
① ⑦ グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

所　　在　　地 電話番号 所　　在　　地 電話番号

1 梅田町四丁目１７７４－４ ２０－５０５５ 1 境野町三丁目２１１３ ２０－７６２０

2 川内町一丁目３６１－２ ３２－５８８８ 2 菱町三丁目１９９６－１ ３２－３３７０

3 新里町新川１３１２ ７０－２２２０ 3 宮本町一丁目８－３３ ２０－８１３１

4 境野町七丁目１７８８－１ ２０－８６６１ 4 本町四丁目３２０ ２０－６７２２

5 相生町一丁目６１０－１ ４７－６５０３ 5 広沢町二丁目３２５４－８ ５３－１５２０

6 黒保根町下田沢２５６５－１ ９６－３３８８ 6 相生町二丁目３６８－６ ７０－６６１０

7 宮本町一丁目１２－３４ ２０－６６２２ 7 梅田町一丁目３８５－４ ４６－９２６１

8 梅田町一丁目７２４－１ ３２－２１２２ 8 ケアホームいまじん 境野町二丁目１４５９ ４３－３３９９

9 相生町五丁目４９３ ５４－９５３５ 9 相生町五丁目572-1 ５２－１２９４

10 広沢町六丁目３３２－１ ５３－１１２０ 10 相生町五丁目572-1 ３２－５４４７

11 広沢町一丁目２６４３－１ ５４－８９００ 11 サンシャイン 川内町一丁目３２２－１ ６５－７６００

12 広沢町六丁目３０７－３ ５３－１１５０ 12 相生町四丁目３３－４ ４６－７６２７

13 菱町一丁目３０１６－１ ４３－９９７２ 13 桐生市琴平町４－６ ４６－７５７８

② 老人保健施設（介護老人保健施設） 14 元宿町２１１５－１ ４６－７８１１

番号 所　　在　　地 電話番号 15 相生町一丁目１６０－１ ７０－６８２１

1 川内町一丁目４０７－１ ４０－３１００ 16 仲町一丁目１３－３３ ４７－６９００

2 広沢町二丁目３２０８－１ ５２－２７００ 17 広沢町三丁目３７６４ ４７－７００５

3 新里町新川２４８８ ７４－１１６５ 18 新里町鶴ヶ谷２５７－８ ４６－８２２８

4 相生町一丁目２５３－１ ４０－２６００ 19 ポピーの家 仲町一丁目６－１５ ４７－５２３３

5 川内町四丁目３１５－１ ６５－５５５７ ⑧

③ ケアハウス 所　　在　　地 電話番号

所　　在　　地 電話番号 1 黒保根町下田沢２５６５－１ ９６－２８７７

1 さかいの 境野町七丁目１７８８－１ ２０－８６６２ ⑨

2 特定・予防 さわやか・倶楽部 新里町新川１３１２ ７０－２２２０ 地域医療連携室（外来患者・入院患者）

3 サンフラワー広沢 広沢町六丁目３０７－３ ５３－１１３０ 所　在　地 電話番号

4 サンフレッシュ 相生町五丁目４９３ ５４－９５３５ - 桐生厚生総合病院 織姫町６番３号 ４４－７１７１

5 特定・予防 ハートフル広沢 広沢町六丁目３３２－１ ５３－１１２０ - 相生町五丁目７５４ ５３－７７１１

6 ふたば 広沢町一丁目２６４３－１ ５４－８９０５ - 菱町三丁目２０６９－１ ３０－３６６０

7 ふるさと 梅田町四丁目１７７４－４ ２０－５０５５ - 相生町二丁目２7７ ５４－８９４９

8 特定・予防 リバーサイド広沢 広沢町六丁目３０７－３ ５３－１１５０

④ 所　在　地 電話番号

所　　在　　地 電話番号 - 織姫町１－１ ４６－１１１１

1 広沢町六丁目３３５－１ ４０－２２１０ -
桐生市元宿町１８－２
メディカルセンターB１F

３２－５２２２

⑤ 小規模多機能居宅介護 - 桐生市社会福祉協議会 新宿三丁目３－１９ ４６－４１６５

所　　在　　地 電話番号

1 安心館あいおい 相生町四丁目３３－２ ３２－６０５１ 桐生市内の地域包括支援センター

2 川内町一丁目３２２－６ ６５－５７３０ 所　在　地 電話番号

3 安心館ひがし 東三丁目１－５ ３２－６０６１ 1 東久方町二丁目４－３３ ４６－６０６６

4 広沢町一丁目２５６６－１ ４６－９８２０ 2 新宿三丁目３－１９ ４６－４４１１

5 宮前町二丁目５－３４ ４６－７０５８ 3 菱町一丁目３０１６－１ ３２－３３２１

6 川内町二丁目４７－１５ ２０－３０２２ 4 広沢町六丁目３０７－３ ５３－１１１４

7 仲町一丁目６－１５ ４７－５２１０ 5 川内町一丁目３６１－２ ３２－５８８９

⑥ 看護小規模多機能居宅介護 6 黒保根町水沼５６２－３ ４６－８８４７

所　　在　　地 電話番号 7 新里町新川２４８８ ７４－３０３２

1 堤町二丁目１１－３ ４３－４８１１ 8 相生町五丁目４９３ ５４－９５３７

2 ローズヴィレッジ 新里町新川５８４－３ ７４－２００５ 9 広沢町二丁目３２４７ ３２－３１６２

花時計

桐生市役所 健康長寿課

地域包括支援センター
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養護老人ホーム
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ユートピア広沢

コスモス相老Ⅱ

山笑(さんわ) クララトーホー

しみずの里 クララ相生

瀬々らぎの里

クララ梅田
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特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

施　　設　　名 施　　設　　名

梅の郷 あおぞら

岩下病院グループホーム　あさがお

桐生市介護保険施設・相談窓口等一覧
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※１　詳細につきましては各施設へお問い合せください。

　　　（④は、健康長寿課へ、⑧は、黒保根支所へお問合せください。）

特徴
認知症の高齢者等が入居し、食事、入浴、排
泄などの介護や機能訓練などを受けながら、共
同で生活する施設。

介護の必要はないが、環境上の理由や経済的
な理由などにより、居宅で生活することが困難
な高齢者が入居し、生活援助員による見守り、
支援を受けながら、共同で生活する施設。

入居（所）
対象者

要支援２、要介護１～５ 自立生活が可能な高齢（単身・夫婦）世帯

施設の種類 ⑦グループホーム ⑧高齢者生活支援施設

基本的性格 認知症高齢者のための共同生活住居 高齢者の共同生活住居

特徴

居宅で生活する高齢者が、通所介護（デイサー
ビス）、訪問介護（ホームヘルプサービス）及び
短期入所（ショートステイ）のいずれかのサービ
スを必要に応じて同一の場所で受けることがで
きる施設。

小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能
が加わった施設。

入居（所）
対象者

要支援１・２、要介護１～５ 要介護１～５

施設の種類 ⑤小規模多機能型居宅介護 ⑥看護小規模多機能型居宅介護

基本的性格 地域密着型施設　 地域密着型施設

特徴
低額な料金で、食事の提供や見守りなどを受け
ながら、生活することができる高齢者向けの住
宅。

介護の必要はないが、環境上の理由や経済的
な理由などにより、居宅で生活することが困難
な高齢者が、市（町村）の措置により入所する
施設。

入居（所）
対象者

自立、要支援１・２、要介護１～５ 自立、要支援１・２

施設の種類 ③ケアハウス ④養護老人ホーム

基本的性格 低所得高齢者のための住居 環境的、経済的に困窮した高齢者の入所施設

特徴
65歳以上の者であって、常時介護を必要とし、
居宅で生活することが困難な高齢者等が入所
する施設。

病気などにより一時的に居宅で生活をすること
が困難となった高齢者等が、医療的ケアや介
護、リハビリテーションなどを受けながら、居宅
での生活に戻れるようになるまでの間、入所す
る施設。

入居（所）
対象者

要介護３～５ 要介護１～５

施設の概要

施設の種類 ①特別養護老人ホーム ②老人保健施設

基本的性格 要介護高齢者のための生活施設
要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復

帰を目指す施設


