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令和３年度  幹 事 体 制 

 

※上記幹事より会長 1 名、副会長１名、会計２名、幹事長 1 名を選出。 

令和３年度  役 員 体 制 

役 職 氏  名   所 属 事 業 所       /   所 属 部 会 

会  長 松田 浩一 フジホーム指定居宅介護支援事業所       ケアマネジャー部会 

副 会 長 並木 裕樹 デイサービスセンターこでまりの苑            通所部会 

会  計 本多 梨加 ヘルパーほほえみ                  訪問介護部会 

会  計 山田 直美 デイサービス ラスベガス昭島              通所部会 

幹 事 長 岡田 美明 ケアマネジメント Musubi            ケアマネジャー部会 

 

 

 

 

 

 氏  名 所 属 事 業 所      /    所 属 部 会 

幹 事 松田 浩一 フジホーム指定居宅介護支援事業所     ケアマネジャー部会 

幹  事 岡田 美明 ケアマネジメント Musubi          ケアマネジャー部会 

幹  事 原田 律二 居宅介護支援センター愛全園        ケアマネジャー部会 

幹 事 浦野 顕則 ゆいあまる昭島居宅介護支援事業所     ケアマネジャー部会 

幹  事 本多 梨加 ヘルパーほほえみ                訪問介護部会 

幹  事 笠井 春美 スマイルケア昭和の森ヘルパーセンター      訪問介護部会 

幹  事 拾井 洋一 アシストヘルパーセンター昭島          訪問介護部会 

幹 事 並木 裕樹 デイサービスセンターこでまりの苑          通所部会 

幹 事 佐藤 慎司 介護老人保健施設なごみの里（通所リハ）       通所部会 

幹 事 中村 千明 デイサービスみかん                 通所部会 

幹 事 山田 直美 デイサービス ラスベガス昭島            通所部会 

幹 事 榊原 佳子 昭和の杜病院                    医療部会 

幹  事 鳥越 明彦 訪問看護ステーション こうのとり         訪問看護部会 

幹 事 宇田川 国男 訪問看護ステーション いちいの杜        訪問看護部会 

幹 事 小山 健一 メディケアセンター昭島             福祉用具部会 

幹 事 茂手木 祐介 フランスベッドメディカル昭島営業所       福祉用具部会 

幹 事 池嶋 謙 中屋薬局                  無所属・一般会員 

   

監 査 田中 彰 社会福祉法人ゆいのもり福祉協会  ゆいのもり田中町 

   

相 談 役  歴代役員・幹事は会長の依頼で必要に応じ幹事会等へ協力する 

   

   



【ケアマネジャー】部会                ※2021/5/1  計 29 事業所 

事業所名 (株)白百合ケアセンター 

住所 196-0033 昭島市東町 1-16-9 昭和パークビル 1F 

連絡先 電話 042-521-7771 ＦＡＸ 042-521-7775 

メール shirayuri@k2.dion.ne.jp 

事業所名 健生会ケアプランセンター昭島 

住所 196-0031 昭島市福島町 908 

連絡先 電話 042-544-9970 ＦＡＸ 042-544-7235 

メール zaitaku.akisou-c@t-kenseikai.jp 

事業所名 居宅介護支援センター愛全園 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-25-3 

連絡先 電話 042-541-2911 ＦＡＸ 042-541-1661 

メール aizenen-kyotaku@doho-gojyokai.or.jp 

事業所名 居宅介護支援事業所いちいの杜 

住所 196-0014 昭島市田中町 562-8 昭島昭和ビル 2 階 

連絡先 電話 042-500-4861 ＦＡＸ 042-500-4861 

メール ichi_mori_kyotaku@yahoo.co.jp 

事業所名 (有)昭島ケアセンター 

住所 196-0034 昭島市玉川町 1-7-2-111 

連絡先 電話 042-545-7279 ＦＡＸ 042-545-7404 

メール akishima_kea7279@yahoo.co.jp 

事業所名 フジホーム指定居宅介護支援事業所 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-541-6121 ＦＡＸ 042-541-5281 

メール fuji-kyo@douen.jp 

事業所名 つつじが丘介護支援センター 

住所 196-0012 昭島市つつじが丘 3-5-6-113 

連絡先 電話 042-500-5441 ＦＡＸ 042-500-5673 

メール tutuji@sunny.ocn.ne.jp 

事業所名 ゆいまある昭島居宅介護支援事業所 

住所 196-0014 昭島市田中町 1-27-15 ｼﾞｪｲﾊｳｽ 201 号 

連絡先 電話 042-549-0310 ＦＡＸ 042-549-0312 

メール akishima-s@yuimarl.com 

事業所名 ふそうケアサービス 

住所 196-0004 昭島市緑町 3-5-8 

連絡先 電話 042-549-0960 ＦＡＸ 042-500-2566 

メール kyotaku@tokyo-fuso.jp 

事業所名 スマイルケア昭和の森居宅介護支援事業所 

住所 196-0003 昭島市松原町 1-11-7 

連絡先 電話 042-500-8682 ＦＡＸ 042-500-8687 

メール s.kawabuchi@showa-aircraft.co.jp 



【ケアマネジャー】部会                         2021/5/1 

事業所名 あいサンテケアステーション 

住所 196-0022 昭島市中神町 1157-17 

連絡先 電話 042-549-7078 ＦＡＸ 042-546-5212 

メール info@isante-ics.com 

事業所名 NPO・ACT 大きなかぶ居宅介護支援事業所 

住所 196-0025 昭島市朝日町 1-4-12 マルマンビル 201 

連絡先 電話 042-545-0892 ＦＡＸ 042-519-5891 

メール act21kabu-kyotaku@mirror.ocn.ne.jp 

事業所名 アシストケアプランセンター昭島 

住所 196-0015 昭島市昭和町 4-1-23 

連絡先 電話 042-500-1761 ＦＡＸ 042-500-1763 

メール assist-akishima@kde.biglobe.ne.jp 

事業所名 あじさい居宅介護支援事業所 

住所 196-0015 昭島市昭和町 4-11-23 原田ビル 202 

連絡先 電話 042-545-5288 ＦＡＸ 042-545-6171 

メール k_santou@sakai-hc.co.jp 

事業所名 ニチイケアセンター拝島 

住所 196-0003 昭島市松原町 3-8-1 

連絡先 電話 042-500-2620 ＦＡＸ 042-545-1400 

メール hstl74@nichiigakkan.co.jp 

事業所名 竹口病院居宅介護支援事業所 

住所 196-0034 昭島市玉川町 4-6-32 

連絡先 電話 042-542-2425 ＦＡＸ 042-542-2489 

メール kyotaku6@takeguchi.or.jp 

事業所名 ケアステーション ハピネス昭和の森 

住所 196-0002 拝島町 4036 番地 14 

連絡先 電話 042-519-8320 ＦＡＸ 042-519-4055 

メール h.kikuchi@family-wf.jp 

事業所名 ライフケアあきしま 

住所 196-0034 昭島市玉川町 5-6-6-101 

連絡先 電話 042-519-8093 ＦＡＸ 042-519-8094 

メール okabe@taurus-llc.jp 

事業所名 ふたば ケアプランセンター 

住所 196-0033 昭島市東町 5-5-2 グリーンハイツ 201 

連絡先 電話 042-519-4330 ＦＡＸ 042-519-4328 

メール futaba_careplan@yahoo.co.jp 

事業所名 居宅介護支援事業所 こ海 

住所 196-0031 昭島市福島町 3-10-14 景仙荘 5 号室 

連絡先 電話 042-500-5610 ＦＡＸ 042-500-5611 

メール koumi.0315@gmail.com 



【ケアマネジャー】部会                         2021/5/1 

事業所名 ケアプランセンターりんご 

住所 196-0004 昭島市緑町 1-7-2 

連絡先 電話 042-519-7706 ＦＡＸ 042-519-4349 

メール apple@kif.biglobe.ne.jp 

事業所名 居宅介護支援事業所 こうのとり 

住所 196-0025 昭島市朝日町 3-7-18 

連絡先 電話 042-519-2934 ＦＡＸ 042-519-2935 

メール kyotaku@day-kounotori.com 

事業所名 昭和郷指定居宅介護支援事業所 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-519-2411 ＦＡＸ 042-541-3013 

メール s.garden-1@douen.jp 

事業所名 草花クリニック訪問看護ステーション（居宅） 

住所 190-0815 あきる野市二宮東 1-6-1 1F 

連絡先 電話 042-532-3233 ＦＡＸ 042-532-3787 

メール kango@kusabanaclinic.jp 

事業所名 居宅介護支援事業所 宮沢の太陽 

住所 196-0024 昭島市宮沢町 497‐3 

連絡先 電話 042-519-1033 ＦＡＸ 042-519-6017 

メール sodan@tamakouki.com 

事業所名 ケアマネジメント Musubi 

住所 196-0034 昭島市玉川町 3-8-3 

連絡先 電話 042-519-1293 ＦＡＸ 042-519-1294 

メール musubi803@gmail.com 

事業所名 居宅介護支援事業所 宙 

住所 196-0034 昭島市玉川町 3-3-4 ユートピアハイツ１０１ 

連絡先 電話 042-513-7956 ＦＡＸ 042-513-7957 

メール sora.co.fukuyoshi@gmail.com 

事業所名 こはるケアオフィス 

住所 196-0001 昭島市美堀町２－１－３ 

連絡先 電話 042-519-5240 ＦＡＸ 042-519-5241 

メール care@koharu-maize.com 

事業所名 昭和郷小規模多機能居宅介護センター （居宅） 

住所 196-0022 昭島市中神町１２６０ 

連絡先 電話 042-519-2147 ＦＡＸ 042-519-2148 

メール fukugou-st@douen.jp 

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  



【訪問介護】部会                     ※2021/5/1 計 17 事業所 

事業所名 (株)白百合ケアセンター 

住所 196-0033 昭島市東町 1-16-9 昭和パークビル 1F 

連絡先 電話 042-521-7771 ＦＡＸ 042-521-7775 

メール shirayuri@k2.dion.ne.jp 

事業所名 ヘルパーほほえみ 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-25-3 

連絡先 電話 042-541-1001 ＦＡＸ 042-541-1466 

メール hohoemi@doho-gojyokai.or.jp 

事業所名 NPO・ACT 昭島たすけあいワーカーズ大きなかぶ 

住所 196-0015 昭島市朝日町 1-4-12 マルマンビル 201 

連絡先 電話 042-545-0890 ＦＡＸ 042-519-5891 

メール act21-ookinakabu@tune.ocn.ne.jp 

事業所名 つつじが丘介護支援センター 

住所 196-0012 昭島市つつじが丘 3-5-6-113 

連絡先 電話 042-500-5441 ＦＡＸ 042-500-5673 

メール tutuji@sunny.ocn.ne.jp 

事業所名 ゆいまある昭島 訪問介護事業所 

住所 196-0014 昭島市田中町 1-27-15 ｼﾞｪｲﾊｳｽ 202 号 

連絡先 電話 042-549-0311 ＦＡＸ 042-549-0551 

メール akishima-h@yuimarl.com 

事業所名 ウイズヘルパーステーション 

住所 196-0004 昭島市緑町 4-15-23 

連絡先 電話 042-544-1782 ＦＡＸ 042-544-3878 

メール npowith@ci.mbn.or.jp 

事業所名 ふそうケアサービス 

住所 196-0004 昭島市緑町 3-5-8 

連絡先 電話 042-500-2588 ＦＡＸ 042-500-2566 

メール kaigo5002588@tokyo-fuso.jp 

事業所名 三多摩福祉会コスモス昭島 

住所 196-0024 昭島市宮沢町 521-7 

連絡先 電話 042-545-1483 ＦＡＸ 042-543-6505 

メール cosmos-a@3fuku.com 

事業所名 ニチイケアセンター拝島 

住所 196-0003 昭島市松原町 3-8-1 

連絡先 電話 042-500-2620 ＦＡＸ 042-545-1400 

メール hstl74@nichiigakkan.co.jp 

事業所名 スマイルケア昭和の森ヘルパーセンター 

住所 196-0003 昭島市松原町 1-11-7 

連絡先 電話 042-500-8682 ＦＡＸ 042-500-8687 

メール h.kasai@showa-aircraft.co.jp 



【訪問介護】部会                            2021/5/1 

事業所名 あいサンテケアステーション 

住所 196-0022 昭島市中神町 1157-17 

連絡先 電話 042-506-8823 ＦＡＸ 042-546-5212 

メール info@isante-ics.com 

事業所名 （有）昭島ケアセンター 

住所 196-0031 昭島市玉川町 1-7-2-111 

連絡先 電話 042-545-7279 ＦＡＸ 042-545-7404 

メール akishima_kea7279@yahoo.co.jp 

事業所名 アシストヘルパーセンター昭島 

住所 196-0015 昭島市昭和町 4-1-23 

連絡先 電話 042-500-1761 ＦＡＸ 042-500-1763 

メール assist-akishima@kde.biglobe.ne.jp 

事業所名 社会福祉法人 幹福祉会 昭島事業所 

住所 196-0022 昭島市中神町 1163-6 

連絡先 電話 042-549-7712 ＦＡＸ 042-549-7714 

メール akishima@mikifukushikai.jp 

事業所名 訪問移送コミュニティ スマイル訪問介護 

住所 196-0001 昭島市美堀町 2-20-29-101 

連絡先 電話 042-511-1066 ＦＡＸ 042-507-0430 

メール info@ntn-inc.com 

事業所名 アースサポート昭島 

住所 190-0015 昭島市昭和町 5-5-4 

連絡先 電話 042-546-1800 ＦＡＸ 042-546-1810 

メール akishima@earthsupport.co.jp 

事業所名 昭和郷訪問介護センター 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-519-2010 ＦＡＸ 042-541-3013 

メール fukugou-tj@douen.jp 

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  



【通所介護・通所リハビリ】部会               2021/5/1 計 27 事業所 

事業所名 あきしま相互病院  （通所リハビリ） 

住所 196-0035 昭島市もくせいの杜２－２－１ 

連絡先 電話 042-500-2091 ＦＡＸ 042-500-2091 

メール daycare.akisou-hp@t-kenseikai.jp 

事業所名 アゼリアデイケアー 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-1 

連絡先 電話 042-549-7799 ＦＡＸ 042-549-7616 

メール komuro@syusenkai.or.jp 

事業所名 介護老人保健施設 なごみの里 （通所リハビリ） 

住所 196-0022 昭島市中神町 1345－1 

連絡先 電話 042-549-0717 ＦＡＸ 042-549-1231 

メール tannai@yuuki-kai.com 

事業所名 デイサービスみかん 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-28-28 

連絡先 電話 042-511-8752 ＦＡＸ 042-848-6250 

メール mikan@kotatsu.co.jp 

事業所名 フジ・デイサービスセンター 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-544-3987 ＦＡＸ 042-544-3991 

メール fuji-daysa@douen.jp 

事業所名 昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-25-3 

連絡先 電話 042-545-8011 ＦＡＸ 042-545-8012 

メール center@doho-gojyokai.or.jp 

事業所名 デイサービスセンターこでまりの苑 

住所 196-0001 昭島市美堀町 2-14-25 

連絡先 電話 042-500-6027 ＦＡＸ 042-500-6026 

メール kodemari-ds@yurikagokai.or.jp 

事業所名 くうら・たいむ 

住所 196-0003 東京都昭島市松原町 4-3-19 ﾐﾆｮﾝﾒｿﾞﾝｼﾞｭｼﾞｭ 104,105 

連絡先 電話 042-519-2993 ＦＡＸ 042-519-2993 

メール kura-time@nifty.com 

事業所名 ふそうケアセンター昭島 

住所 196-0004 昭島市緑町 3-5-8 

連絡先 電話 042-519-4175 ＦＡＸ 042-500-2566 

メール j-motokura@fuso-kanri.jp 

事業所名 ソラスト昭島 

住所 196-0023 昭島市築地町 244-2 

連絡先 電話 042-549-1811 ＦＡＸ 042-549-1813 

メール nakazato.atsushi@solasto.co.jp 



【通所介護・通所リハビリ】部会                     2021/5/1 

事業所名 デイサービス りんご 

住所 196-0004 昭島市緑町 1-7-2 

連絡先 電話 042-519-4348 ＦＡＸ 042-519-4349 

メール ringo@kotatsu.co.jp 

事業所名 デイサービス富士の家 松原 

住所 196-0003 昭島市松原町 5-8-17 

連絡先 電話 042-500-0005 ＦＡＸ 042-500-0006 

メール fujinoie.matsubara@f-fornext.com 

事業所名 デイサービス こはる 

住所 196-0015 昭島市昭和町 3-21-14 

連絡先 電話 042-519-5250 ＦＡＸ 042-519-5251 

メール nitta@koharu-maize.com 

事業所名 スマイルケア昭和の森デイサービスセンター 

住所 196-0003 昭島市松原町 1-11-7 

連絡先 電話 042-500-8682 ＦＡＸ 042-500-8687 

メール r.suzuki@showa-aircraft.co.jp 

事業所名 永山整形外科通所リハビリテーション 

住所 196-0025 昭島市朝日町 3-6-3 

連絡先 電話 042-543-4278 ＦＡＸ 042-543-4278 

メール nagayamarihabiri@gmail.com 

事業所名 あきる野翔裕館 

住所 197-0802 あきる野市草花 1481-1 

連絡先 電話 042-550-6581 ＦＡＸ 042-550-6582 

メール akiruno@sangajapan.jp 

事業所名 フォローライフラムネの湯 左入 

住所 192-0012 八王子市左入町 404-3 

連絡先 電話 042-696-7376 ＦＡＸ 042-643-2095 

メール tsuchida@human-i.co.jp 

事業所名 ディサービス すまいるらいふ 

住所 190-0034 立川市西砂町 6－20－6 

連絡先 電話 042-569-7552 ＦＡＸ 042-569-7553 

メール aizawa@day-smilelife.com 

事業所名 和み苑デイサービス拝島 

住所 196-0002 昭島市拝島町 1-11-11 

連絡先 電話 042-519-6334 ＦＡＸ 042-519-6335 

メール sawahaijima@yahoo.co.jp 

事業所名 サロンデイ西立川 

住所 196-0033 昭島市東町 4-11-15 パークサイドレインボー1 階 

連絡先 電話 042-549-0485 ＦＡＸ 042-549-0486 

メール sl03801@salonday.co.jp 



【通所介護・通所リハビリ】部会                     2021/5/1 

事業所名 デイサービス 晴れのち笑顔 

住所 196-0013 昭島市大神町 3-21-10 

連絡先 電話 042-500-1518 ＦＡＸ 042-519-1066 

メール harenochiegao@mkd-t.com 

事業所名 あいサンテ ＳＫＹ 

住所 196-0022 昭島市中神町 1157-17 

連絡先 電話 042-519-5866 ＦＡＸ 042-546-5212 

メール info@isante-ics.com 

事業所名 SAKURA 通所介護リハビリセンター 

住所 196-0014 昭島市田中町 1-18-3 チトセビル 1F 

連絡先 電話 042-519-6977 ＦＡＸ 042-519-6988 

メール ds.akishima@altidea.com 

事業所名 だんらんの家 あきしま郷地 

住所 196-0032 昭島市郷地町２－２１－２ 

連絡先 電話 042-519-1641 ＦＡＸ 042-519-1642 

メール akishima@danrannoie.com 

事業所名 ディサービス ラスベガス昭島 

住所 196-0015 昭島市昭和町４－６－２ 

連絡先 電話 042-519-6911 ＦＡＸ 042-519-1991 

メール yamada@syusenkai.or.jp 

事業所名 介護老人保健施設 いちいの杜 （通所） 

住所 196-0021 昭島市武蔵野３－５－６３ 

連絡先 電話 042-500-0151 ＦＡＸ 042-500-1533 

メール ichiinomori@nifty.com 

事業所名 宮沢の太陽 

住所 196-0024 昭島市宮沢町４９７－３ 

連絡先 電話 042-513-7349 ＦＡＸ 042-519-6017 

メール shimizu@tamakouki.com 

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  



【訪問看護】部会                     ※2021/5/1 計 11 事業所 

事業所名 東中神訪問看護ステーション 

住所 196-0031 昭島市福島町 908 番地１階 

連絡先 電話 042-546-2919 ＦＡＸ 042-546-2973 

メール higasinakagami-st@t-kenseikai.jp 

事業所名 つつじが丘訪問看護ステーション 

住所 196-0012 昭島市つつじが丘 3-5-6-113 

連絡先 電話 042-500-5441 ＦＡＸ 042-500-5673 

メール tutuji@sunny.ocn.ne.jp 

事業所名 昭島病院訪問看護ステーション 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 昭島病院内 

連絡先 電話 042-546-3130 ＦＡＸ 042-546-3130 

メール akishima2007-houkan@aki-hp.jp 

事業所名 竹口病院訪問看護ステーション 

住所 196-0034 昭島市玉川町 4-6-32 

連絡先 電話 042-545-5622 ＦＡＸ 042-545-5630 

メール houmon@takeguchi.or.jp 

事業所名 SAKURA 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ昭島 

住所 190-0022 昭島市中神町 1228-20 

連絡先 電話 042-500-2070 ＦＡＸ 042-500-2071 

メール houkan-akishima@altidea.com 

事業所名 訪問看護ステーションいちいの杜 

住所 196-0021 昭島市武蔵野 3-5-63 

連絡先 電話 042-500-1530 ＦＡＸ 042-500-1532 

メール houkan.ichii@nifty.com 

事業所名 訪問看護ステーション 湾 

住所 196-0022 昭島市中神町 1176‐32 HIM ビル 4F 

連絡先 電話 042-519-2733 ＦＡＸ 042-519-2736 

メール hokan-wan@en-group.co.jp 

事業所名 訪問看護ステーション こうのとり 

住所 196-0025 昭島市朝日町 3-7-18 

連絡先 電話 042-519-4377 ＦＡＸ 042-519-2935 

メール houkan@day-kounotori.com 

事業所名 ルーツ訪問看護リハビリステーション 

住所 196-0022 昭島市中神町１１７６－１４ 宮野ビル２０１ 

連絡先 電話 042-519-5150 ＦＡＸ 042-519-5151 

メール roots@gravity2018.co.jp 

事業所名 宮沢の太陽 

住所 196-0024 昭島市宮沢町 497-3 

連絡先 電話 042-519-1033 ＦＡＸ 042-519-6017 

メール sodan@tamakouki.com 



事業所名 東京西くじら訪問看護ステーション 

住所 196-0003 昭島市松原町 2 丁目 3641-1 

連絡先 電話 042-847-3660 ＦＡＸ 042-808-2075 

メール Kujira-houmonkango@tokushukai.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【医療】部会                       ※2021/5/1 計 6 事業所 

事業所名 医療法人社団竹口病院 

住所 196-0034 昭島市玉川町 4-6-32 

連絡先 電話 042-541-0176 ＦＡＸ 042-545-4782 

メール msw.soudan@takeguchi.or.jp 

事業所名 昭島病院 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-546-3111 ＦＡＸ 042-546-3143 

メール msw@aki-hp.jp  

事業所名 あきしま相互病院 

住所 196-0035 昭島市もくせいの杜 2-2-1 

連絡先 電話 042-500-2077 ＦＡＸ 042-500-2078 

メール sw.akisou-hp@t-kenseikai.jp 

事業所名 東京西徳洲会病院 

住所 196-0003 昭島市松原町 3-1-1 

連絡先 電話 042-500-4433 ＦＡＸ 042-500-4434 

メール tokyo-west-msw@tokushukai.jp 

事業所名 うしお病院 

住所 196-0021 昭島市武蔵野 2-7-12 

連絡先 電話 042-541-5423 ＦＡＸ 042-546-5258 

メール nakajima@usio-hp.or.jp 

事業所名 昭和の杜病院 

住所 196-0024 昭島市宮沢町 522-2 

連絡先 電話 042-500-2611 ＦＡＸ 042-500-2612 

メール d.shoji@nomuramedical.com 

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  

事業所名  

住所   

連絡先 電話  ＦＡＸ  

メール  



【福祉用具】部会                    ※2021/5/1 計 11 事業所 

事業所名 株式会社サカイ・ヘルスケアー昭島店 

住所 196-0015 昭島市昭和町 4-11-20 

連絡先 電話 042-545-3388 ＦＡＸ 042-545-7788 

メール shc.y.kawatsu@icloud.com 

事業所名 西東京メディカル株式会社 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-28-43 

連絡先 電話 042-545-7277 ＦＡＸ 042-545-7299 

メール nmedical@ch.mbn.or.jp 

事業所名 有限会社 エイチビーエル 

住所 196-0022 昭島市中神町 1145-3 キマチビル 101 号室 

連絡先 電話 042-549-0675 ＦＡＸ 042-549-0875 

メール hbl03262@star.ocn.ne.jp 

事業所名 スマイルケア 昭和の森 

住所 196-0001 昭島市美堀町 4-13-17 

連絡先 電話 042-500-8132 ＦＡＸ 042-544-7080 

メール m.nakano@showa-aircraft.co.jp 

事業所名 （有）あいサンテ 

住所 196-0022 昭島市中神町 1157-17 

連絡先 電話 042-506-8823 ＦＡＸ 042-546-5212 

メール info@isante-ics.com 

事業所名 ダスキンヘルスレント八王子ステーション 

住所 192-0045 東京都八王子市大和田町５－８－１３ 

連絡先 電話 042-631-0131 ＦＡＸ 042-631-0190 

メール hoshino@murauchi-hobby.com 

事業所名 （株）地域保健企画 ふくじゅ草 

住所 190-0022 立川市錦町 1-17-14 

連絡先 電話 042-529-6385 ＦＡＸ 042-548-0630 

メール fukujuso6385@chive.ocn.ne.jp 

事業所名 JJ けあサービス 

住所 190-0012 立川市曙町 1-18-2 一清ビル別館 

連絡先 電話 042-525-4809 ＦＡＸ 042-528-2443 

メール jjcareservice@jjnet.co.jp 

事業所名 パナソニックエイジフリーショップ立川 

住所 196-0022 昭島市中神町 3-8-28 

連絡先 電話 042-519-7817 ＦＡＸ 042-519-7818 

メール matsushitatachikawa@i-can.jp 

事業所名 メディケアセンター昭島 

住所 196-0003 昭島市松原町 2-12-11 

連絡先 電話 042-519-7422 ＦＡＸ 042-549-0640 

メール koyama@mc-tehart.com 



事業所名 フランスベッド株式会社 

住所 196-0022 昭島市中神町 1148-5 3F 

連絡先 電話 042-510-2811 ＦＡＸ 042-510-5322 

メール motegi_yuusuke@francebed.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【無所属・一般】部会                  ※2021/5/1 計 21 事業所 

事業所名 グループホーム つつじの夢 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-1-37 

連絡先 電話 042-549-0022 ＦＡＸ 042-549-0018 

メール tutuji@syusenkai.or.jp 

事業所名 グループホーム こでまりの苑  

住所 196-0001 昭島市美堀町 2-14-25 

連絡先 電話 042-544-6088 ＦＡＸ 042-500-6026 

メール kodemari-gh@yurikagokai.or.jp 

事業所名 グループホーム やまぶきの苑 

住所 196-0003 昭島市松原町 2-5-5 

連絡先 電話 042-500-6481 ＦＡＸ 042-500-6482 

メール yamabuki-gh@yurikagokai.or.jp 

事業所名 グループホーム かえで 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-544-3826 ＦＡＸ 042-544-3827 

メール kaede@douen.jp 

事業所名 グループホーム さくらの苑 

住所 196-0013 昭島市大神町 4-5-11 

連絡先 電話 042-543-6900 ＦＡＸ 042-545-6586 

メール sono_of_sakura@yahoo.co.jp 

事業所名 愛全園 （特養） 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-25-3 

連絡先 電話 042-541-3100 ＦＡＸ 042-546-8284 

メール aizenen@doho-gojyokai.or.jp 

事業所名 ショートステイ ハピネス昭和の森 

住所 196-0002 拝島町 4036 番地 14 

連絡先 電話 042-519-6378 ＦＡＸ 042-519-6379 

メール m.hashimoto@family-wf.jp 

事業所名 もくせいの苑 （特養） 

住所 196-0003 昭島市松原町 2-9-2 

連絡先 電話 042-545-5318 ＦＡＸ 042-545-6599 

メール info@mokuseinosono.jp 

事業所名 フジホーム （特養） 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-541-5985 ＦＡＸ 042-541-5468 

メール fujihome-sc@douen.jp 

事業所名 ニューフジホーム （特養） 

住所 196-0022 昭島市中神町 1260 

連絡先 電話 042-544-5291 ＦＡＸ 042-546-1729 

メール newfuji@douen.jp 



【無所属・一般】部会                          2021/5/1 

事業所名 介護老人保健施設 なごみの里 訪問リハビリテーション 

住所 196-0022 昭島市中神町 1345-1 

連絡先 電話 042-549-0707 ＦＡＸ 042-549-1231 

メール kamimura@yuuki-kai.com 

事業所名 介護老人保健施設なごみの里 （老健） 

住所 196-0022 昭島市中神町 1345-1 

連絡先 電話 042-549-0717 ＦＡＸ 042-549-1231 

メール nakano@yuuki-kai.com 

事業所名 そんぽの家 昭島 

住所 196-0024 昭島市宮沢町 2-7-30 

連絡先 電話 042-549-2777 ＦＡＸ 042-549-2778 

メール akishima_m@sompocare.com 

事業所名 介護老人保健施設 いちいの杜  （老健） 

住所 196-0021 昭島市武蔵野３－５－６３ 

連絡先 電話 042-500-0151 ＦＡＸ 042-500-1533 

メール ichiinomori@nifty.com 

事業所名 アサヒサンクリーン（株）立川営業所 

住所 190-0013 立川市富士見町 1-21-18 

連絡先 電話 042-521-1500 ＦＡＸ 042-521-1666 

メール tachikawa@asahi-sun-clean.co.jp 

事業所名 アミュー在宅マッサージ 

住所 196-0001 昭島市美堀町 4-25-8 有賀ビル１Ｆ 

連絡先 電話 042-519-5489 ＦＡＸ 042-546-2289 

メール medical@amu-life.com 

事業所名 ＦＣＳ治療院 

住所 183-0022 府中市宮西町 3－21－6 

連絡先 電話 042-319-0235 ＦＡＸ 042-360-8302 

メール hirashima@fcs-group.com 

事業所名 ㈱てあて 中央在宅マッサージ 

住所 196-0003 昭島市松原町 1-3-1 

連絡先 電話 042-541-5899 ＦＡＸ 042-500-6678 

メール akishima@te-ate.com 

事業所名 愛全診療所 居宅療養管理指導事業所 

住所 196－0014 田中町 2-25-3 

連絡先 電話 042-546-7791 ＦＡＸ 042-546-7791 

メール e-satou@doho-gojyokai.or.jp 

事業所名 中屋薬局 

住所 196-0003 昭島市松原町 4-12-5 

連絡先 電話 042-546-1193 ＦＡＸ 042-546-1193 

メール ken.ikeshima@nifty.com 



【無所属・一般】部会                          2021/5/1 

事業所名 榎本調剤薬局 

住所 190-0013 立川市富士見町１－３１－１８ 西立川 KI ビル 

連絡先 電話 042-526-2322 ＦＡＸ 042-526-1300 

メール yukokanon@icloud.com 

  

  

【事務局】                             2021/5/1 

事業所名 昭島市社会福祉協議会  ＜事務局＞ 

住所 196-0015 昭島市昭和町 4－7－1 保健福祉センター２F 

連絡先 電話 042－544-0388 ＦＡＸ 042－543-0003 

メール saito-k@acsw.or.jp 

 

 

【協力・連携機関】                           2021/5/1 

事業所名 昭島社会福祉士会 

住所 196-0012 昭島市つつじが丘 2－7－25－501 

連絡先 電話 080－6544－9040 ＦＡＸ 042-544-9515 

メール egawa.1224.1959@ksn.biglobe.ne.jp 

事業所名 昭島市 

住所 196-8511 昭島市田中町 1-17-1 

連絡先 電話 042-544-5111 ＦＡＸ 042-546-8855 

メール  

事業所名 東京都多摩立川保健所 

住所 190-0021 立川市羽衣町 2 丁目６３番（東京都立川保健衛生仮庁舎内） 

連絡先 電話 042-524-5171 ＦＡＸ 042-528-2777 

メール  

事業所名 昭島市医師会 

住所 196-0004 昭島市緑町 2-28-1 

連絡先 電話 042-543-3020 ＦＡＸ 042-546-2285 

メール  

事業所名 昭島市障害者（児）福祉ネットワーク 

住所 196-0025 昭島市朝日町 3-18-12 

連絡先 電話 042-545-7553 ＦＡＸ 042-545-7637 

メール cila@nifty.com 

事業所名 公益社団法人 昭島市シルバー人材センター 

住所 196-0022  昭島市中神町 2-32-18 

連絡先 電話 042-544-7060  ＦＡＸ 042-543-9272 

メール akishima@akishima-sc.or.jp 

  



事業所名 昭島市東部地域包括支援センター竹口病院 

住所 196-0034 昭島市玉川町 2-4-8-103 

連絡先 電話 042-545-9204 ＦＡＸ 042-505-7985 

メール tobu-hokatsu@takeguchi.or.jp 

事業所名 昭島市中部地域包括支援センターあいぽっく 

住所 196-0015 昭島市昭和町 4-7-１ 保健福祉センター2F 

連絡先 電話 042-505-7681 ＦＡＸ 042-505-7682 

メール chubu-hokatsu@douen.jp 

事業所名 昭島市北部地域包括支援センターハピネス昭和の森 

住所 196-0002 昭島市拝島町 4036-14 

連絡先 電話 042-519-6967 ＦＡＸ 042-519-6968 

メール hokubuhoukatsu@family-wf.jp 

事業所名 昭島市西部地域包括支援センター愛全園 

住所 196-0002 昭島市拝島町 3-10-4 拝島町高齢者福祉センター内 

連絡先 電話 042-519-5830 ＦＡＸ 042-519-5831 

メール seibu-hokatsu@doho-gojyokai.or.jp 

事業所名 昭島市南部地域包括支援センター愛全園 

住所 196-0014 昭島市田中町 2-25-3 

連絡先 電話 042-513-7651 ＦＡＸ 042-513-7652 

メール nanbu-hokatsu@doho-gojyokai.or.jp 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/5/1 


