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事業所名 サービス種別 所在地 電話番号 宣言日

特別養護老人ホーム　鈴鹿グリーンホーム 介護老人福祉施設 三重県鈴鹿市深溝町字北林2956番地 059-374-4600

ショートステイ　鈴鹿グリーンホーム （予防）短期入所生活介護 三重県鈴鹿市深溝町字北林2956番地 059-374-4600

デイサービスセンター　鈴鹿グリーンホーム 通所介護 三重県鈴鹿市深溝町字北林2956番地 059-374-4600

ショートステイ　鈴鹿グリーンホーム翠風 （予防）短期入所生活介護 三重県鈴鹿市岸田町字六名1547番地73 059-374-4660

津中央訪問看護ステーション
シルバーケア豊壽園

（予防）訪問看護 三重県津市本町26番地13号 059-253-2177

津中央ヘルパーステーション
シルバーケア豊壽園

訪問介護 三重県津市本町26番地13号 059-221-2201

地域密着型津中央ヘルパーステーション
シルバーケア豊壽園

夜間対応型訪問介護 三重県津市本町26番地13号 059-221-2201

地域密着型津中央ヘルパーステーション
シルバーケア豊壽園

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 三重県津市本町26番地13号 059-221-2201

地域総合ケアセンター第1通所介護センター
シルバーケア豊壽園

通所介護 三重県津市高茶屋小森町4152 059-235-2101

特別養護老人ホーム
シルバーケア豊壽園

介護老人福祉施設 三重県津市高茶屋小森町4152 059-235-2102

認知症対応型通所介護
シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型通所介護 三重県津市高茶屋小森町4159 059-235-2100

地域総合ケアセンター認知症対応型グループホーム
シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型共同生活介護 三重県津市高茶屋小森町4159 059-235-5660

新高茶屋通所介護センター
シルバーケア豊壽園

通所介護 三重県津市高茶屋小森町2059-1 059-234-8000

地域総合ケアセンター久居訪問介護ステーション
シルバーケア豊壽園

訪問介護
三重県津市久居新町3006番地
ポルタひさい3F

059-254-3600

地域総合ケアセンターケアハウス
シルバーケア豊壽園

（予防）特定施設入居者生活介護 三重県津市高茶屋小森上野町737 059-235-5500

地域総合ケアセンター津介護老人保健施設
シルバーケア豊壽園

介護老人保健施設 三重県津市高茶屋小森上野町737 059-235-5511

地域総合ケアセンター津通所リハビリセンター
シルバーケア豊壽園

（予防）通所リハビリテーション 三重県津市高茶屋小森上野町737 059-235-5511

地域総合ケアセンター津介護老人保健施設
シルバーケア豊壽園

（予防）短期入所療養介護 三重県津市高茶屋小森上野町737 059-235-5511

地域総合ケアセンター第2通所介護センター
シルバーケア豊壽園

通所介護 三重県津市高茶屋小森上野町737 059-235-5512

白塚通所介護センター
シルバーケア豊壽園

通所介護 三重県津市白塚町58番14 059-236-4010

白塚訪問介護ステーション
シルバーケア豊壽園

訪問介護 三重県津市白塚町58番14 059-236-4010

美杉小規模多機能型居宅介護施設
シルバーケア豊壽園

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県津市美杉町八知5540-6 059-272-7000

第2美杉小規模多機能型居宅介護施設
シルバーケア豊壽園

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県津市美杉町下之川5299-1 059-276-7007

白山小規模多機能型居宅介護施設
シルバーケア　豊壽園

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県津市白山町川口7778 059-264-0100

第1通所介護センター
鈴鹿シルバーケア豊壽園

通所介護 三重県鈴鹿市東磯山二丁目5-1 059-380-6501

訪問介護ステーション
鈴鹿シルバーケア豊壽園

訪問介護 三重県鈴鹿市東磯山二丁目5-1 059-380-6503

認知症対応型通所介護センター
鈴鹿シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型通所介護 三重県鈴鹿市東磯山二丁目5-1 059-380-6507

認知症対応型グループホーム
鈴鹿シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型共同生活介護 三重県鈴鹿市東磯山二丁目5-1 059-380-6507

ふたみ介護老人保健施設
シルバーケア豊壽園

介護老人保健施設 三重県伊勢市二見町三津855 0596-44-2525

ふたみ訪問介護ステーション
シルバーケア豊壽園

訪問介護 三重県伊勢市二見町三津855 0596-44-2525

ふたみ通所リハビリセンター
シルバーケア豊壽園

（予防）通所リハビリテーション 三重県伊勢市二見町三津855 0596-44-2525

ふたみ介護老人保健施設
シルバーケア豊壽園

（予防）短期入所療養介護 三重県伊勢市二見町三津855 0596-44-2525

特別養護老人ホーム
伊賀シルバーケア豊壽園

介護老人福祉施設 三重県伊賀市久米町872-1 0595-23-6500

特別養護老人ホーム
伊賀シルバーケア豊壽園

（予防）短期入所生活介護 三重県伊賀市久米町872-1 0595-23-6500

通所介護センター
伊賀シルバーケア豊壽園

通所介護 三重県伊賀市久米町872-1 0595-23-6511

訪問介護ステーション
伊賀シルバーケア豊壽園

訪問介護 三重県伊賀市久米町872-1 0595-23-6577

短期入所生活介護センター
伊賀シルバーケア豊壽園

（予防）短期入所生活介護 三重県伊賀市久米町872-1 0595-23-6531

認知症対応型グループホーム
伊賀シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型共同生活介護 三重県伊賀市久米町872-1 0595-23-6571

志摩シルバーケア豊壽園 介護老人福祉施設 三重県志摩市阿児町神明878-39 0599-44-1055

志摩シルバーケア豊壽園 短期入所生活介護 三重県志摩市阿児町神明878-39 0599-44-1055

阿児訪問介護ステーション
シルバーケア豊壽園

訪問介護 三重県志摩市阿児町神明878-78 0599-44-0066

大王小規模多機能型居宅介護施設
シルバーケア豊壽園

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県志摩市大王町波切2981番地2 0599-73-0011

大王認知症対応型グループホーム
シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型共同生活介護 三重県志摩市大王町波切2981番地2 0599-73-0011

浜島小規模多機能型居宅介護施設
シルバーケア豊壽園

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県志摩市浜島町南張1816 0599-54-0050

浜島認知症対応型グループホーム
シルバーケア豊壽園

（予防）認知症対応型共同生活介護 三重県志摩市浜島町南張1816 0599-54-0050

阿児小規模多機能型居宅介護施設
シルバーケア豊壽園

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県志摩市阿児町神明878-26 0599-44-0150

阿児第2通所介護センター真珠荘 通所介護 三重県志摩市阿児町鵜方3503番20 0599-44-3200

特別養護老人ホーム　はなの里 介護老人福祉施設 三重県名張市西田原2000番地 0595-66-1234

指定短期入所生活介護事業所　はなの里 （予防）短期入所生活介護 三重県名張市西田原2000番地 0595-66-1234

指定通所介護事業所
「老人デイサービスセンター　はなの里」

通所介護 三重県名張市西田原2000番地 0595-66-1234

特別養護老人ホーム　第2はなの里 介護老人福祉施設 三重県名張市百合が丘西5番町1番地 0595-64-2525

ショートステイ　第2はなの里 （予防）短期入所生活介護 三重県名張市百合が丘西5番町1番地 0595-64-2525

デイサービス　第2はなの里 通所介護 三重県名張市百合が丘西5番町1番地 0595-64-2525

特別養護老人ホーム　第3はなの里 介護老人福祉施設 三重県名張市西田原2100番地 0595-67-1100

ショートステイ　第3はなの里 （予防）短期入所生活介護 三重県名張市西田原2100番地 0595-67-1100

特別養護老人ホーム　第5はなの里 介護老人福祉施設 三重県名張市百合が丘西5番町27番地 0595-62-1110

ショートステイ　第5はなの里 （予防）短期入所生活介護 三重県名張市百合が丘西5番町27番地 0595-62-1110

ヘルパーステーション　ゆり 訪問介護 三重県名張市百合が丘西5番町2番地 0595-62-3456

多機能ホーム　ゆりサテライト （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県名張市百合が丘西5番町2番地 0595-62-2345

グループホーム「はなの里」 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県名張市西田原2094番地の1 0595-66-5554

グループホーム　新 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県名張市新田2940番地6 0595-48-7313

多機能ホーム　はなの里 （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県名張市新田2940番地6 0595-48-7474

グループホーム　つつじが丘サテライト （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県名張市つつじが丘北5番町162番地 0595-41-2005

デイサービス　つつじが丘 通所介護 三重県名張市つつじが丘北5番町162番地 0595-41-2000

特別養護老人ホーム　鈴鹿聖十字の家 介護老人福祉施設 三重県鈴鹿市木田町1961番地 059-374-0318

特別養護老人ホーム　鈴鹿聖十字の家 （予防）短期入所生活介護 三重県鈴鹿市木田町1961番地 059-374-0318

3 社会福祉法人　こもはら福祉会 三重県名張市西田原2000番地 0595-66-1234 2022年10月29日

4 社会福祉法人　鈴鹿聖十字会 三重県三重郡菰野町宿野1433-74 059-394-2511 2022年10月29日

1 社会福祉法人　鈴鹿福祉会 三重県鈴鹿市深溝町字北林2956番地 059-374-4600 2022年10月29日

2 社会福祉法人　洗心福祉会 三重県津市本町26番地13号 059-222-7700 2022年10月29日
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特別養護老人ホーム　美里ヒルズ 介護老人福祉施設 三重県津市美里町三郷430 059-279-5100

ショートステイサービスセンター　美里ヒルズ （予防）短期入所生活介護 三重県津市美里町三郷430 059-279-5100

デイサービスセンター　美里ヒルズ 通所介護 三重県津市美里町三郷430 059-279-5100

特別養護老人ホーム　アガぺホーム 介護老人福祉施設 三重県津市豊が丘5-47-8 059-253-6517

ベタニヤショートステイ （予防）短期入所生活介護 三重県津市豊が丘5-47-10 059-230-0032

ベタニヤデイサービス 通所介護 三重県津市豊が丘5-47-10 059-230-0032

ベタニヤヘルパーステーション 訪問介護 三重県津市豊が丘5-47-10 059-230-0032

いこいの家
小規模多機能型居宅介護事業所

（予防）小規模多機能型居宅介護 三重県松阪市岡本町444-1 0598-25-3737

いこいの家　デイサービス 地域密着型通所介護 三重県松阪市岡本町444-1 0598-25-3737

地域密着型特別養護老人ホーム
グレイスホーム

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県松阪市岡本町428-2 0598-30-8200

特別養護老人ホーム
ぬくもり園従来型

介護老人福祉施設 三重県伊賀市馬場600 0595-43-2300

特別養護老人ホーム
ぬくもり園ユニット型

介護老人福祉施設 三重県伊賀市馬場600 0595-43-2300

指定介護予防短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホームぬくもり園

（予防）短期入所生活介護 三重県伊賀市馬場600 0595-43-2300

指定通所介護事業所
「あやま老人デイサービスセンター」

通所介護 三重県伊賀市馬場600 0595-43-2300

デイサービスセンター　鈴鹿けやき苑 通所介護 三重県鈴鹿市石薬師町字寺東452番地68 059-373-2223

デイサービスセンター　鈴鹿清寿苑 通所介護 三重県鈴鹿市石薬師町字西裏2081-1 059-374-3330

訪問介護センター　鈴鹿清寿苑 訪問介護 三重県鈴鹿市石薬師町字西裏2081-1 059-374-3330

小規模多機能センター　鈴鹿けやき苑 （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県鈴鹿市石薬師町字寺東452番地69 059-373-2224

特別養護老人ホーム　鈴鹿香寿苑 介護老人福祉施設 三重県鈴鹿市稲生西3丁目17-17 059-389-7666

特別養護老人ホーム
うねめの里

介護老人福祉施設 三重県四日市市釆女町字森ヶ山418-1 059-348-7760

在宅介護サービスセンター
うねめの里

通所介護 三重県四日市市釆女町字森ヶ山418-1 059-348-2668

指定短期入所生活介護事業所
うねめの里

（予防）短期入所生活介護 三重県四日市市釆女町字森ヶ山418-1 059-348-7760

特別養護老人ホーム
かすみの里

介護老人福祉施設 三重県四日市市白須賀1丁目12番8号 059-334-1171

短期入所生活介護事業所
かすみの里

（予防）短期入所生活介護 三重県四日市市白須賀1丁目12番8号 059-334-1171

地域密着型通所介護事業所
かすみの里

地域密着型通所介護 三重県四日市市白須賀1丁目12番8号 059-334-1125

地域密着型特別養護老人ホーム
かいぞうの里

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市野田1丁目6番25号 059-328-5550

特別養護老人ホーム　アパティア長島苑 介護老人福祉施設 三重県桑名市長島町西外面1070 0594-42-1600

特別養護老人ホーム　アパティア長島苑 （予防）短期入所生活介護 三重県桑名市長島町西外面1070 0594-42-1600

アパティア長島苑
認知症対応型デイサービスセンター

（予防）認知症対応型通所介護 三重県桑名市長島町西外面1070 0594-42-1600

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護ハピネスちよだ

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市千代田町東浦323-1 059-329-5833

ハピネスやさとデイサービスセンター 通所介護 三重県四日市市千代田町東浦325-1 059-366-3303

ハピネスやさと訪問介護事業所 訪問介護 三重県四日市市千代田町東浦325-1 059-366-3303

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護あおい

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県桑名市長島町横満蔵568-2 0594-45-8686

認知症対応型共同生活介護ひなた （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県桑名市長島町横満蔵568-2 0594-45-8686

デイサービスセンター　たんとんとん 通所介護 三重県桑名市長島町横満蔵573 0594-45-8817

グループホームとのむら （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県津市殿村1553番地 059-237-3450

小規模多機能ホームとのむら （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県津市殿村1553番地 059-237-3677

特別養護老人ホーム国津園 介護老人福祉施設 三重県名張市神屋765番地 0595-69-1316

ショートステイサービスセンター国津園 （予防）短期入所生活介護 三重県名張市神屋765番地 0595-69-1316

デイサービスセンター国津園 通所介護 三重県名張市神屋765番地 0595-69-1316

小山田特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 三重県四日市市山田町5500-1 059-328-2177

小山田特別養護老人ホーム （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市山田町5500-1 059-328-2177

小山田在宅介護サービスセンター 通所介護 三重県四日市市山田町5500-1 059-328-3237

小山田老人保健施設 介護老人保健施設 三重県四日市市山田町5501-1 059-328-2847

小山田老人保健施設 （予防）短期入所療養介護 三重県四日市市山田町5501-1 059-328-2847

小山田老人保健施設 （予防）通所リハビリテーション 三重県四日市市山田町5501-1 059-328-2847

第二小山田特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 三重県四日市市山田町5513 059-328-2276

第二小山田特別養護老人ホーム （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市山田町5513 059-328-2276

小山田グループホーム （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県四日市市山田町5516-1 059-328-8027

介護総合センターかんざき 介護老人福祉施設 三重県四日市市寺方町東谷986-4 059-327-2177

介護総合センターかんざき （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市寺方町東谷986-4 059-327-2177

かんざき在宅介護サービスセンター 通所介護 三重県四日市市寺方町東谷986-4 059-327-2178

介護総合センターかんざき　サテライト小杉
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市小杉町字平地1473-15 059-334-0004

小山田特別養護老人ホーム　サテライト四郷
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市西日野町字小溝野4008 059-322-3101

小山田特別養護老人ホーム　サテライト四郷 （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市西日野町字小溝野4008 059-322-3101

四郷グループホーム （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県四日市市西日野町小溝野4014 059-322-1859

四郷在宅介護サービスセンター 通所介護 三重県四日市市西日野町字小溝野4015 059-322-1787

四郷在宅介護サービスセンター 訪問介護 三重県四日市市西日野町字小溝野4015 059-322-1792

小山田特別養護老人ホーム　サテライト川島
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市川島町字別山4037 059-320-3113

小山田特別養護老人ホーム　サテライト川島 （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市川島町字別山4037 059-320-3113

川島在宅介護サービスセンター 通所介護 三重県四日市市川島町別山4040 059-322-3612

小山田特別養護老人ホーム　サテライト常磐
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市城西町13番45号 059-353-7750

小山田特別養護老人ホーム　サテライト常磐 （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市城西町13番45号 059-353-7750

常磐在宅介護サービスセンター 通所介護 三重県四日市市城東町3-22 059-355-7590

桜グループホーム （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県四日市市智積町1095番 059-318-5671

コミュニティケアホーム三重西 （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県四日市市三重七丁目109番 059-318-2812

亀山老人保健施設 介護老人保健施設 三重県亀山市羽若町字松本645-14 0595-83-5921

亀山老人保健施設 （予防）短期入所療養介護 三重県亀山市羽若町字松本645-14 0595-83-5921

亀山老人保健施設 （予防）通所リハビリテーション 三重県亀山市羽若町字松本645-14 0595-83-5921

亀山在宅介護サービスセンター 通所介護 三重県亀山市羽若町字松本645-14 0595-83-5922

グループホーム　あおぞら （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県亀山市羽若町834-41 0595-97-0635

デイサービスセンター　おおぞら 通所介護 三重県三重郡川越町高松184番1 059-365-8114

13 社会福祉法人　青山里会 三重県四日市市山田町5500-1 059-328-2177 2021年3月29日

11 地域ケア株式会社 三重県津市殿村1553番地 059-237-3450 2021年3月29日

12 社会福祉法人　弘仁会 三重県名張市神屋765番地 0595-69-1316 2021年3月29日

9 社会福祉法人　永甲会 三重県四日市市釆女町字森ヶ山418-1 059-348-7760 2022年11月30日

10 社会福祉法人　アパティア福祉会 三重県桑名市長島町西外面1070 0594-42-1600 2022年11月30日

7 社会福祉法人　あやまユートピア 三重県伊賀市馬場600 0595-43-2300 2022年10月29日

8 社会福祉法人　けやき福祉会 三重県鈴鹿市石薬師町字寺東452番地68 059-373-2223 2022年10月29日

5 社会福祉法人　弘仁会 三重県名張市神屋765番地 0595-69-1316 2022年10月29日

6 社会福祉法人　三重ベタニヤ 三重県津市豊が丘五丁目47番6-1号 059-230-0032 2022年10月29日
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事業所名 サービス種別 所在地 電話番号 宣言日
法人名 所在地 電話番号

取組事業所

特別養護老人ホームすいせんの里 介護老人福祉施設 三重県桑名郡木曽岬町和富10番8 0567-68-6565

特別養護老人ホームすいせんの里 （予防）短期入所生活介護 三重県桑名郡木曽岬町和富10番8 0567-68-6565

特別養護老人ホームすいせんの里 通所介護 三重県桑名郡木曽岬町和富10番8 0567-68-6565

特別養護老人ホーム森の里 介護老人福祉施設 三重県伊賀市腰山1135番地 0595-54-1331

森の里 （予防）短期入所生活介護 三重県伊賀市腰山1135番地 0595-54-1331

特別養護老人ホーム森の里木精館 介護老人福祉施設 三重県伊賀市腰山1135番地 0595-54-1331

デイサービスセンターあおやま森の里 通所介護 三重県伊賀市腰山1135番地 0595-54-1331

グループホーム森の里 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県伊賀市腰山1135番地 0595-54-8001

特別養護老人ホームいがの里 介護老人福祉施設 三重県伊賀市愛田550番地 0595-45-8875

いがの里 （予防）短期入所生活介護 三重県伊賀市愛田550番地 0595-45-8875

デイサービスセンターあおやま百々 通所介護 三重県伊賀市阿保1988番地1 0595-52-5294

グリーンヒル　訪問介護サービスセンター 訪問介護 三重県津市緑が丘一丁目1-1 059-239-1165

特別養護老人ホーム　グリーンヒル 介護老人福祉施設 三重県津市緑が丘一丁目1-2 059-269-5555

グリーンヒル　デイサービスセンター 通所介護 三重県津市緑が丘一丁目1-2 059-269-5555

グリーンヒル　ショートステイセンター （予防）短期入所生活介護 三重県津市緑が丘一丁目1-2 059-269-5555

特別養護老人ホーム　きずな 介護老人福祉施設 三重県津市白山町二本木1163 059-264-0222

きずなショートステイセンター （予防）短期入所生活介護 三重県津市白山町二本木1163 059-264-0222

介護老人保健施設　つつじの里 介護老人保健施設 三重県津市白山町二本木1163 059-264-0111

介護老人保健施設　つつじの里 （予防）短期入所療養介護 三重県津市白山町二本木1163 059-264-0111

介護老人保健施設　つつじの里 （予防）通所リハビリテーション 三重県津市白山町二本木1163 059-264-0111

介護予防訪問リハビリテーションセンター　つつじの里 （予防）訪問リハビリテーション 三重県津市白山町二本木1163 059-264-0111

シルバータウン新町　デイサービスセンター 通所介護 三重県津市南丸之内222-21 059-225-0131

シルバータウン久居　デイサービスセンター 通所介護 三重県津市久居明神町1553-10 059-254-0111

介護老人保健施設　あのう 介護老人保健施設 三重県津市安濃町東観音寺353 059-267-1800

介護老人保健施設　あのう （予防）短期入所療養介護 三重県津市安濃町東観音寺353 059-267-1800

デイケアセンター　あのう （予防）通所リハビリテーション 三重県津市安濃町東観音寺353 059-267-1800

訪問リハビリテーションセンター　あのう （予防）訪問リハビリテーション 三重県津市安濃町東観音寺353 059-267-1800

シルバータウンあのう　デイサービスセンター 通所介護 三重県津市安濃町田端上野892-1 059-268-5500

特別養護老人ホーム　明合乃里 介護老人福祉施設 三重県津市安濃町田端上野970-3 059-268-3333

明合乃里デイサービスセンター 通所介護 三重県津市安濃町田端上野970-3 059-268-3333

明合乃里短期入所生活介護センター （予防）短期入所生活介護 三重県津市安濃町田端上野970-3 059-268-3333

ルミナスビレッジ曽根　訪問介護サービスセンター 訪問介護 三重県津市安濃町曽根833-6 059-267-1555

特別養護老人ホーム　やまゆりの里 介護老人福祉施設 三重県松阪市嬉野中川町1528-101 0598-42-1116

特別養護老人ホーム　やまゆりの里 （予防）短期入所生活介護 三重県松阪市嬉野中川町1528-101 0598-42-1116

指定特定施設入居者生活介護事業所　やまゆりの里 （予防）特定施設入居者生活介護 三重県松阪市嬉野中川町1528-101 0598-42-1116

やまゆりの里　訪問介護サービスセンター 訪問介護 三重県松阪市嬉野中川町1528-101 0598-42-1116

介護老人保健施設　やまゆりの里 介護老人保健施設 三重県松阪市嬉野中川町1529-1 0598-48-3000

介護老人保健施設　やまゆりの里 （予防）短期入所療養介護 三重県松阪市嬉野中川町1529-1 0598-48-3000

やまゆりの里　デイケアセンター （予防）通所リハビリテーション 三重県松阪市嬉野中川町1529-1 0598-48-3000

訪問リハビリテーションセンター　やまゆりの里 （予防）訪問リハビリテーション 三重県松阪市嬉野中川町1529-1 0598-48-3000

大台町介護老人保健施設みやがわ
短期入所療養介護（従来型）

（予防）短期入所療養介護 三重県多気郡大台町江馬114 0598-76-8110

大台町介護老人保健施設みやがわ
短期入所療養介護（ユニット型）

（予防）短期入所療養介護 三重県多気郡大台町江馬114 0598-76-8110

訪問リハビリテーションセンター　みやがわ （予防）訪問リハビリテーション 三重県多気郡大台町江馬114 0598-76-8110

デイケアセンター　みやがわ （予防）通所リハビリテーション 三重県多気郡大台町江馬114 0598-76-8110

17 社会福祉法人　恒心福祉会 三重県志摩市阿児町鵜方2555番地1 0599-65-7727 特別養護老人ホーム　ふたみ苑 介護老人福祉施設 三重県伊勢市二見町三津1201-68 0596-44-0700 2021年3月29日

18 社会福祉法人　恒心福祉会 三重県志摩市阿児町鵜方2555番地1 0599-65-7727 特別養護老人ホーム　うがた苑 介護老人福祉施設 三重県志摩市阿児町鵜方2824-85 0599-65-7766 2021年3月29日

19 社会福祉法人　恒心福祉会 三重県志摩市阿児町鵜方2555番地1 0599-65-7727 特別養護老人ホーム　あらしま苑 介護老人福祉施設 三重県鳥羽市安楽島町字高山1075-58 0599-26-7000 2021年3月29日

21 特定非営利活動法人　あいあい 三重県尾鷲市矢浜一丁目15番45号 0597-37-4165 在宅ケアグループあいあい 訪問介護 三重県尾鷲市矢浜一丁目15番45号 0597-23-3007 2021年6月1日

介護老人保健施設　志摩豊和苑 介護老人保健施設 三重県志摩市阿児町国府1061-152 0599-46-1122

介護老人保健施設　志摩豊和苑 （予防）短期入所療養介護 三重県志摩市阿児町国府1061-152 0599-46-1122

介護老人保健施設　志摩豊和苑 （予防）通所リハビリテーション 三重県志摩市阿児町国府1061-152 0599-46-1122

介護付有料老人ホーム　ふれあいの森 （予防）特定施設入居者生活介護 三重県志摩市阿児町鵜方2555-1 0599-44-6511

デイサービスセンター　豊和 通所介護 三重県志摩市阿児町鵜方2555-1 0599-44-6511

訪問看護ステーション　豊和 （予防）訪問看護 三重県志摩市阿児町鵜方2555-1 0599-44-6511

グループホーム　やまもも （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県志摩市阿児町国府1061-153 0599-46-1127

グループホーム　第2やまもも （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県志摩市阿児町鵜方2555-9 0599-44-1220

介護老人保健施設　鳥羽豊和苑（従来型） 介護老人保健施設 三重県鳥羽市安楽島町字腰掛1045番地77 0599-26-7711

介護老人保健施設　鳥羽豊和苑（従来型） （予防）短期入所療養介護 三重県鳥羽市安楽島町字腰掛1045番地77 0599-26-7711

介護老人保健施設　鳥羽豊和苑 （予防）通所リハビリテーション 三重県鳥羽市安楽島町字腰掛1045番地77 0599-26-7711

介護老人保健施設　鳥羽豊和苑（ユニット型） 介護老人保健施設 三重県鳥羽市安楽島町字腰掛1045番地77 0599-26-7711

介護老人保健施設　鳥羽豊和苑（ユニット型） （予防）短期入所療養介護 三重県鳥羽市安楽島町字腰掛1045番地77 0599-26-7711

グループホーム　あらしま （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県鳥羽市安楽島町字高山1075番地29 0599-26-7200

デイサービスセンター　あらしま 通所介護 三重県鳥羽市安楽島町字高山1075番地29 0599-26-6677

デイサービスセンター　答志島 地域密着型通所介護 三重県鳥羽市答志町字大畑895番地 0599-21-5700

グループホーム　レモンの里 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県津市神納418-1 059-229-8433

認知症対応型通所介護事業所　レモンの里 （予防）認知症対応型通所介護 三重県津市神納418-1 059-229-8433

訪問介護事業所　レモンの里 訪問介護 三重県津市神納418-1 059-229-8433

特別養護老人ホーム　豊野みかんの里 介護老人福祉施設 三重県津市一身田豊野1659番地 059-236-5610

老人短期入所　豊野みかんの里 （予防）短期入所生活介護 三重県津市一身田豊野1659番地 059-236-5610

老人デイサービス　豊野みかんの里 通所介護 三重県津市一身田豊野1659番地 059-236-5610

25 社会福祉法人　白壽会 三重県津市一身田豊野1659番地 059-236-5610 2021年9月1日

22 医療法人　豊和会 三重県志摩市阿児町鵜方2555番地9 0599-43-9711 2021年6月1日

23 株式会社　レモンの里で暮らす会 三重県津市神納町5番11号 059-229-8433 2021年8月1日

15 社会福祉法人　青山福祉会 三重県伊賀市腰山1135番地 0595-54-1331 2021年3月29日

16 社会福祉法人　あけあい会 三重県津市緑が丘一丁目1-1 059-239-1000 2021年3月29日

14 社会福祉法人　慈幸会 三重県桑名郡木曽岬町和富10番8 0567-68-6565 2021年3月29日

3



事業所名 サービス種別 所在地 電話番号 宣言日
法人名 所在地 電話番号

取組事業所

玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城 介護老人保健施設 三重県度会郡玉城町佐田881番地 0596-58-3770

玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城 （予防）短期入所療養介護 三重県度会郡玉城町佐田881番地 0596-58-3770

玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城 （予防）通所リハビリテーション 三重県度会郡玉城町佐田881番地 0596-58-3770

玉城町訪問看護ステーションたまき （予防）訪問看護 三重県度会郡玉城町佐田881番地 0596-58-8117

玉城町生活支援ステーションたまき 訪問介護 三重県度会郡玉城町佐田881番地 0596-58-8117

介護付き有料老人ホーム　虹の夢とば （予防）特定施設入居者生活介護 三重県鳥羽市鳥羽1丁目20-1 0599-25-2424

短期入所生活介護　虹の夢とば （予防）短期入所生活介護 三重県鳥羽市鳥羽1丁目20-1 0599-25-2424

訪問看護ステーションそらまめ （予防）訪問看護 三重県名張市百合が丘東9-260 0595-62-1000

訪問看護ステーションそらまめ 訪問介護 三重県名張市百合が丘東9-260 0595-62-1000

デイサービスそらまめ 通所介護 三重県名張市百合が丘東9-165 0595-62-7770

訪問介護ステーションそらまめ希央台 訪問介護 三重県名張市希央台5-35 0595-62-3050

デイサービスそらまめ希央台 通所介護 三重県名張市希央台5-35 0595-62-3050

医療法人　桑名病院 介護療養型医療施設 三重県桑名市京橋町30番地 0594-22-0460

医療法人　桑名病院 （予防）通所リハビリテーション 三重県桑名市京橋町30番地 0594-22-0460

医療法人　桑名病院 （予防）短期入所療養介護 三重県桑名市京橋町30番地 0594-22-0460

特別養護老人ホーム　多気彩幸 介護老人福祉施設 三重県多気郡多気町五佐奈432-48 0598-39-6211

（予防）短期入所生活介護　多気彩幸 （予防）短期入所生活介護 三重県多気郡多気町五佐奈432-48 0598-39-6211

32 社会福祉法人　敬愛会 三重県津市片田長谷町226 059-237-0069 デイサービスセンター　はせやま 地域密着型通所介護 三重県津市片田長谷町167-1 059-237-2630 2022年1月1日

グループホーム　みそのむら （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県伊勢市御薗町高向481 0596-29-2827

小規模多機能ホーム　みそのむら （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県伊勢市御薗町高向481 0596-29-2826

小規模多機能ホーム　きたはま （予防）小規模多機能型居宅介護 三重県伊勢市村松町字内野4782-1 0596-38-1771

デイホーム　みそのむら （予防）認知症対応型通所介護 三重県伊勢市御薗町高向481 0596-29-2827

介護老人保健施設ロマン 介護老人保健施設 三重県津市芸濃町椋本6176 059-265-6500

介護老人保健施設ロマン （予防）訪問リハビリテーション 三重県津市芸濃町椋本6176 059-265-6500

介護老人保健施設ロマン （予防）通所リハビリテーション 三重県津市芸濃町椋本6176 059-265-6500

介護老人保健施設ロマン （予防）短期入所療養介護 三重県津市芸濃町椋本6176 059-265-6500

特別養護老人ホーム
いすず苑

介護老人福祉施設 三重県伊勢市楠部町若ノ山2605-33 0596-28-1010

指定介護予防短期入所生活介護事業
いすず苑

（予防）短期入所生活介護 三重県伊勢市楠部町若ノ山2605-33 0596-28-1010

通所介護事業
いすず苑

通所介護 三重県伊勢市楠部町若ノ山2605-33 0596-28-1010

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
いすずガーデン

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 三重県伊勢市楠部町乙77 0596-63-8500

訪問介護・介護予防訪問介護事業所
いすずガーデン

訪問介護 三重県伊勢市楠部町乙77 0596-63-8500

通所介護・介護予防通所介護事業所
いすずガーデン

地域密着型通所介護 三重県伊勢市楠部町乙77 0596-63-8500

みなとデイサービスセンター 通所介護 三重県四日市市高砂町7-6 059-359-6611

しおはまデイサービスセンター 通所介護 三重県四日市市塩浜栄町471 059-349-6380

特別養護老人ホーム　風の路 介護老人福祉施設 三重県四日市市塩浜栄町471 059-349-6383

特別養護老人ホーム　風の路 （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市塩浜栄町471 059-349-6383

特別養護老人ホーム　アリビオ 介護老人福祉施設 三重県四日市市塩浜栄町149-1 059-325-7762

特別養護老人ホーム　アリビオ （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市塩浜栄町149-1 059-325-7762

特別養護老人ホーム　サテライトみなと （予防）短期入所生活介護 三重県四日市市高砂町6-5 059-329-5210

特別養護老人ホーム　サテライトみなと
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県四日市市高砂町6-5 059-329-5210

ヘルパーステーションナゴミガーデン 訪問介護 三重県津市一志町片野367番地1 059-293-0753

デイリハセンターナゴミ 通所介護 三重県津市一志町片野121番地9 059-293-0753

海野デイサービスセンター 通所介護 三重県伊勢市浦口2丁目3-20 0596-20-5757

介護予防　でいとれセンター海野 地域密着型通所介護 三重県伊勢市常磐2丁目3-14 0596-20-8181

通所デイサービスセンター　むつみ園 通所介護 三重県松阪市嬉野須賀領町475-1 0598-48-0800

グループホーム　むつみ園 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県松阪市嬉野須賀領町477-8 0598-48-0800

小規模特別養護老人ホーム　むつみ園
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

三重県松阪市嬉野算所町488 0598-48-0600

第2デイサービスセンター　むつみ園 地域密着型通所介護 三重県松阪市嬉野算所町505 0598-30-8150

グループホームあみーご奈垣せせらぎ （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県名張市奈垣1422-5 0595-68-6548

グループホームあみーご奈垣さえずり （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県名張市奈垣1431-1 0595-51-0502

グループホームあみーご鴻之台 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県名張市鴻之台5番町10番地 0595-62-3344

あみーごライフ四日市 訪問介護 三重県四日市市波木町2040-6 059-340-5335

あみーごライフ四日市日永 訪問介護 三重県四日市市日永5-1-21 059-327-7222

デイサービスセンター桜の里 通所介護 三重県度会郡玉城町矢野139-3 0596-58-8288

グループホーム桜の里 （予防）認知症対応型共同生活介護 三重県度会郡玉城町矢野139-3 0596-58-8288

40 株式会社　センチュリークリエイティブ 三重県桑名市松ノ木一丁目10-4 0594-27-2551 2022年9月1日

41 有限会社　桜の里 三重県度会郡玉城町佐田250-1 0596-58-8288 2022年9月1日

38 医療法人　海野内科 三重県伊勢市浦口2丁目2-13 0596-20-5757 2022年6月1日

39 社会福祉法人　むつみ福祉会 三重県松阪市嬉野須賀領町477-8 0598-48-0800 2022年7月1日

36 社会福祉法人　風薫会 三重県四日市市高砂町6-5 059-329-6201 2022年11月1日

37 株式会社　ｎａｇｏｍｉ 三重県津市一志町片野121番地9 059-293-0753 2021年7月1日

34 医療法人　府洲会 三重県津市芸濃町椋本6176 059-265-6500 2022年10月1日

35 社会福祉法人　五十鈴会 三重県伊勢市楠部町若ノ山2605-33 0596-28-1010 2022年10月1日

31 社会福祉法人　三重豊生会 三重県度会郡度会町大野木2945-2 0598-39-6211 2021年12月1日

33 有限会社　くろべ 三重県伊勢市御薗町高向481 0596-29-2827 2022年8月1日

29 医療法人　康成会 奈良県北葛城郡河合町星和台2-1-20 0745-31-2073 2021年9月1日

30 医療法人　桑名病院 三重県桑名市京橋町30番地 0594-22-0460 2021年10月1日

27 株式会社　石吉組 三重県志摩市阿児町鵜方1233 0599-43-3335 2021年9月1日

28 医療法人　康成会 奈良県北葛城郡河合町星和台2-1-20 0745-31-2073 2021年9月1日

26 玉城町 三重県度会郡玉城町田丸114-2 0596-58-8200 2021年9月1日
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