内字中台25-9 0186-45-2251

ケアプランセンターおおたき 大館市十二所字大水口4-5 0186-47-7222

大館市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所 大館市字三ノ丸103-4 0186-49-2588

水交苑指定居宅介護支援事業所 大館市字下綱123 0186-48-6800

株式会社虹の街大館営業所 大館市清水三丁目1-2 0186-44-5661

すずらん居宅支援事業所 大館市豊町9-33
　秋田測機ビル2F 0186-43-5502

成寿苑指定居宅介護支援事業所 大館市釈迦内字狼穴79 0186-48-4987

長慶荘居宅介護支援事業所 大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱16 0186-54-2901

指定居宅介護支援事業所ひない 大館市比内町新館字真館21-2 0186-55-1200

大館南居宅介護支援事業所 大館市下川原字向野17-4 0186-57-8492

ＪＡあきた北ケアプランセンター 大館市根下戸新町8-3 0186-59-7680

ケアプラザかんきょう大館店 大館市住吉町1-20 0186-59-7855

介護サービスセンター山王台
（居宅介護支援事業所） 大館市池内字上野234-1 0186-43-3999

介護支援事業所じょい 大館市餅田一丁目5-21 0186-43-6116

居宅介護支援事業所おおだてハチ公 大館市片山町三丁目10-51 0186-44-5350

居宅介護支援事業所いずみ 大館市泉町9-19 0186-44-5300

ケアセンターこころ 大館市字観音堂539-1
　カノンⅡ1F-B 0186-43-6545

ケアプランセンターまごころ 大館市東台七丁目4-10 0186-59-4591

介護相談室くらす 大館市十二所字町頭49 0186-52-3872

居宅介護支援事業所きらら 大館市字観音堂519-15 0186-49-3067

扇田・介護と相談支援所 大館市比内町扇田字扇田423 0186-55-3702

ケアプランセンターはぎのだい 大館市小館花字萩野台8-1 0186-59-8040

　居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を行う介護支援専門員（ケアマネジャー）を配置し、居宅

サービス事業者との連絡調整やサービスの確保などを行います。
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〔訪問介護〕

事業所名 所在地 電話番号 備考
大館市社会福祉協議会
指定訪問介護事業所 大館市池内字大出135 0186-42-8102

指定訪問介護事業所
水交苑ホームヘルパーステーション 大館市字下綱123 0186-48-6800

神山荘ヘルパーステーション 大館市花岡町字神山6-2 0186-46-2210

大館市社会福祉事業団
ホームヘルパーステーション 大館市十二所字大水口4-5 0186-47-7218

株式会社タクトふれあいセンター 大館市御成町二丁目17-10 0186-43-1281

ＪＡあきた北ホームヘルプサービス 大館市川口字隼人岱108-4 0186-57-8670

ニチイケアセンター大館 大館市釈迦内字中台25-9 0186-45-2251

すずらん訪問介護サービス 大館市豊町9-33
　秋田測機ビル2F 0186-43-5502

株式会社虹の街大館営業所 大館市清水三丁目1-2 0186-44-5661 訪問介護
のみ

ニチイケアセンター桂城 大館市字水門前5-2　 0186-44-5531

介護サービスセンターひない訪問介護 大館市比内町新館字館下79-1 0186-55-0622

長慶荘ヘルパーステーション 大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱16 0186-54-6911

訪問介護センターひまわり 大館市釈迦内字稲荷山下160 0186-59-4607

大館南ヘルパーステーション 大館市下川原字向野17-4 0186-57-8493

ケアセンターこころ 大館市字観音堂539-1
　カノンⅡ1F-B 0186-43-6545

成寿苑指定訪問介護事業所 大館市釈迦内字狼穴79 0186-57-8781

ヘルパーＣＯＣＯ 大館市釈迦内字山道上76-83 0186-59-6135

ヘルパーほのぼの 大館市大茂内字清水田28-10 0186-59-4944

冨士介護タクシー 大館市大町12 0186-42-1002

ニチイケアセンター大館中央 大館市桂城1
　秋田大館ビル4階 0186-44-4123

訪問介護くらす 大館市十二所字町頭49 0186-52-3872

在宅サービス

訪問で受けられるサービス
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〔訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護〕

事業所名 所在地 電話番号 備考
大館市社会福祉協議会
指定訪問入浴介護事業所 大館市池内字大出135 0186-42-8102

大館南訪問入浴サービス 大館市下川原字向野17-4 0186-57-8493

アースサポート大館 大館市字水門前83 0186-49-7300

株式会社虹の街大館営業所 大館市清水三丁目1-2 0186-44-5661

〔訪問看護・介護予防訪問看護〕

事業所名 所在地 電話番号 備考

訪問看護ステーションおおだてハチ公 大館市片山町三丁目10-51
　谷地田ビル2階 0186-44-5350

大館訪問看護ステーション 大館市片山町三丁目14-14 0186-49-3210

訪問看護リハビリステーションまごころ 大館市水門町5-11　太田ビル2F 0186-59-6238

虹の街訪問看護ステーション大館 大館市清水三丁目1-2 0186-59-5041

すずらん訪問看護ステーション 大館市幸町17－1
　大館青色申告会館　1階B室 0186-59-4777

訪問看護ステーションはる 大館市比内町扇田字扇田423 0186-55-3702

訪問看護ステーション一心堂 大館市東台二丁目1-75-2 0186-49-3433

〔訪問リハビリテーション・介護予防リハビリテーション〕

事業所名 所在地 電話番号 備考
成寿苑
指定訪問リハビリテーション事業所 大館市釈迦内字狼穴79 0186-48-4975

大館園
訪問リハビリテーション事業所 大館市芦田子字芦田子南275 0186-48-5777
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〔通所介護〕

事業所名 所在地 電話番号 備考
大館市デイサービスセンターかつら
指定通所介護事業所 大館市字三ノ丸103-4 0186-42-8107

指定通所介護事業所
水交苑デイサービスセンターのぎく 大館市下代野字中道南36-9 0186-48-6600

デイサービスかみやま 大館市花岡町字神山6-2 0186-46-2127

大館市デイサービスセンター大滝 大館市十二所字大水口4-5 0186-47-7201

ニチイケアセンター大館 大館市釈迦内字中台25-9 0186-45-2251

ケアセンター　一心堂 大館市東台二丁目1-75-2 0186-49-3433

比内町福祉センターデイサービス 大館市比内町新館字館下79-1 0186-55-1670

デイサービスセンターたしろ 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21-90 0186-54-2900

デイサービスセンター大館南 大館市下川原字向野17-4 0186-44-5988

介護サービスセンター山王台
デイサービス 大館市池内字上野234-1 0186-42-1220

ＪＡあきた北
デイサービスセンターえがお 大館市川口字隼人岱108-4 0186-57-8672

デイサービスセンターあったかサロン 大館市字観音堂391 0186-57-8545

デイサービスとんぼ 大館市水門町9-38 0186-59-4710

ニチイケアセンター桂城 大館市字水門前5-2 0186-44-5531

デイサービスセンターいずみ 大館市泉町9-19 0186-44-5301

ＣＯＣＯいきいき会館 大館市釈迦内字山道上76-83 0186-59-6137

よりあいたっこ森ガーデン 大館市比内町扇田字扇田423 0186-55-3702

デイサービスセンターみどりの丘 大館市釈迦内字台野道上102-13 0186-59-5201

事業所名 所在地 電話番号 備考

老人保健施設大館園 大館市芦田子字芦田子南275 0186-48-5777

介護老人保健施設成寿苑 大館市釈迦内字狼穴79 0186-48-4975

介護老人保健施設大館ひかり苑 大館市川口字上野6-76 0186-49-7111

定員19人以上の通所介護事業所

〔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〕

通所して受けられるサービス
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〔短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護〕

事業所名 所在地 電話番号 定員

ショートステイ神山荘 大館市花岡町字神山6-2 0186-46-2210 10人

大館市特別養護老人ホームつくし苑
指定短期入所生活介護事業所 大館市十二所字大水口4-5 0186-47-7200 10人

指定短期入所生活介護事業所やまぼうし 大館市比内町新館字真館21-6 0186-50-7370 20人

ショートステイ長慶荘 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21-90 0186-54-6225 10人

特別養護老人ホーム山館苑
指定短期入所生活介護事業所 大館市山館字館ノ下12-1 0186-42-7557 10人

ショートステイとんぼ 大館市御成町四丁目6-10-1 0186-44-5191 20人

ショートステイ鮎乃里 大館市櫃崎字大道下27-3 0186-45-1155 32人

ショートステイ大寿 大館市池内字大出442-1 0186-44-5010 29人

ショートステイとんぼ新町 大館市字新町33 0186-57-8701 20人

ショートステイさくら 大館市根下戸新町5-15-20 0186-44-4101 30人

ショートステイなでしこ 大館市根下戸新町103-1 0186-57-8880 31人

ショートステイほのぼの 大館市根下戸新町1-15 0186-42-2207 20人

ショートステイ大館南 大館市下川原字向野17-1 0186-59-6141 80人
空室利用

ショートステイまごころ 大館市東台七丁目4-10 0186-59-4582 33人

ショートステイおこう 大館市餌釣字大杉118 0186-59-6344 40人

ショートステイとんぼ釈迦内 大館市釈迦内字稲荷山下229 0186-59-4653 33人

ショートステイ縁 大館市東台二丁目6-43 0186-57-8577 10人

ショートステイかきの木 大館市東台六丁目5-105 0186-57-8855 30人

事業所名 所在地 電話番号 備考

老人保健施設大館園 大館市芦田子字芦田子南275 0186-48-5777

介護老人保健施設成寿苑
指定短期入所療養介護事業所 大館市釈迦内字狼穴79 0186-48-4975

介護老人保健施設大館ひかり苑 大館市川口字上野6-76 0186-49-7111

〔短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護〕

短期入所して受けられるサービス
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〔福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与〕

事業所名 所在地 電話番号 備考

株式会社タカハシ薬局 大館市有浦六丁目2-22 0186-42-0312

ホテヤ薬局本店 大館市字大町93 0186-49-3496

株式会社小田島アクティ介護用品部
大館営業所 大館市有浦四丁目4-28 0186-49-9192

すずらん福祉用具レンタル 大館市豊町9-33
　秋田測機ビル2F 0186-43-5502

ＪＡあきた北ホームヘルプサービス 大館市川口字隼人岱108-4 0186-57-8670

株式会社かんきょう大館支店 大館市住吉町1-20 0186-59-7811

ニチイケアセンター桂城 大館市字水門前5-2 0186-44-5531

福祉用具センター虹の街大館 大館市清水三丁目1-2 0186-59-8255

事業所名 所在地 電話番号 備考

株式会社タカハシ薬局 大館市有浦六丁目2-22 0186-42-0312

ホテヤ薬局本店 大館市字大町93 0186-49-3496

株式会社小田島アクティ介護用品部
大館営業所 大館市有浦四丁目4-28 0186-49-9192

すずらん福祉用具販売 大館市豊町9-33
　秋田測機ビル2F 0186-43-5502

ＪＡあきた北ホームヘルプサービス 大館市川口字隼人岱108-4 0186-57-8670

株式会社かんきょう大館支店 大館市住吉町1-20 0186-59-7811

ニチイケアセンター桂城 大館市字水門前5-2 0186-44-5531

福祉用具センター虹の街大館 大館市清水三丁目1-2 0186-59-8255

〔特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護〕

事業所名 所在地 電話番号 定員

軽費老人ホームケアハウス樹海の里 大館市字下綱123 0186-45-2123 50人

大館市養護老人ホーム成章園外部サービス
利用型指定特定施設入居者生活介護事業所 大館市軽井沢字下岱20-20 0186-52-2525 80人

有料老人ホームふれあいの里ありうら 大館市有浦一丁目3-13 0186-42-1144 41人

大館市ケアハウスほうおう 大館市十二所字大水口4-4 0186-47-7210 50人

〔特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売〕

居宅での暮らしを支えるサービス

在宅に近い暮らしのサービス
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〔介護老人福祉施設〕

事業所名 所在地 電話番号 定員

特別養護老人ホーム水交苑 大館市下代野字中道南36-1 0186-48-3553 100人

特別養護老人ホーム神山荘 大館市花岡町字神山6-2 0186-46-2210 60人

大館市特別養護老人ホームつくし苑 大館市十二所字大水口4-5 0186-47-7200 110人

特別養護老人ホームやまぼうし 大館市比内町新館字真館21-6 0186-55-2020 70人

特別養護老人ホーム長慶荘 大館市岩瀬字羽貫谷地中島21-90 0186-54-6225 60人

特別養護老人ホーム山館苑 大館市山館字館ノ下12-1 0186-42-7557 50人

特別養護老人ホームはなみずき 大館市比内町新館字真館21-2 0186-59-4536 60人

特別養護老人ホーム大館南ガーデン 大館市下川原字向野17-1 0186-59-6141 80人

〔介護老人保健施設〕

事業所名 所在地 電話番号 定員

老人保健施設大館園 大館市芦田子字芦田子南275 0186-48-5777 150人

介護老人保健施設成寿苑 大館市釈迦内字狼穴79 0186-48-4975 100人

介護老人保健施設大館ひかり苑 大館市川口字上野6-76 0186-49-7111 50人

〔介護医療院〕

事業所名 所在地 電話番号 定員

西大館病院 大館市川口字上野6-125 0186-49-3211 120床

施設サービス
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〔地域密着型通所介護〕

事業所名 所在地 電話番号 備考

ケアセンター雲雀 大館市下代野字代野道北126-8 0186-45-2600

デイサービスセンターさくら 大館市根下戸新町5-18 0186-59-8162

デイサービスセンターあおぞら 大館市釈迦内字台野下22-2 0186-48-4646

デイサービスセンターおひさま 大館市早口字小比立内51-5 0186-54-0186

デイサービスセンターおおとり 大館市赤館町1-13 0186-49-1166

大滝温泉サロン千歳 大館市十二所字町頭49 0186-52-3872

デイサービス花 大館市長走字陣場23 0186-47-2012

でいさぁびす　いと 大館市字新町86番地 0186-99-0438

事業所名 所在地 電話番号 定員

ＤＣサービス結 大館市比内町笹館字前田野73-6 0186-55-3811 12人

木の香の郷 大館市豊町9-33
　秋田測機ビル1階 0186-43-5502 12人

ケアサポート悠らり 大館市釈迦内字萩長森下38-23 0186-57-8864 12人

デイサービス　ゆいまーるの家 大館市東台二丁目6-33 0186-59-7007 12人

デイサービス　縁　ゆくり 大館市字桜町35 0186-57-8733 3人

事業所名 所在地 電話番号 定員

小規模多機能型居宅介護東台 大館市東台六丁目4-17 0186-57-8533
登録定員25人
通い定員15人
宿泊定員9人

小規模多機能型居宅介護柏葉寿 大館市清水一丁目1-63 0186-59-6225
登録定員29人
通い定員18人
宿泊定員9人

みずきの家 大館市比内町新館字真館21-3 0186-59-5101
登録定員25人
通い定員15人
宿泊定員9人

定員18人以下の通所介護事業所

〔認知症対応型通所介護〕

〔小規模多機能型居宅介護〕

地域密着型サービス
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事業所名 所在地 電話番号 定員

グループホームおおだて 大館市片山町三丁目14-14 0186-59-5303 18人

グループホームバンドー大館 大館市御成町四丁目7-30 0186-57-8716 27人

グループホームらいふ 大館市字長木川南343 0186-42-2310 9人

グループホームかみやま 大館市花岡町字前田162-39 0186-47-1031 18人

グループホームやまぼうし 大館市比内町新館字真館21-7 0186-45-4177 18人

グループホームたしろ 大館市岩瀬字上岩瀬上野35 0186-54-2721 18人

グループホームほのぼの 大館市早口字弥五郎沢2-25 0186-54-2138 18人

グループホーム山王台 大館市池内字上野234-1 0186-43-3888 18人

株式会社タクトグループホーム有浦 大館市有浦一丁目4-8 0186-59-7730 18人

グループホーム長根山 大館市東台六丁目4-17 0186-57-8588 9人

グループホーム観音堂 大館市字観音堂391 0186-57-8224 18人

グループホームいずみ 大館市泉町9-19 0186-44-5333 18人

グループホーム鮎乃里 大館市櫃崎字大道下27-1 0186-59-6150 18人

グループホーム　縁　ゆくり 大館市字桜町35 0186-57-8733 18人

グループホームかけはし 大館市松木字大上122-5 0186-45-2020 18人

グループホームはなみずき 大館市比内町新館字真館21-3 0186-59-6888 9人

事業所名 所在地 電話番号 定員

有料老人ホームふれあいの里観音堂 大館市観音堂388 0186-59-6160 23人

〔認知症対応型共同生活介護〕

〔地域密着型特定施設入居者生活介護〕
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大館市内の医療機関（医科）

名称 住所 電話番号
秋田労災病院 大館市軽井沢字下岱30 0186-52-3131
大館記念病院 大館市御成町三丁目2-3 0186-42-2305
今井病院 大館市片山町三丁目12-30 0186-42-5858
大館市立扇田病院 大館市比内町扇田字本道端7-1 0186-55-1255
大館市立総合病院 大館市豊町3-1 0186-42-5370
西大館医院 大館市川口字上野6-125 0186-49-3211
東台病院 大館市柄沢字稲荷山下69 0186-42-5121
大館市休日夜間急患センター 大館市豊町3-2 0186-45-0223
石田内科医院 大館市有浦二丁目4-19 0186-44-6550
石田脳神経外科クリニック 大館市清水一丁目1-60 0186-44-6600
石塚医院 大館市字向町23 0186-42-2020
石母田耳鼻咽喉科医院 大館市御成町三丁目3-2 0186-43-0918
伊藤皮膚科医院 大館市清水一丁目3-37 0186-42-0209
伊藤内科医院 大館市清水一丁目3-37 0186-42-3455
梅内小児科クリニック 大館市字観音堂429-7 0186-49-2640
小山内医院 大館市水門町6-20 0186-42-1947
工藤整形外科医院 大館市清水二丁目2-21 0186-45-0431
くどう小児科医院 大館市字土飛山下26-10 0186-43-4378
久保脳神経外科クリニック 大館市字中城7-1 0186-59-6655
小池眼科 大館市御成町二丁目18-37 0186-43-5920
小松クリニック 大館市清水一丁目3-25 0186-42-6272
小松内科胃腸科医院 大館市東台二丁目2-68 0186-42-1211
根田内科医院 大館市根下戸新町1-22 0186-43-1222
さくらば医院 大館市東台五丁目1-44 0186-49-3968
佐々木内科医院 大館市字谷地町後59 0186-43-2705
さとう心療内科 大館市水門町2-13 0186-49-8123
鈴木胃腸科 大館市中道二丁目1-46 0186-43-3091
武内外科医院 大館市字長倉119 0186-42-2828
たものき内科クリニック 大館市常盤木町21-8 0186-59-5055
常盤医院 大館市常盤木町2-12 0186-42-0624
中神メンタルクリニック 大館市字大田面395-1 0186-44-4156
丸屋クリニック 大館市字中町30 0186-42-6565
ふじた耳鼻咽喉科クリニック 大館市字観音堂424-1 0186-49-3384
耳鼻咽喉科まきなえクリニック 大館市常盤木町17-8 0186-42-3341
むも耳鼻咽喉科医院 大館市御成町四丁目1-6 0186-42-1133
もりかわ整形外科 大館市有浦六丁目2-19 0186-44-5588
森田泌尿器科 大館市赤館町9-45 0186-45-1570
山内耳鼻咽喉科 大館市清水五丁目1-75 0186-45-1412
よしだ眼科クリニック 大館市豊町9-45 0186-45-1477
ファミリークリニック千田 大館市比内町扇田字新長岡193-1 0186-55-2662
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