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� Z15EG第143号

社会資源
マップみんなでつくろういきいき老上



項　目 説　明 図 事業所名 住　所 電　話
地域包括支援セン
ター

高齢者のよろず相談窓口です。 ❶ 草津市老上地域包括支援
センター 矢橋町885-1 561-8145

居宅介護支援事業
所

（ケアマネジャー）

滋賀県の指定等を受けている事業所です。介護支援
専門員（ケアマネジャー）が、要介護認定の申請の
代行、居宅サービス計画の作成、サービス事業者と
の連絡・調整などを行っています。

❷ 楽居宅介護支援事業所 野路町645-2 563-2515

❸ ケアステーション一歩居
宅介護支援事業所 矢橋町155-4 565-7301

❹ ケアサポート笑顔 矢橋町551-19 562-5622

❺ ケアタウン南草津居宅介
護支援事業所 矢橋町621 562-8002

❻ 草津市老上在宅介護支援
センターきはん 矢橋町885-1 561-5525

❼ まっちゃん福祉よろず屋 矢橋町1223-12 563-3356

❽ 指定居宅介護支援事業所
ふれあい 矢橋町1660 516-2347

訪問介護事業所
（ホームヘルパー）

ホームヘルパーなどが家庭に訪問し、食事、入浴、
排泄の介助や日常生活の手助けを行います。 ❾ 有限会社

ヒューマンケアあゆみ
野路町467-1
ウイング21　202号 564-5588

� トータル介護　Take ケ
アー

矢橋町105-1
壱番館216号 566-5157

� ヘルパーステーションよつば 矢橋町621 562-1048
� あいサポートセンター 新浜町8-5 564-0294

訪問看護事業所
（看護師）

看護師がご家庭に訪問し、主治医と連携を取りなが
ら病状の観察をしたり処置などの手当てを行います。
介議の相談もお受けしています。

� よつば訪問看護ステー
ション 矢橋町621 562-8010

� 草津総合病院訪問看護ス
テーション 矢橋町1660 566-6488

通所介護
（デイサービス）

デイサービスセンター（日帰り介護施設）などに通い、
食事、入浴の提供や、日常生活動作訓練、レクリエー
ションなどが受けられます。

� ツクイ南草津 南草津二丁目6-3 561-4107
� 楽通所介護事業所 野路町645-2 563-2515
� だんらんの家　南草津 橋岡町2-24 574-8101
� デイサービス一歩 矢橋町155-4 565-7301

� 草津市老上デイサービス
センターきはん 矢橋町885-1 561-5525

� デイサービス三歩 矢橋町7-8 532-6963
� くるみの森　草津 野路町363-12 566-4210

通所リハビリテー
ション

（デイケア）

通所リハビリ施設などに通い、日帰りで理学療法士
（PT）や作業療法士（OT）によるリハビリテーショ
ンなどが受けられます。

� ケアタウン南草津　通所
リハビリテーション 矢橋町621 562-1001

� 草津総合病院通所リハビ
リテーション 矢橋町1660 516-2336

短 期 入 所 生 活 介
護・短期入所療養
介護

（ショートステイ）

短期入所施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを
受けることが出来ます。日常生活上の介護を受ける

「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療
養介護」の２種類があります。

� 帆の里 矢橋町500-1 566-8620
� やわらぎ苑 南草津二丁目2-2 564-6500

� ケアタウン南草津 矢橋町621 562-1001

福祉用具貸与・福
祉用具販売

ベッドや車椅子、歩行器などの福祉用具の貸し出し
を行っています。また、入浴用品やポータブルトイ
レなどの特定福祉用具の販売を行っています。
※要介護度によってはレンタルできない用具もあり
ます。

� 愛和工房 矢橋町110-3 561-0777

� 草津総合病院売店えむ 矢橋町1660 564-8080

認知症対応型共同
生活介護

（グループホーム）
認知症なんでも相
談所

介護が必要な認知症の方が（１ユニット）５～９人
で生活をし、家庭的な雰囲気の中で食事、入浴、排
泄など日常生活の支援や日常生活にちなんだ機能訓
練などを受けられます。草津市の被保険者の方のみ
入居できます。 ※要支援１の人は利用できません。

� ケアタウン南草津グルー
プホーム 矢橋町627-1 562-1124

� グループホームはるか 新浜町153-2 567-0073

地域密着型介護老
人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

定員29名以下の特別養護老人ホームです。常に介護
が必要な状態で居宅において適切な介護を受けるこ
とが困難な方が入所する施設です。草津市の被保険
者の方で要介護３以上の方が入所できます。

� のじのさと 南草津二丁目2-2 564-6500

� 帆の里 矢橋町500-1 566-8620

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

常に介護が必要な状態で居宅において適切な介護を
受けることが困難な方が入所する施設です。市町問
わず要介護３以上の方が入所できます。

� やわらぎ苑 南草津二丁目2-2 564-6500

介護老人保健施設 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハ
ビリテーションを中心としてケアを行います。要介
護認定をお持ちの方が入所できます。

� ケアタウン南草津 矢橋町621 562-1001

有料老人ホーム 施設スタッフによる見守りを受けながら、介護が必
要なときにはヘルパーやデイサービスなどの在宅
サービスを受けることができます。（自立度が高い生
活が営める方）

� すまいるⅠ号館 矢橋町628－1 562-8005

項　目 説　明 図 団体名 主な活動場所 お問い合わせ先
いきいき百歳体操

（運動・予防、見守
り、交流・外出の場、
いきがい作り）

高齢者がいつまでも元気に
過ごすことを目的とした１
回40分程度の体操を行っ
ています。

❶ 湖州平いきいきクラブ 矢橋町52-60
（湖州平集会所）

草津市長寿いきがい課
561-2362

❷ 下北池クラブ 野路町136-18
（野路町下北池集会所）

❸ 城之前町内会 矢橋町1161（城之前町集会所）

❹ ヴィア・プレッソ 矢橋町2070-1
（ヴィア・プレッソ集会場）

❺ 川ノ下いきいき百歳体
操

野路町494-3
（川ノ下会館）

❻ ハッピークラブ 新浜町23-23
（東新浜町自治会館）

草津市社会福祉協議会
562-0084

❼ 新浜寿サロン 新浜町68-1（新浜会館）

❽ 南草津団地いきいきク
ラブ

橋岡町16-2
（南草津団地集会所）

地域サロン
（運動・予防、見守
り、交流・外出の場、
いきがい作り）

町内会単位などでボラン
ティアのみなさんが中心と
なって、町会館や集会所を
利用して気軽に無理なく楽
しく過ごせる場です。

❾ 鳩が森町地域サロン 南笠町1074-3
（よし池・鳩が森集会所）

� 新浜寿サロン（再掲） 新浜町68-1（新浜会館）

� 南草津団地いきいきク
ラブ（再掲）

橋岡町16-2
（南草津団地集会所）

� 大町サロン 橋岡町30-2
雇用促進住宅１棟101号室

老人クラブ
（運動・予防、見守
り、交流・外出の場、
いきがい作り）

高齢者の仲間作りと健康づ
くり・介護予防、生き甲斐
づくりを基本に各単位クラ
ブ活動をしています。

� 悠鳩会 南笠町1074-3
（よし池・鳩が森集会所）

草津市老人クラブ連合会
516-0350

� ハッピークラブ
（再掲）

新浜町23-23
（東新浜町自治会館）

� 新浜老人クラブ寿会 新浜町68-1（新浜会館）

� 矢橋帰帆クラブ寿会 矢橋町1344-1
（町立シルバーセンター帰帆）

� 橋岡かがやきクラブ 橋岡町71（橋岡会館）

� 熟年クラブ南草会 橋岡町16-2
（南草津団地集会所）

� 湖州平いこい会 矢橋町52-60（湖州平集会所）

� 老人クラブ翠光会 野路町136-18
（野路町下北池集会所）

民生委員・児童委員
（相談、支援）

常に住民の立場に立って相
談に応じ、必要な援助を行
い、社会福祉の増進をおこ
なっている地域の方です。

� 民生委員・児童委員 野路町520 老上市民センター（まち協）
564-3350

認知症の人にやさし
いお店（見守り）

認知症について学び、理解
した店員が認知症の人にや
さしい対応をして下さるお
店です。

22 南草津郵便局 南草津３丁目６番１号 564-8500
23 草津矢橋郵便局 草津市矢橋1168番地3 562-1917
24 南草津プラス薬局 南草津３丁目１番14号 569-2508

カフェ
（ 交 流・ 外 出 の 場、
いきがい作り）

地域の住民が気軽に交流で
きる場です。 � 日曜カフェきらく 野路町645-2

（楽デイサービス）
老上市民センター（まち協）
564-3350

認知症の人とご家族が気軽
に交流できる場です。 認知症カフェなごみ 野路1-15-5

（フェリエ南草津）
長寿いきがい課
561-2362

認知症の人と家族の
会（相談）

認知症介護経験者が相談に
応じています。 認知症の人と家族の会　滋賀県支部 相談窓口の番号

0120-294-473

老上学区にある介護保険事業所等 老上学区にある地域団体

●その他
項　目 説　明 住　所 お問い合わせ先

成年後見センター
もだま

認知症、精神障害、知的障
害の理由で判断能力が不十
分な方の権利を保護する為
に、「成年後見制度」の利
用を支援しています。

草津市野村八丁目5-19　サニーハイツピア105号 598-0246

草津市社会福祉協議
会

地域住民の立場に立ってボ
ランティア活動等の支援を
行っています。また地域福
祉権利擁護事業により、金
銭管理など高齢者・障害の
ある方の権利擁護にもつと
めています。

草津市青地町1086 562-0084

※ 掲載団体は了承を得られた団体のみとなっております。参加には各団体に規定がありますのでお問い合わせ下さい。
※他の圏域にも利用できる介護保険施設もあります、詳しくは老上地域包括支援センターまでご連絡下さい。


