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〇はじめに 

 

この「地域資源ガイド」は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための生

活サポートを目的として作成いたしました。 

「あと少しの手助けがあれば、自立した暮らしができるのに」という時や、地

域の介護事業所をお探しの時に参考となる情報を掲載しております。 

皆さまの暮らしの一助に、この冊子がお役立ていただけますと幸いです。ぜ

ひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

※この冊子は、各サービス事業所、実施団体、企業様からのご理解、ご協力を

得て掲載させて頂いております。内容は変更される場合がありますので、松

園・緑が丘地域包括支援センターまたは、事業所等に直接お問い合わせの上

ご利用ください。 

 また、新たに当ガイドに掲載をご希望する場合や、内容の追加、修正を希望

する事業所・団体・個人の方は、松園・緑が丘地域包括支援センターまでお申

し出くださりますようお願いいたします。 

 

 

 

 

※記載されている内容については、「社会福祉法人 育心会」のホームページ

でも掲載しております。是非、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

松園・緑が丘地域包括支援センター（おとしより相談センター） 

  電話 019-663-8181     FAX 019-663-8886 

社会福祉法人 育心会ホームページ 

https://www.ikushinkai.jp/ 
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１-① 総合相談 

地域包括支援センター 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

盛岡市松園・緑が丘 

地域包括支援センター 

019-663-8181 

・松園地区 

（松園、東松園、

西松園、北松園、

小鳥沢、上田字

（小鳥沢、松屋敷）

東黒石野 2・3 丁

目） 

介護や福祉、医療などに関することはもちろん、どこに

相談したら良いかわからない心配事や悩みは、地域包

括支援センターにご相談ください。 

高齢者の方はもちろん、そのご家族や高齢者の近所に

お住まいのみなさんもご相談いただけます。 

また町内会や、各地域のサロンへ訪問し、介護予防教

室や、認知症サポーター養成講座の開催も行っていま

すのでお気軽にお問合せください。 

介護支援センター 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

ケアガーデン高松公園 

介護支援センター 

019-665-2175 

・緑が丘地区 

（高松 4丁目、緑が

丘、東緑が丘、箱

清水、岩脇町、黒

石野、東黒石野 1

丁目、上田字（東

黒石野、黒岩、宇

登坂長根、狐崎稲

荷、稲荷窪、狐森） 

ケアガーデン高松公園介護支援センターは松園・緑が

丘地域包括支援センターのブランチ型センターで、高松

四丁目、緑が丘地区の高齢者を担当しています。場所

は周辺が整備され『こがねパーク高松』の中心にあり散

歩コースになっています。競馬場跡地の方がなじみある

ようです。 

高齢者の生活や健康などの困ったことや心配ごとの相

談窓口です。自宅に訪問しての相談も行います。いろい

ろな場に参加し顔を覚えていただき、相談しやすいセン

ターを目指しています。  

１-② ケアプランの作成相談 

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

アルテ 

居宅介護支援事業所 

019-662-6337 

・盛岡市、滝沢市、 

雫石町、矢巾町 

・要支援、要介護 

居宅における全般の相談に寄り添い、丁寧に対応いた

します。 

岩手福祉会 

介護支援事業所 

019-664-0019 

・盛岡市、滝沢市、 

矢巾町 

・高齢者、障害者・ 

介護保険認定者 

生活上の心配事や困りごと・年金に関する相談・介護保

険利用に関する相談など、社会保険労務士が専門的な

ことも含めて相談をお受けします。  
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居宅介護支援事業所 

サンタウン松園 

019-681-7533 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

本人、ご家族を尊重し、その方に合ったサービスのご提

案と調整を行います。 

公益社団法人岩手県

看護協会指定居宅介

護支援事業所盛岡 

019-663-5202 

・盛岡市、滝沢市、 

矢巾町 

・要支援、要介護 

看護師資格を持ったケアマネジャーです。 

医療的ケアの必要な方への支援、相談に応じます。 

訪問看護ステーションが併設されています。 

さくらぎの里 

居宅介護支援事業所 

019-664-9366 

・盛岡市、滝沢市、 

雫石町、矢巾町 

・要支援、要介護 

介護保険法の趣旨に沿って利用者の意見及び人格を尊

重し、可能な限りご自宅で、持っている能力に応じ、自立

した日常生活を営むことができるよう支援いたします。 

常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサー

ビス等が、特定の種類又は特定のサービス事業所に不

当に隔たることがないよう、公正中立に努めます。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医

療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 

第二松園ハイツ 

指定居宅介護支援事

業所 

019-661-6300 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

40 歳代が中心となり、在籍 5 年以上の豊富な知識と経

験で、利用者様を事業所全体で支えていきます。 

住み慣れたまちで、その方らしく暮らすために、心身状

況や環境に応じたサービスのご利用ができるよう、居宅

サービス計画の作成、連絡調整を行います。 

ツクイ盛岡 

 

019-665-3211 

・盛岡市 

（一部地域により

制限があります） 

・要支援、要介護 

各機関との密接な連携を図り、チームワークをモットーと

した対応でお客様への安心感を大切に、各種ご相談を

承っております。 

セルフプランをテーマとした教室や、広く地域の方々を対

象とした介護相談室も開催準備中です。 

なごみ 

指定居宅介護支援事

業所 

019-662-1003 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

心のこもったサービスと有意義な時間を過ごせるよう、ご

利用者様、ご家族様の気持ちを大切にして支援いたしま

す。 

ふきのとう 

居宅介護支援事業所 

019-656-9128 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

高齢者の介護相談をお受けします。 

松園第一病院 

居宅介護支援事業所 

019-662-6663 

・盛岡市、滝沢市 

・要介護 

介護保険サービスを利用する方の支援を行っておりま

す。松園第一病院の中に事業所があります。 
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２．泊り・通いのサービス ①介護保険サービス 

特別養護老人ホーム（長期入所） 

事業所名 対象者 サービス内容 

①社会福祉法人育心会 

特別養護老人ホーム 

第二松園ハイツ 

019-661-6266 

・要介護 3 以上 

定員 50 名 

介護、看護、栄養士、生活相談員、介護支援専門員など

の専門職が力を合わせ、ご利用者様のお気持ちや身体

の状態に合わせた、日常生活への支援を行っておりま

す。多床室のご利用となりますので、孤独感を感じること

なく、賑やかにお過ごしいただけます。また、季節の行事

やバリエーションに富んだレクリエーション、選択できる食

事等をご用意しております。 

洗濯代、オムツやパット類の料金は基本料金に含まれて

います。 

②社会福祉法人河北会 

特別養護老人ホーム 

さくらぎの里 

019-664-1188 

・要介護 3 以上 施設サービス計画に基づき、可能な限り、利用者の在宅

における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食

事の介護、相談及び助言、社会生活上の便宜の供与、そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療

養上の介護を行うことにより、利用者がその有する能力に

応じた自立した日常生活を営むことができるように支援し

ています。 

施設は、利用者の意思及び、人格を尊重し、常に利用者

の立場に立って介護福祉施設サービスの提供に努めま

す。施設は、明るく、家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭

との結びつきを重視した運営を行い、市町村など保険者、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保

険施設、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めています。 

③社会福祉法人緑愛会 

特別養護老人ホーム 

サンタウン松園 

019-681-7533 

・要介護 3 以上 ユニット型の施設であり、広い生活空間の中で、個別機能

訓練、栄養マネジメントも行いながら、その人らしく過ごし

て頂いております。 

ご希望があれば看取りまで対応可能です。 
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④社会福祉法人育心会 

特別養護老人ホーム 

北松園ハイツ 

019-665-1812 

・要介護 3 以上 

定員 29 名 

・盛岡市内に住所

を有する方 

盛岡市内に住所を有する要介護３以上の方がサービスの

対象となります。全室個室のユニット型特養で、29 名の家

族が暮らす「家」です。自分だけのお部屋があり、おいしい

食事を囲んでの団欒があり、ゆったりと湯を楽しむひとと

きがあります。入居後もご家族やご友人とのつながりを大

切にして、人とのつながりを感じながら、ハリのある生活を

送ることができます。 

見学など、お気軽にお問い合わせ下さい。 

洗濯代、オムツやパット類の料金は基本料金に含まれて

います。 

ショートステイ（短期入所） 

事業所名 対象エリア・対象者 サービス内容 

①社会福祉法人育心会 

特別養護老人ホーム

第二松園ハイツ 

（ショートステイ） 

019-661-6266 

・盛岡市近郊 

・要支援、要介護 

・定員 4 名 

要支援・要介護認定を受けた方であれば、どなたでもご利

用いただけます。多床室、個室どちらも準備しております

ので、ご要望に合わせてご利用が可能です。 

ご本人様、ご家族様に普段のご様子をお伺いしながら、

安心して生活を送れるように、各専門職が力を合わせ、

支援させて頂いております。 

土日の送迎にも対応しておりますので、ご相談ください。 

洗濯代、オムツやパット類の料金は基本料金に含まれて

います。 

②社会福祉法人河北会 

さくらぎの里 

短期入所生活介護 

事業所 

019-664-1188 

・盛岡市、滝沢市、 

雫石町、矢巾町 

・要支援、要介護 

要介護者などの心身の特性を踏まえて、その居宅におい

て有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るよう、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上

の世話及び、機能訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持並びに、利用者の家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図るよう支援いたします。 

③ショートステイ 

サンタウン松園 

019-681-7533 

・要支援、要介護 毎日看護師を専従で配置しており、特養と併設しているこ

とで、より安心して生活して頂ける施設となっております。 
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④社会福祉法人育心会 

特別養護老人ホーム 

北松園ハイツ 

 （ショートステイ） 

019-665-1812 

・盛岡市内 

・要支援、要介護 

定員 10 名 

要支援・要介護認定を受けた方であれば、どなた様でもご

利用できます。短期間施設に泊まって介護サービスを受

けることができます。 

全て個室で、プライバシーが守られ、快適に暮らせる設備

を完備しています。四季を感じるイベント、昔を思い出す

催しなど各種行事を行っております。 

365 日年中無休、ご家族様の都合を最優先し、送迎もお

休みはありません。 

見学など、お気軽にお問い合わせください。 

洗濯代、オムツやパット類の料金は基本料金に含まれて

います。 

 

⑤ショートステイ 

まつぞの 

019-601-7407 

・盛岡市、滝沢市 

・要介護・要支援者 

ご家族様が一時的に介護できない場合や、ご家族様の負

担軽減をする為に、短期間入所して生活全般のサービス

を提供する施設です。 

要支援・要介護の方々に、健康チェックや食事・入浴・生

活全般の介護や機能訓練・レクリエーションなどを提供し

ています。 

送迎は 365 日対応しております。見学・体験入所も可能で

す。お気軽にお問合せ下さい。 

 

通所リハビリテーション（デイケア） 

事業所名 対象エリア・対象者 サービス内容 

①デイケアセンター 

 西まつぞの 

 019-601-7406 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

個別リハビリと温泉入浴があります。 

利用者様に合わせてマシントレーニング、個別リハビリを 

リハビリ専門職にて対応しています。 

 

②デイケアセンター 

 まつぞの 

 019-661-0200 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

松園第一病院に併設しています。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）からの紹介が必要で

す。 

体験利用も受付けています。 

 

③医療法人禄三堂 

臼井循環器呼吸器内

科 通所リハビリテー

ション 

019-663-6660 

・盛岡市、北部地区 

・要支援、要介護 1,2 

食事・入浴などのサービスは不用で、短時間でリハビリを

行いたい方に特化したサービスです。 

木造の温かみのある会場で行います。 
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介護療養病棟 

事業所名 対象エリア・対象者 サービス内容 

①医療法人共生会 

松園第一病院 

介護療養病棟 

019-662-6111 

・全国 

・要介護者 

常勤医師 3 名です。 

在宅で療養生活の困難な患者様に看護職員 13 名、介護

職員 13 名で医療・看護を行っております。特に倫理観を

大切に実践しています。  

小規模多機能ホーム 

事業所名 対象エリア・対象者 サービス内容 

➀小規模多機能ホーム 

ふきのとう小鳥沢 

019-601-8153 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

利用者様が安心して暮らせるように通い、訪問、泊まりのサ

ービスを組み合わせて利用ができます。 

地域の幼稚園の子供達との交流があり、また中学校の福

祉体験を受け入れ、福祉の魅力を伝えています。 

敷地内にある池には、金魚、鯉が泳ぎ、利用者様が見に行

くのが日課となり、池を見に来られたご近所の方々との憩

いの場となっております。 

  

グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

事業所名 対象者 サービス内容 

①グループホーム 

ふきのとう北松園 

019-601-5871 

・要支援 2～ 

要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

認知症の診断を受けた方々が、日常生活の様々なことをス

タッフと共に行っています。 

外には畑や花壇があり、植えてから手入れ、収穫まで一緒

に行っています。2 階ユニット交流ホールからは、岩手山が

一望できとても綺麗です。 

施設行事も内外様々あり、家族様の他に、保育園、小中学

校、地域の方々との交流にも力を入れています。 

週 1 回のアロママッサージはとても人気です。 

②グループホーム 

さくらぎ 

019-601-7131 

・要支援 2～ 

要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対し

て、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生

活の援助及び心身の機能訓練を行っております。また、安

心と尊厳のある生活を利用者が有する能力に応じ、可能な

限り自立して営むことができるよう支援いたします。 

③グループホーム 

喜久〇（キクマル） 

019-664-1790 

・要介護者 

・盛岡市内に住所

を有する方 

令和 2 年 4 月 1 日 認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）として開所しました。利用者様が「私が私らしく生き

るために」を常に考えながら、お一人お一人が役割をもって

生活できるよう支援します。 
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通所介護事業所（デイサービス） 

事業所名 対象エリア・対象者 サービス内容 

①デイサービスセンター 

サンタウン松園 

019-681-7533 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

ご利用時間中を楽しく過ごして頂けるよう、体操コーナー、

読書コーナー、脳トレコーナーを設け、自由に参加して頂く

よう、個別選択活動を行っています。 

②デイサービス 

 ふきのとう小鳥沢 

019-656-9126 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

楽しんでご利用して頂けるよう、様々なカルチャーや、ふき

のとう独自のサービスとなっているアロマセラピー、利用者

様と一緒に作った採れたて野菜・山菜などの旬の食材を使

った食事（昼食）を提供しております。 

9 月には、利用されている利用者様、ご家族様、地域の

方々を招待し、「ふきのとう祭り」を開催しております。 

③せせらぎの家 

019-681-8880 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

定員 10 名の小規模デイサービスで、職員と利用者様が密

に関わることができます。 

一軒家をデイサービスの施設としているため、自宅に居る

ような感覚で利用できます。 

④デイサービス 

 縄文の郷・ゆう 

019-656-8007 

・盛岡市、滝沢市 

・要介護 

可能なかぎり、自宅にて日常生活を送ることが出来るよう、

レクリエーション、体操等を提案しております。 

⑤デイサービス 

 かたらいの家・ゆう 

019-681-2628 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

家族の方の介護負担を少しでも軽減できるように、泊まりも

組み合わせて利用者様を中心に支援します。 

⑥第二松園ハイツ 

 デイサービスセンター 

019-663-8880 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

入浴支援、対人交流場の提供・支援、機能訓練、身体機能

の維持・向上を図るレクリエーション、認知機能の維持・向

上を図るレクリエーション（脳トレ）、時期・季節ごとに行事の

開催等を行っています。 

それぞれのご利用者様が好きな事、得意なことを活かすこ

とができる活動機会の提供（園芸・手芸活動など）を支援し

ております。 

⑦ツクイ松園 

019-664-0877 

・盛岡市、滝沢市 

（一部地域により

制限があります） 

・要支援、要介護 

車いすをご利用中の方にも安心な特殊浴槽を完備し、安

全・安心・快適なご入浴をお楽しみいただけます。 

言語聴覚士が常勤で在籍しており、言語障害等のご相談も

承っております。また管理栄養士も配置し、栄養改善指導

や、介護食に関するご相談も可能です。季節感や、他者交

流を楽しめる各イベントも年中豊富に実施しております。 
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⑧あるぷすの家 

019-664-0122 

・盛岡市 

・要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

市内でも珍しい「施設内通貨」を稼いで買い物ができるデイサ

ービスです。運動もしっかりと行い、3 ヶ月毎の評価で状況が

確認できます。詳細はホームページで紹介していますのでご

覧下さい。 

⑨デイサービス愛語 

019-601-5699 

・盛岡市 

・要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

個別対応の送迎により、利用時間を自由に設定できます。 

作りたての温かい昼食を提供しています。 

自宅の様な空間と、静かな環境で落ち着いた時間を過ごし

ています。 

個別機能訓練で無理の無いリハビリ（生活しながらのリハビ

リ）を実施しています。 

⑩第二のわが家「黒石 

野」デイサービス 

センター 

019-665-2660 

・盛岡市（玉山地区

を除く） 

・要支援、要介護 

・盛岡市内に住所

を有する方 

認知症専門のデイサービスとして、少人数で自宅のような

雰囲気の中で、その人らしくできる事、やりたい事を行いな

がら過ごしていただきます。 

⑪なごみデイサービス 

019-662-1000 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

入浴、運動、レクリエーションを行い、1日ゆっくりとご利用で

きます。また、運動のみしたい方には、午前、午後と半日利

用も行っております。マッサージも行い、気持ち良く利用で

きます。 

⑫デイサービス 

ぬぐまるの家 

019-664-1790 

・盛岡市 

・要介護者 

「ゆっくり・楽しく・一緒に」をモットーに、家庭的な雰囲気の

もと、みなさんそれぞれのペースで過ごして頂けます。 医

療行為（胃ろう、吸引等）ある方でもご利用できます。 ヒノ

キのお風呂にゆっくり入浴できます。 

 

⑫自費事業（泊り） ・どなたでも デイサービスで慣れた環境、顔なじみの関係の中でお泊りす

ることができます。（1 泊 3,500 円 1 食 600 円） 

介護保険をご利用していない方、介護保険制度以外での使

い方としてデイサービスをご利用いただけます。 

⑬ケアガーデン 

高松公園 

デイサービスセンター 

019-665-2173 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

通所介護  定員 20 名 

営業日 月～金  送迎サービス有り。 

少人数で利用者主体のサービスを提供します。 

 

  



14 

 

 

  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

  



18 

 

２．泊り・通いのサービス ②介護保険以外のサービス 
 

軽費老人ホーム 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

①軽費老人ホーム B 型 

松園ハイツ 

019-661-6269 

・一人暮らしが可能な 

程度の自立者 

居住場所の提供を行っております。 

相談時の情報提供については、予めご連絡下さい。 

②軽費老人ホーム 

ケアガーデン高松公園 

019-665-2171 

・要介護 特定施設   定員 60 名 

安全、安心、安定した暮らしを支援して参ります。 

有料老人ホーム 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

①住宅型有料老人ホーム

笑家 

019-656-9132 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

居室は 7 部屋。全室個室で、ご自宅の様に生活して

頂けます。また、共有のホールでは、リハビリ体操、

レクリエーションで身体を動かしたり、アロマセラピー

を実施して、心身をリラックスして頂けるように努め

ています。 

近くには公園、散策路、緑豊かな森林があるので、

四季の移り変わりを感じることもできます。 

近隣の保育園の慰問や中学校との交流も行い、地

域との関わりを図って、アットホームな雰囲気の中

で、利用者様、職員一同が楽しく、笑顔を絶やすこと

なく、生活をしています。 

②住宅型有料老人ホーム 

縄文の郷・ゆう 

019-656-8007 

・盛岡市、滝沢市、 

その他 

・60 歳以上の方 

介護サービス、健康管理サービス、食事サービス、

生活相談、生活全般に関するサービス、レクリエー

ション等により、心身ともに充実、安定した生活を確

保することに努めております。 

③有料老人ホーム 

コミュニティハウス 

めぐみ 

019-662-5655 

・要介護 その人らしさを発揮できる生活を送れるよう、入居者

様、ご家族とのコミュニケーションを大切にしていま

す。こじんまりとしたあたたかい雰囲気です。 
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④住宅型有料老人ホーム 

ふきのとう東松園 

019-681-2156 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

居室は 15 部屋。全室個室で、ご自宅の様に生活し

て頂けます。また、共有のホールでは、リハビリ体

操、レクリエーションで身体を動かしたり、アロマセラ

ピーを実施して、心身をリラックスして頂けるように

努めています。 

近くには公園、散策路、緑豊かな森林があるので、

四季の移り変わりを感じることもできます。 

近隣の保育園の慰問や中学校との交流も行い、地

域との関わりを図って、アットホームな雰囲気の中

で、利用者様、職員一同が楽しく、笑顔を絶やすこと

なく、生活をしています。 

⑤住宅型有料老人ホーム 

メルシー松園 

019-613-7466 

・県内外 

・要介護 1～5 

生活保護受給者可 

（要介護３以上） 

認知症の方も受け入れ可。看取りも行っています。 

同一建物の中に、ヘルパーステーションメルシーと、

午前（3H）、午後（5H）2 部制のデイサービスがありま

す。入居者の方のみへの支援となっているので、職

員とのなじみが深くなり、落ち着いた生活を送って頂

いております。 

⑥ハピネスまつぞの 

019-601-7402 

・要支援、要介護 

 

ハピネスまつぞのに入居した際は、ケアステーション

まつぞの（訪問介護）を利用して頂きながら、安心し

て過ごして頂けます。 

※訪問介護サービスは入居されている方のみが利

用できるサービスとなっております。 

⑦住宅型有料老人ホーム 

アルテプラド黒石野 

019-662-6337 

・制限なし 

・自立、要支援、 

要介護 

自立の方から、サポートが必要な「要介護」の方ま

で。一人暮らしの方から、ご夫婦の方まで。皆様が

安心してお暮らし頂けます。 

⑧有料老人ホームのわ 

019-601-3136 

・要介護 医療的な行為が必要な方、生活保護の方も安心し

てご入居頂けます。 

⑨有料老人ホーム 

なごみ 

019-662-1000 

・要支援、要介護 全 24 室お部屋があり、全個室にはトイレが完備して

おります。なごみヘルパーステーションが併設してい

るため、急な介助にも対応いたします。 

⑩住宅型有料老人ホー

ム あさひ 

019-601-3400 

・盛岡市、滝沢市 

・要介護者 

利用者様の心に寄り添い、その人らしく、笑顔のあ

ふれる暮らしを目指します。また、可能な限りその有

する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援します。 

有料老人ホームあさひに入居されている方には、身

体介護、生活援助サービスを提供します（訪問介護

事業所さわやかサテライト） 
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⑪グランドホーム 

まごのて盛岡 

019-661-1937 

・盛岡市、滝沢市、 

矢巾町 

・地域に暮らす方々 

自費で使って頂く、通所サービス、入浴サービス、シ

ョートステイサービスがあります。（ショートステイは

お部屋が空いている時のみ利用可能） 

その他の泊り・通いのサービス 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

①メディフィットクラブ 

うすい（転倒予防教室） 

019-663-6660 

・どなたでも 転倒予防に特化した筋トレ、体操の教室。 

運動習慣定着の入り口として最適。 

1 回 1,000 円～ご相談にて送迎可能。 

①メディフィットクラブ 

うすい 

（フィットネス事業） 

019-663-6660 

・どなたでも マシンを利用した筋トレやウォーキングができます。

ご相談に応じてメニューの作成を行います。シニア

世代の会員多数。 

②シェアハウス 

「タウンハウスまごのて」 

 019-613-4605 

・年齢不問どなたでも

可 

共同住宅です。一人で暮らせるが不安な方にプライ

ベート空間と、時々住民とふれあう。そんな建物で

す。 

  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

①おはなカフェ 

019-681-7533 

・どなたでも 奇数月の第二土曜日は、認知症カフェ 

「おはなカフェ」を開催しております。 

②いちご会 

019-665-2660 

・会の趣旨に賛同す

る方 

・第二のわが家の利

用者家族 

認知症のご本人の家族同士が交流することにより、

認知症を正しく理解し、本人と家族が安心して心豊

かな生活が継続できるとともに、介護に関する情報

交換などを行います。 
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４．介護保険で自宅へ訪問するサービス 

訪問リハビリテーション 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

医療法人禄三堂 

臼井循環器呼吸器内科 

訪問リハビリテーション 

019-663-6660 

・盛岡市、北部地

区 

・要支援、要介護 

理学療法士がご自宅まで伺います。 

生活スタイルを尊重しながら、安心して生活できるようリ

ハビリを行います。 

医療法人共生会 

松園第一病院 

訪問リハビリテーション 

019-662-6111 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生

活動作の維持、回復を図るとともに、利用者が可能な限

りその居宅において自立した日常生活を営むことができ

るように生活の質の確保を重視した在宅療養が継続で

きるように支援します。 

訪問看護 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

訪問看護ステーション 

不来方 

019-665-2788 

・盛岡、滝沢の一

部（概ね 10km 圏

内）介護保険・医療

保険どちらも実施

可 

終末期の方や、癌末期の方も積極的にお受けしていま

す。 

公益社団法人岩手県

看護協会立訪問看護ス

テーション 

019-663-5202 

・盛岡市、滝沢市、

矢巾町、雫石町 

・要介護、要支援 

医療保険の方も可 

看護師がご家庭を訪問し、療養生活を送っている方の

看護を行うサービスです。医師の指示に基づき、予防か

ら看取りまで在宅医療を支援します。 

住み慣れたご自宅で安心して生活が送れるよう、おひと

り、おひとりの状態に合わせた看護を提供いたします。 

訪問看護ステーション 

まつぞの 

019-662-5480 

・盛岡市、滝沢市 

・ご利用の際はお

問合せ下さい 

病気や障害をかかえている方が、住み慣れた地域や家

庭で安心、安全に生活を送れるよう、経験豊富な看護師

が支援しております。 

24 時間体制で緊急時の対応をしております。 

健康チェックや医療的処置も対応しており、医療保険や

介護保険が利用できます。 

※主治医の治療方針が必要になります。 
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訪問介護（ホームヘルパー） 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

アルテ訪問介護事業所 

019-662-6337 

・有料老人ホーム

アルテプラド黒石

野に入居している

方のみ 

地域の皆様に安心していただける事業所を目指しており

ます。 

ケアステーション銀河 

019-601-7212 

・盛岡市 

・要介護、障害者 

身体生活介護対応 

痰吸引（3 号取得 3 名） 

指定訪問介護事業所 

ハイジア 

019-613-4728 

・盛岡市、滝沢市 

・要支援、要介護 

訪問介護計画および、サービス提供票の内容に添って

訪問介護員が訪問し、サービスを提供します。 

第二松園ハイツ 

指定訪問介護事業所 

019-663-8881 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

ご利用者様の自立した日常生活を営むことができるよ

う、各ご家庭にお伺いして生活全般の援助を行います。 

ツクイ盛岡 

 

019-665-3213 

・盛岡市、滝沢市 

（一部地域により

制限があります） 

・要支援、要介護 

介護保険内ではなかなか難しいご要望（窓ふき、病院内

を含む通院介助等）にも保険外自費サービスとなる「ワ

ンケアプラス」（15分限定）や「ふれあい自費サービス」で

対応させて頂いております。 

・盛岡市、滝沢市 

・自立支援対象者 

居宅介護・重度訪問介護。 

移動支援、代読・代筆ヘルパー等の地域生活支援事業

も提供させて頂いております。 

なごみ 

ヘルパーステーション 

019-662-1000 

・要支援、要介護 

・有料老人ホーム

なごみ入居者 

有料老人ホームなごみ入居者の介護業務を行っており

ます。入居者の皆様が生活に困らないよう支援していま

す。 

ヘルパーステーション 

ふきのとう 

019-656-9127 

・盛岡市 

・要支援、要介護 

状況やニーズに応じて、援助や介助を行っています。 

利用者様一人一人の自立を支援しながら過ごしやすい

環境を提供します。 

ヘルパーステーション 

まごのて盛岡 

019-656-8080 又は 

019-613-4605 

（まごのて本社） 

・盛岡市、滝沢市 

一般の方、介護保

険対象者、障害

（自立支援対象者） 

保険外サービスにも対応 

買い物代行や草取り、雪かき、病院での食事介助など

対応しております。 
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訪問介護事業所 

かたらい手と手・ 

こころとこころ（ゆう） 

019-681-2628 

・盛岡市 

・要介護 

身体介護・生活援助を通じて、日常生活のサポートを行

います。 

訪問介護 

くるみ盛岡 

019-681-7910 

・有料老人ホーム

「のわ」に入居され

ている方が対象。 

当事業所を利用して良かったと満足して頂けるケアを心

がけ、ケアさせて頂いております。 

岩手福祉会 

訪問介護事業所 

019-664-0019 

・盛岡市、滝沢市、 

矢巾町 

○要介護 1～5 の方（介護保険利用） 

1.通院：2 ㎞まで 100 円。以後 1 ㎞ごとに 100 円加算 

2.買い物外出：1 回 3 ㎞まで 50 円。以後 1 ㎞ごとに 100

円加算。 

3.薬受取り・買い物依頼：1 時間以内 282 円 

4.通院片道 123 円、買い物外出 1 回 30 分以内 310 円 

○要支援、公共バスの乗降困難な高齢者 

1. 1km まで 520 円。以後 276m ごとに 80 円加算。 

2. 身体障害者等 10％割引。 

※事前予約が必要です。車いすも対応可能です。 

ケアタクシーまつぞの 

019-613-6508 

・要支援、要介護 通院等の乗降介助が中心。 

介護タクシーです。 

訪問入浴介護 

ツクイ盛岡 

 

019-661-1266 

・盛岡市、滝沢市、

八幡平市、岩手

町、雫石町、矢巾

町、紫波町 

・要介護 

専門浴槽と給湯設備を装備した専用車４台を完備。お客

様の健康面に配慮し、快適な入浴でご好評をいただい

ております。近隣市町村への柔軟な対応が可能です。

体重測定、シーツ交換、爪切り、整容等のお手伝いもい

たします。 
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６．生活支援・ボランティア 
 

暮らしのお手伝い（相談、外出、見守り） 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

有限会社 まごのて 

見守りサービス 

「おうちでまごのて」 

019-613-4605 

・盛岡市、滝沢市 地域で暮らす方を見守り、かけつけ、相談に応じる

サービスです。（介護用品（オムツ類）や、お弁当注

文もできます。） 

いわてグリーフサポート

万葉会館 

019-656-7522 

・盛岡市内 家族葬、無宗教葬、成年後見、相続、お墓等の相

談。終活カウンセラーと終活に関しての相談、週 2回

行政書士と直接相談できます。（無料） 

いわて生協 ・いわて生協の組合

員 

店舗への無料お買い物バス。コース、時間について

は、各店舗へ問い合わせ下さい。 

行政書士 

にいやま事務所 

019-601-4121 

・どなたでも相談可 役所等の手続き、相続関係などの相談。 

ワーカーズコープ 

くらしいきいき応援隊 

019-603-8298 

・盛岡市周辺 

・組合員以外でも 

利用可 

日々の暮らしの応援 

（家事、介助、庭木の剪定、引越しの手伝い等） 

NPO法人M3プロジェクト

019-656-6918 

・松園地区 日常生活の困りごと全般。 

郵便局の 

見守りサービス 

  

・近くの郵便局  

または 

0120-23-28-86 

  

○見守り訪問サービス 

郵便局員が直接訪問し、指定の連絡先へ連絡 

○見守りでんわサービス 

毎日電話（自動音声）で体調確認を行います。 

ワンタクサービス 

株式会社デカルト 

019-606-1070 

・盛岡市内 いざと言う時でも安心。電話 1 本でタクシーが駆けつ

けます。（事前に会員登録が必要になります） 

※詳細はホームページ 

（見守り代行、通院サービス等） 

株式会社 平和タクシー 

019-622-0875 

・盛岡市内 いざと言う時でも安心。電話 1 本でタクシーが駆けつ

けます。（事前に会員登録が必要になります） 

※詳細はホームページ 

（見守り代行、通院サービス等） 
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お弁当・商品の配達サービス 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

宅配クック 123 盛岡店 

019-656-1670 

・盛岡市内の高齢者 

※一部配送できない

地域あり 

昼、夕食の弁当配達と栄養のバランスが取れた食

事で、低栄養予防。 

ライフデリ盛岡店 

019-626-5082 

・盛岡市（玉山区を 

除く）と、滝沢市役所

近辺 

・どなたでも 

お弁当（普通食、医療食、柔らか食など）の配達。 

安否確認、買い物代行。 

※専任の医師、管理栄養士が塩分、カロリーに配慮

して献立を設計しています。医大、日赤病院でもご

紹介頂いております。 

いわて生活協同組合 

夕食宅配サービス 

0120-194-502 

・岩手県内一部 夕食を毎日（週 5日）お届け。おかずのみの選択可。 

オレンジショップ山果 

019-662-8839 

・松園･緑が丘地区 

・どなたでも 

千円以上の買い物をした方に無料で配達。電話注

文も可。当日の配達は 16 時注文まで、16 時以降は

翌日配達。 

有限会社 松内商店 

019-661-3664 

・配達範囲はご相談く

ださい。 

・玄関先でお支払い

できる方。 

販売品の無料配達。 

※前日までに電話またはファックスにてご注文によ

り、配達可能です。 

いわて生協 

ベルフまつぞの店 

019-662-5152 

・店舗から半径 2km

圏内で、いわて生協

組合員 

まつぞの店にて購入した商品の無料配達を行ってい

ます。 

※冷蔵、冷凍品の配達は不可。時間の指定も出来

ません。 

いわて生活協同組合 

個人宅配サービス 

0120-805-253 

・岩手県内全域 カタログから注文した商品が翌週に自宅まで配達さ

れる。冷蔵、冷凍、常温に分けてお届け。（食品、雑

貨、衣類など） 

セブンイレブン 

盛岡東黒石野 2 丁目店 

019-662-6510 

・配達範囲は要相談 お弁当や、通常商品の配達。 

セブンイレブン 

盛岡緑が丘 4 丁目店 

019-681-7129 

・緑が丘、黒石野 

・どなたでも 

お弁当や、通常商品の配達お惣菜、取り扱い商品

の配達（お昼前後にお届けいたします） 

※できれば、ご利用される方は「セブンミール会員」

に登録していただきたいです。 
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ボランティアさん 

名称 対象エリア・対象者 サービス内容 

武田 忠次様 

090-7661-7881 

・どなたでも カラオケに合わせてテナーサックスを演奏。 

デイサービスや、地域の集まりで演奏しています。 

高松四丁目 

ボランティアさん 

・高松四丁目 庭木の伐採、電球交換、包丁磨ぎ、日曜大工等簡

単なお手伝い。無料（材料費の自己負担） 

東松二三クラブ 

お助け隊 

・東松園二･三丁目町

内会住民 

生活上のちょっとした困りごとのお手伝い。 

有限会社 まごのて 

「ねこのて」 

019-613-4605 

どなたでも ボランティアとして自分の特技や、得意な事を活かし

て、まごのてで活躍して頂く活動です。（歌や草取り

など） 

活動して頂いた方には、近隣のお店で使える商品券

を発行します。近隣のお店で使って頂き、お店を守

る活動です。 

※連絡先の無いボランティアさんへのお問い合わせについては、松園・緑が丘地域包括支援センター 

（おとしより相談センター）へお問い合わせをお願いします。 

  



 

 

 


