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（注意事項） 

○本一覧は、都道府県、指定都市及び中核市の援護主管課に中国語の対応が可能な介護事業所の調査を依頼し、 

当室で情報を取りまとめた、平成３０年９月３０日時点の情報です。 

○勤務時間外などで中国語を話すスタッフが不在の際は、対応できないこともありますのでご注意ください。 

○調査時点では中国語の対応が可能であったものの、その後、スタッフの退職等により、対応が困難となる場合

がありますので、ご利用の際は、当該事業所に直接、電話でご確認をお願いします。 



中国語対応が可能な介護事業所数（都道府県別）

都道府県名 事業所数

北 海 道 5

青 森 県 1

宮 城 県 5

秋 田 県 1

山 形 県 16

福 島 県 13

茨 城 県 2

栃 木 県 2

群 馬 県 9

埼 玉 県 20

千 葉 県 13

東 京 都 44

神 奈 川 県 21

新 潟 県 1

富 山 県 8

福 井 県 11

山 梨 県 9

長 野 県 37

岐 阜 県 5

静 岡 県 11

愛 知 県 4

都道府県名 事業所数

三 重 県 7

滋 賀 県 2

京 都 府 5

大 阪 府 22

兵 庫 県 11

奈 良 県 2

鳥 取 県 1

島 根 県 1

岡 山 県 2

広 島 県 4

徳 島 県 1

香 川 県 15

愛 媛 県 1

高 知 県 4

福 岡 県 5

佐 賀 県 1

熊 本 県 1

大 分 県 5

鹿 児 島 県 1

合 計
329

(40都道府県)



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （北海道）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 0170400709 札幌市
グループホーム
笑顔の村

認知症対応型
共同生活介護

札幌市手稲区富丘3条3丁目8番16号 1階 011-688-1513
中国語を話すスタッフが本部に在職
※必要に応じて通訳対応可

2 0170201321 札幌市
グループホーム
笑顔の村二番地

認知症対応型
共同生活介護

札幌市北区篠路3条1丁目1番34-2 011-769-0430
中国語を話すスタッフが本部に在職
※必要に応じて通訳対応可

3 0170401269 札幌市
グループホーム
笑顔の村五番地

認知症対応型
共同生活介護

札幌市手稲区富丘3条3丁目8番16号 2階 011-685-6071
中国語を話すスタッフが本部に在職
※必要に応じて通訳対応可

4 0176100196 美唄市
特別養護老人ホーム

泰康
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

美唄市東7条南2丁目5-24 0126-66-6151
担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

5 0175100312 紋別市
ほくしあ

ケアセンター
訪問介護 紋別市幸町1丁目3番6号 0158-26-2101

担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

1



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （青森県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1
0292700143
0272701772

五戸町 ひだまり

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護
短期入所生活介護

青森県三戸郡五戸町字苗代沢3-660 0178-61-1300
中国語を話すスタッフが在職

対応可能な言語：北京語（日常会話程度）

2



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （宮城県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 0475203220 仙台市
株式会社ジョイコム

ジョイコムケアプランセンター
居宅介護支援

仙台市宮城野区新田1丁目21-30
コーポトーセン202

022-353-6315
随時対応（事前に要相談）
中国語を話すスタッフが在職

2 0475101887 仙台市 ヘルパーステーションひろせ 訪問介護事務所 仙台市青葉区郷六字大森4-2 022-302-2433
9:00～17:00（シフト制）
中国人スタッフが在職

3 0475400214 仙台市
特別養護老人ホーム

白東苑
介護老人福祉施設 仙台市太白区四郎丸字大宮26-3 022-241-5990

随時対応（事前に要相談）
中国語を話すボランティアが在籍

4 0475103925 仙台市
ウエックデイサービスセンター

愛子東
地域密着型通所介護

仙台市青葉区愛子東2丁目3-63
松原クリニック2階

022-302-8688
随時対応（事前に要相談）
中国語を話すスタッフが在職

5 0475100715 蔵王町
デイサービスセンター
こもれびの里

通所介護 蔵王町大字曲竹字河原前1 0224-22-7878
月～土曜日8:30～17:30

中国人スタッフが在職（管理者）

3



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （秋田県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 0571111244 北秋田市
たかのす社協
つづれこ

認知症対応型
共同生活介護

北秋田市綴子字大堤家後26番3号 0186-60-1280
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

4



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （山形県１/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 0670100783 山形市 サンシャイン大森 介護老人福祉施設 山形市大字大森2139 023-685-1225
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

2 0670400381 米沢市 万世園 介護老人福祉施設 米沢市万世町梓山5496-12 0238-28-1455
随時対応（事前に要相談）

中国人スタッフが在職（介護職員）

3 0690400189 米沢市
小規模多機能ホーム
こもれびの家 上郷

小規模多機能型居宅介護
（予防含）

米沢市大字川井3853 0238-28-5330
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

4
0670401132
0670401124

米沢市 ラベンダーの丘
通所介護
訪問介護

米沢市直江石堤28-2 0238-38-4032
中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

※必要に応じて対応可

5 0670400811 米沢市 ニチイケアセンター西米沢 通所介護 米沢市成島町2-1-110-16 0238-37-0725
8:15～18:00（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

6 0670400357 米沢市
ニチイケアセンター米沢

デイサービス
通所介護 米沢市金池5-13-21 0238-26-5222

平日9:30～15:00又は9:30～13:00（シフト制）
中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

7 0671500213 長井市 寿泉荘 介護老人福祉施設 長井市今泉1857 0238-88-9127
担当者のシフトによる（2交代制）
中国語を話すスタッフが在職

8 0651580003 長井市 リバーヒル長井 介護老人保健施設 長井市寺泉3525-1 0238-84-7575
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

9 0691500086 長井市
ケアセンター

とこしえあやめ通り
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
長井市緑町12-50 0238-88-9800

担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職（介護職員）

10 0653080044 鶴岡市 みずばしょう 介護老人保健施設 鶴岡市羽黒町後田字谷地田191-4 0235-78-0951
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

5



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （山形県２/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 0651980013 南陽市 ほなみ荘 介護老人保健施設 南陽市宮内3750-1 0238-47-6000
9:30～16:00（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職

12 0691900021 南陽市
ケアセンター
とこしえ二色根

小規模多機能型居宅介護
（予防含）（地域）

南陽市二色根73 0238-50-1420
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

13 0650880024 酒田市 うらら 介護老人保健施設 酒田市大字本楯字前田127-2 0234-28-3131
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

14 0671800241 尾花沢市 おばなざわ 介護老人福祉施設 尾花沢市五十沢186番地 0237-23-3030
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

15 0672600061 高畠町 まほろば荘 介護老人福祉施設 東置賜郡高畠町大字福沢705-1 0238-57-5000
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

16 0672500303 金山町 みすぎ荘 介護老人福祉施設 最上郡金山町金山字荒屋829番地1 0233-52-3300
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

6



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （福島県１/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1
0770300432
0790300354

郡山市
特別養護老人ホーム
玉川ホーム

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
（予防含）

郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1 024-984-3836
平日8:30～17:00（事前に要相談）
中国人スタッフが在職（介護職員）

2 0770300960 郡山市
南東北日和田

デイサービスセンター
通所介護 郡山市日和田町梅沢字丹波山3-2 024-968-1010

月～土曜日8:30～17:00
中国人スタッフが在職（介護職員）

3 0770303345 郡山市
特別養護老人ホーム

さくら

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
（予防含）

郡山市田村町岩作字梅木平12 024-955-4271
担当者のシフトによる

8:30～17:30（事前に要相談）
中国語を話すスタッフが在職（事務職員）

4 0770305340 郡山市 あいセルフ 居宅介護支援 郡山市字菜根屋敷416-1 024-926-0301
随時対応

中国語を話すスタッフが在職

5 0770300820 郡山市
南東北通所

リハビリテーションセンター
通所リハビリ
（予防含）

郡山市八山田7-115 024-934-5696
8:30～17:00（日曜・GW・年末年始休み）
中国語を話すスタッフが病院内に在職

6 0770401172 いわき市 株式会社 アイカワ

居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与
（予防含）

いわき市四倉町上仁井田字東山20 0246-32-7200
平日8:00～17:00

中国人スタッフが在職（訪問介護員）

7 0790400345 いわき市 ケイアンドワイ
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
いわき市泉ヶ丘二丁目10-6 0246-75-2280

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが２名在職

8 0791300155 伊達市
グループホーム
ももの里

認知症対応型
共同生活介護

伊達市沓形18-8 024-572-3010
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

9
0793100090
0793100082

三春町 は～とらいふ三春

認知症対応型
共同生活介護

小規模多機能型居宅介護
（予防含）（地域）

田村郡三春町大字平沢字担橋140-3 0247-61-6541

担当者のシフトによる
（早番）7:00～16:00 （日勤）10:00～19:00
（遅番）8:30～17:30  （夜勤）16:00～10:00

中国語を話すスタッフが在職

10 0793100041 三春町
グループホーム
みはる

認知症対応型
共同生活介護
（地域）

田村郡三春町字一本松26 0247-62-0211

担当者のシフトによる
（早勤）7:00～16:00 （日勤）9:00～18:00
（遅勤）10:00～19:00  （夜勤）16:30～9:30

中国語を話すスタッフが在職

7



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （福島県２/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 0773100763 三春町 L- CUBデイサービス三春
通所介護
（予防含）

田村郡三春町大字山田字クルミヤツ
15-2-2

0247-61-6610
月～土曜日8:30～17:00

中国語を話すスタッフが在職

12 0773200332 川内村
川内村

デイサービス
通所介護
（予防含）

双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5 0240-38-3802 中国人スタッフが在職

13 0773100466 田村市
特定非営利法人

ケアステーション ゆうとぴあ
訪問介護 田村市船引町東部台三丁目38 0247-82-5508

週40時間勤務
中国語を話すスタッフが在職

8



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （茨城県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サービス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 0851780023 取手市 はあとぴあ 介護老人保健施設 取手市井野253 0297-74-3335
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護士）

2 0870302197 土浦市 リハスマイル土浦 地域密着型通所介護 土浦市藤沢3583 029-896-8316 中国語を話すスタッフが在職

9



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （栃木県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 0970100111 宇都宮市
デイサービスセンター
ケアプラザ 而今

通所介護
（予防含）

宇都宮市砥上町54番1号 028-649-0250
8:30～17:30随時対応（事前に要相談）

台湾人スタッフが在職

2 0990100364 宇都宮市 特別養護老人ホームみどりの樹
地域密着型

介護老人福祉施設
宇都宮市緑5丁目13番8号 028-612-2530

担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職（介護職員）

10



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （群馬県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1
1072300302
1072300310
1072300328

高崎市 花みづき

居宅介護支援
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
（予防含）

高崎市新町1863 0274-40-3388
月～金曜日9:00～18:00

中国語を話すスタッフが在職

2 1090200914 高崎市
ケアサポートセンター
ようざん大類

小規模多機能型居宅介護 高崎市柴崎町1160-1 027-386-8604
中国出身のスタッフが在職（常勤2名）

対応可能な言語：天津地方、北京語、瀋陽地方

3 1052180005 高崎市 みさと

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリ
（予防含）

高崎市箕郷町上芝628-1 027-350-6081
平日8:30～17:00

中国語を話すスタッフが在職

4 1070202682 高崎市 日高在宅療養センター
短期入所生活介護
（予防含）

高崎市日高町349 027-362-0691 中国語を話すスタッフが在職（シフト制）

5 1070205529 高崎市 ケアコロデイ高崎八幡
通所介護
（予防含）

高崎市八幡町613-1 027-395-6703
随時対応（事前に要相談）
中国語を話すスタッフが在職

対応可能な言語：北京語、台湾語、福建語（少々）

6 1070205818 高崎市 ケアコロデイ高崎箕郷
通所介護
（予防含）

高崎市箕郷町下芝630-5 027-386-6162
随時対応（事前に要相談）
中国語を話すスタッフが在職

対応可能な言語：北京語、台湾語、福建語（少々）

7 1070206329 高崎市 THE GREEN TERRACE
通所介護
（予防含）

高崎市新町1437-2 0274-50-9718
中国出身のスタッフが在職
※方言は対応困難

8 1072300021 高崎市
特別養護老人ホーム

吉井セピア
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

高崎市吉井町1147 027-387-8797 中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

9 1070105307 前橋市
常楽園

デイサービス
通所介護
（予防含）

前橋市西善町599-1 027-266-0567
月～金曜日9:00～16:30

施設長が中国残留邦人等二世

11



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （埼玉県１/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号

1 1176511176 さいたま市
茶話本舗デイサービス

岩槻福寿苑
地域密着型通所介護 さいたま市岩槻区加倉1丁目31-33 048-876-9763

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職

2 1176515359 さいたま市
デイサービス
さわやか

通所介護 さいたま市見沼区笹丸167 048-797-9395
週7日9:00～17:00（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職（非常勤4名）

3 1176516597 さいたま市 ことぶきハウス
通所介護

総合事業（緩和型含む）
さいたま市南区白幡3丁目2番7号 048-829-9598

週5日9:00～17:00
中国語を話すスタッフが在職

4 1170602229 春日部市 GENKI NEXT春日部八木崎 通所介護
春日部市八木崎町9-1

内藤ビル1階
048-876-8715

週5日8:30～17:30（シフト制）
中国語を話すスタッフが在職

5 1171100520 春日部市
グループホーム
ふれあいの家備後

認知症対応型
共同生活介護

春日部市備後東5-5-1 048-734-2202
13:00～21:00（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職

6 1171601964 上尾市
デイサービス

あおいそら上尾新館
通所介護 上尾市今泉1-27-6 048-675-1950

週5日9:00～17:00
中国語を話すスタッフが在職

7 1175200599 上尾市
デイサービス
あおいそら

通所介護 上尾市今泉1-27-6 048-783-1942
週5日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職

8 1171600644 上尾市
特別養護老人ホーム
パストーン浅間台

介護老人福祉施設 上尾市浅間台2-17-1 048-777-1001
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

9 1172504993 所沢市 虹 訪問介護 所沢市下安松1482-21 04-2968-6463
月～金曜日9:00～18:00（シフト制）
中国語を話すスタッフが在職
※土・日曜日は応相談

10 1192500443 所沢市 一笑苑 地域密着型通所介護 所沢市下安松1482-21 04-2968-6463
月～金曜日9:00～16:30

中国語を話すスタッフが在職

12



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （埼玉県２/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 1172701441 狭山市 ケアウェルサポート狭山 居宅介護支援 狭山市鵜ノ木13-37 04-2900-2030
月～金曜日9:00～17:20（祝日・年末年始休み）
中国出身のスタッフが在職（介護支援専門員）

12 1171000555 八潮市
桜の恋

ケアセンター
訪問介護 八潮市八潮2丁目13-14 048-997-7810

月～金曜日8:30～17:00
中国人スタッフが在職（ヘルパー）

13 1170205833 川口市 JINエルダ 訪問介護 川口市石神2059-201 048-299-7572
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

14 1170200248 川口市
医療生協さいたま
ケアセンターかがやき

居宅介護支援 川口市中青木4-1-24 048-251-0166
月～金曜日

中国語を話すスタッフが在職

15 1170201337 川口市
医療生協さいたま
ケアセンターかがやき

訪問介護 川口市中青木4-1-24 048-253-5186
月・木曜日8:00～17:00

火・金・土曜日8:00～13:00（シフト制）
中国語を話すスタッフが在職

16 1174900967 秩父市 ガーデンハイム 楓
特定施設

入居者生活介護
（予防含）

秩父市荒川上田野766-1 0494-54-3210
週3～4日8:30～17:30

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

17 1174800258 秩父市
特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

介護老人福祉施設 秩父市吉田久長186-1 0494-77-0099
週5日（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

18 1174900694 秩父市
秩父

デイサービスセンター
通所介護
（予防含）

秩父市桜木町13-12 0494-22-7688
週5日月～土曜日8:30～17:30（シフト制）
中国人スタッフが在職（介護職員）

19 1152480028 三芳町 むさしの苑

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリ
（予防含）

三芳町上富1784-7 049-259-6122
中国語を話すスタッフが在職
・医師1名（シフト制）
・スタッフ1名（シフト制）

20 1174800225 小鹿野町
特別養護老人ホーム

小鹿野苑
介護老人福祉施設 小鹿野町下小鹿野2551 0494-75-3920

週5日（シフト制）
中国出身のスタッフが在職（介護職員）

13



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （千葉県１/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1
1270901216
1262890143
1270903238

船橋市 悠
訪問介護
訪問看護
居宅介護支援

船橋市湊町3-19-5 047-434-6474
平日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが本社に在職
※必要に応じて通訳対応可

2 1250980032 船橋市 はさま徳洲苑 短期入所療養介護 船橋市飯山満町2-685-3 047-401-5161 中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

3 1270904509 船橋市 有限会社パムック
福祉用具貸与
特定福祉用具販売

船橋市高根台1-2高根台プラザ110 047-496-7180
平日9:00～18:00

中国語を話すスタッフが在職（福祉用具専門相談員）

4 1252880128 船橋市 みさきの郷 介護老人保健施設 船橋市三咲4-23-15 047-407-7888
平日8:30～17:00

中国人スタッフが在職（看護、介護職員）

5 1290900453 船橋市 有料老人ホームみさき
地域密着型

特定施設入居者生活介護
船橋市三咲4-23-15 047-407-7780 中国人スタッフが在職（看護職員）

6 1271302026 野田市 麗 訪問介護 野田市大殿井83-13 04-7199-3066
月～金曜日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職
※電話等により常時連絡が対応可

7 1291300257 野田市 デイ倶楽部 地域密着型通所介護 野田市大殿井83-13 04-7199-3066
月～金曜日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職
※電話等により常時連絡が対応可

8 1270800145 市川市 介護のパムコ 福祉用具貸与 市川市南八幡4-2-5-301 047-377-8210 中国人スタッフが在職（福祉用具専門相談員）

9 1274000569 富里市 メディカルホームコーポレーション
福祉用具貸与
特定福祉用具販売

富里市大和211-47 0476-93-0865
事前に要相談

中国語を話すボランティアが在籍

10 1296500018 芝山町
プラチナホーム
芝山なのはな

認知症対応型
共同生活介護
（予防含）

山武郡芝山町新井田445-293 0479-70-8730
月10日程度

台湾出身のスタッフが在職

14



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （千葉県２/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11
1271700229
1271700211

佐倉市 さくら苑
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
（ショートステイ）

佐倉市鏑木町346 043-486-5050
随時（事前に要相談）

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

12 1271700310 佐倉市 デイサービスはちす苑 通所介護 佐倉市太田1145-1 043-483-4165
8:45～17:30

中国語を話すスタッフが在職（相談員）

13 1273100048 富津市 上総ケアサービスセンター 居宅介護支援 富津市青木1641 0439-87-0130 常勤、休日は変則

15



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （東京都１/５）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 1370403402 新宿区
ベリタス

介護サービス
訪問介護

新宿区早稲田2-7-17
イールハウス101号

03-5273-3358
要相談

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

2 1370404822 新宿区 ケア 居宅介護支援 新宿区西新宿8-8-6  1Ｆ 03-6277-8858
要相談

中国出身のスタッフが在職（オーナー、ケアマネジャー）

3 1370405126 新宿区 みやびサポート神楽坂 居宅介護支援 新宿区矢来町81 03-3266-1555
8:00～20:00

中国残留邦人等二世のスタッフが在職（ケアマネジャー）
※葛飾区のみやびサポートを兼務

4 1370404780 新宿区
ヘルパーステーション
ふるさと新宿

訪問介護
新宿区新宿6-24-22
リレント新宿1階101

03-6233-2966 中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

5 1370900282 品川区
恵愛

ヘルパーステーション
訪問介護

品川区大井3-17-8
大井本通ビル

03-3771-6767
月～金曜日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

6 1370903542 品川区
ＴＲＹ（トライ）倶楽部

武蔵小山
通所介護

品川区小山4-1-10
エクシードビル2階

03-6303-2107
希望日に調整可（水曜午後・土・日・祝日・年末年始休み）

中国語を話すスタッフが在職（看護師）

7 1391200316 世田谷区 クローバーハウス駒沢
認知症対応型
共同生活介護

世田谷区駒沢2-3-5 03-3410-1868 中国語を話すスタッフが在職（代表者、スタッフの半数）

8 1391200712 世田谷区 クローバーハウス若林
認知症対応型
共同生活介護

世田谷区若林2-22-14 03-6453-2239
中国語を話すスタッフが在職（スタッフ4名）

※夜勤対応可

9 1371208032 世田谷区 ＮＰＯわかば 訪問介護 世田谷区三軒茶屋2-49-6-104 03-5712-5185
中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

利用時要相談

10 1371200898 世田谷区 ツクイ世田谷明大前 訪問介護
世田谷区松原1-39-17
レインボー松原1階

03-5355-5565
月～金曜日8:30～17:30

中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）

16



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （東京都２/５）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 1371107341 大田区 エーゼット長原
通所介護
福祉用具貸与

大田区上池台1-10-4  Ｂ1 03-6425-8334
火・木・金曜日（全日）・月曜日（午後）
中国語を話すスタッフが在職

対応可能な言語：北京語、上海語

12 1371110105 大田区
ペンギン印

ケアステーション
居宅介護支援

大田区大森北4-21-8
ルーベンス102号室

03-5767-7365
月～金曜日9：00～18：00

中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）
サービス提供地域：大田区

13 1371405604 中野区 訪問介護ステーション寿星 訪問介護
中野区弥生町5丁目5番3号
中野富士見スカイマンション102

03-6382-7125
随時対応（開所時間内）

中国語を話すスタッフが在職

14 1371403179 中野区 NPOピクニックケア 居宅介護支援 中野区上高田2-45-10 03-6657-9325
随時対応（開所時間内）

中国語を話すスタッフが在職

15 1372006658 練馬区
デイサービス
故郷

通所介護
（予防含）

練馬区石神井町1-1-35-103 03-6767-3331
月～土曜日9:00～16:30（日・祝日休み）
代表者が中国残留邦人等二世

16 1372003465 練馬区 柏の友 訪問介護
練馬区貫井3-5-6
ドンズビル302

03-3926-8261
月～金曜日9:00～18:00

中国語を話すスタッフが在職
※早朝・夜間および土・日・祝日は事前に相談

17 1372303345 江戸川区
デイサービスセンター
なごやか江戸川

通所介護 江戸川区松江3-4-5 03-5661-5685 中国語を話すスタッフが在職

18 1372304210 江戸川区 ナーシングホーム江戸川
特定施設

入居者生活介護
江戸川区東葛西6-42-17 03-5696-4311

週5日
中国出身のスタッフが在職（介護福祉士）

19 1372302503 江戸川区 ケア２１平井 訪問介護
江戸川区平井5-21-3
ガーデン欣志2階

03-5631-5201
土・日曜日（1名）、随時（1名）

中国語を話すスタッフが在職（介護福祉士）

20 1372307536 江戸川区 ケア２１小松川 訪問介護
江戸川区小松川3-5-3-8

玉富事務所2階
03-5628-3721 中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）

17



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （東京都３/５）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

21 1372204444 葛飾区 みやびサポート 居宅介護支援 葛飾区高砂3-22-2 03-3672-1139
月～金曜日9:00～18:00（土・日・祝日休み）

中国残留邦人等二世のスタッフが在職（ケアマネジャー）
※新宿区のみやびサポートを兼務

22 1372202539 葛飾区 ケア２１葛飾 居宅介護支援 葛飾区立石1-9-20 03-5671-0180
月～金曜日9:00～18:00（土・日・祝日休み）
中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）

23 1372201754 葛飾区 （有）グッドケア 訪問介護 葛飾区東新小岩5-19-11 03-5672-0575
8:00～20:00

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

24 1372205995 葛飾区
学研ココファン水元
ヘルパーセンター

訪問介護 葛飾区水元4-5-1 03-5660-7050
週5日(シフト制)

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

25 1372206787 葛飾区 葛飾デイサービス新柴又 通所介護 葛飾区柴又5-7-13 03-6458-0157
週2日（月・木）9:00～18:00

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

26 1372202844 葛飾区
街かどケアホーム

こころ
認知症対応型
共同生活介護

葛飾区東水元3-3-11 03-3607-2321
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護福祉士）

27 1372108215 足立区
愛

介護サービス
居宅介護支援

足立区西竹の塚1-5-8
ブライムビル

03-5856-8508 中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）

28 1372112134 足立区
ウィング

居宅介護支援事業所
居宅介護支援 足立区関原3-22-9 03-5888-6647 中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー他）

29
1371910694
1371910710

板橋区 長寿楽園
通所介護
訪問介護

板橋区清水町61-9
03-6338-0892
080-4008-2019

平日8:30～17:30
中国残留邦人等二三世のスタッフが在職

30 1373400629 国立市
国立あおやぎ苑

谷保デイサービスセンター
通所介護

国立市富士見台2-30-4
メゾンプチフォーレ1階

042-580-0340
月～金曜日8:45～17:30（土・日曜日休み）

中国語を話すスタッフが在職

18



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （東京都４/５）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

31 1357080575 国立市 国立あおやぎ苑 介護老人保健施設 国立市青柳3-5-1 042-526-5100
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

32 1373002029 立川市 希望 福祉用具貸与 立川市栄町2-38-4 042-538-7712
週5日(シフト制)

中国語を話すスタッフが在職（福祉用具担当）

33 1374301818 小平市
訪問介護サービス
にじゅうまる

訪問介護 小平市小川西町4-14-28-203 042-343-0290
要相談

代表者が中国語を話す

34 1374302055 小平市
デイサービス
にじゅうまる

通所介護 小平市津田町1-21-11 042-343-0290
要相談

代表者が中国語を話す

35 1374302089 小平市
居宅介護支援事業所
にじゅうまる

居宅介護支援 小平市小川西町4-14-28-105 042-343-0290
要相談

代表者が中国語を話す

36 1364390060 小平市
訪問看護ステーション

にじゅうまる
訪問看護 小平市小川西町4-14-28-202 042-343-0290

要相談
代表者が中国語を話す

37
1374302766
1374301727

小平市 にじゅうまる弐番館
通所介護
訪問入浴

小平市上水南町3-4-26 042-343-0290
要相談

代表者が中国語を話す

38 1372907863 八王子市
ケアプラン
瑞々

居宅介護支援 八王子市美山町1232番地16 042-659-0035
月～金曜日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）
※緊急対応可

39 1373803004 府中市 わたしの家 府中
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

府中市南町6-60-3 042-360-8655
水曜日13:00～18:00

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

40 1373800851 府中市
鳳仙寮

デイサービス
通所介護
（予防含）

府中市西府町2-24-6 042-360-7071
土曜日8:30～17:30

中国語を話すスタッフが在職
事前に要相談
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （東京都５/５）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

41 1363890185 府中市
オムソーリ訪問看護

リハビリステーション府中
訪問看護
（予防含）

府中市緑町2-3-1
ヒルクレストホリエ102

042-310-9748
平日8:30～17:30

中国人スタッフが在職（看護師）

42 1393500085 日野市 ぐり～んはぁと
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
日野市多摩平3-1-6

ゆいま～る多摩平の森 壱番館1階

042-843-2201
0120-915-070
(フリーダイヤル)

週5日（シフト制）
中国語を話すスタッフが在職

43 1372700607 東村山市
介護センター
きらら

居宅介護支援
東村山市栄町3-12-1
ハイツリベルテ102

042-391-1104
月～金曜日9:00～17:30

中国語を話すスタッフが在職

44 1373601903 西東京市
合同会社
徳有企画

訪問介護 西東京市向台町6-14-16 042-497-6477
月～土曜 7：00～21：00

中国語を話すことができるスタッフ5名
（正規職員2名、非常勤ヘルパー3名）
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （神奈川県１/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 1473601787 横浜市
寿楽

デイサービス
通所介護
（予防含）

横浜市泉区上飯田町2670-32 045-803-1266
月～金曜日10:00～16:00

中国語を話すスタッフが在職（施設長、ヘルパー）

2
1473202164
1463290335

横浜市 寿
訪問介護
訪問看護
（予防含）

横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-27-7 045-954-5772 中国語を話すスタッフが在職（施設長、ヘルパー、看護師）

3
1493200412
1473203022

横浜市 寿の家
通所介護
（予防含）

横浜市旭区上白根町891
西ひかりが丘団地18街地区7-103

045-442-6955 中国語を話すスタッフが在職（相談員、ヘルパー）

4
1470301480
1470601020

横浜市 愛・福祉サービス
通所介護
訪問介護
（予防含）

横浜市西区浅間町2-98-5
小邑ビル1階

045-316-8018 中国語を話すスタッフが在職（相談員、ヘルパー）

5
1473202982
1493200404
1473202990

横浜市 スマイル
訪問介護
通所介護
（予防含）

横浜市旭区左近山1186-6
左近山団地7街地区10-105

045-442-3253 中国語を話すスタッフが在職（相談員、ヘルパー）

6
1475201594
1475200166

川崎市 すみよし
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

川崎市中原区木月祇園町2-1 044-455-0880
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

7 1495600155 川崎市 セントケアゆりがおか 小規模多機能型居宅介護 川崎市麻生区高石2-20-12 044-959-1040
9:00～18:00

中国残留邦人等二世のスタッフが在職

8 1475400683 川崎市
特別養護老人ホーム
よみうりランド花ハウス

介護老人福祉施設 川崎市多摩区菅仙谷4-1-4 044-969-3111

担当者のシフトによる
（早番）7：30～ （日曜日）8：30～
（遅番）10：30～ （夜勤）16：00～9：00
中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

9 1495500074 川崎市
特別養護老人ホーム
富士見プラザ
フォンテーヌ鷺沼

介護老人福祉施設 川崎市宮前区土橋3-1-6 044-863-3411
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員2名）

10 1475600126 川崎市
特別養護老人ホーム
柿生アルナ園

介護老人福祉施設 川崎市麻生区上麻生5-19-10 044-987-0021
土・日曜日9：00～18：00

中国語を話すスタッフが事務室に在職
※都合によりシフト変更あり
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （神奈川県２/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 1472606548 相模原市
ホームケアセンター

笑福
地域密着型通所介護
通所介護（総合事業）

相模原市中央区千代田5-9-2 042-753-3578 中国語を話すスタッフが在職

12 1472608437 相模原市 居宅介護支援センターK２ 居宅介護支援 相模原市中央区千代田5-9-2 042-711-7198 中国語を話すスタッフが在職

13 1472608445 相模原市 機能訓練型デイサービスK２
地域密着型通所介護
通所介護（総合事業）

相模原市中央区中央1-9-12
1階A号室

042-711-7835 中国語を話すスタッフが在職

14 1471900355 横須賀市 ツクイ横須賀 訪問介護 横須賀市池上2-10-15 046-850-3107
月～金曜日：18：00～20：00 土曜日：1日

中国語を話すスタッフが在職（非常勤ヘルパー）
対応可能な言語：北京語、広東語

15 1471904472 横須賀市 リハビリデイサロン「海」 通所介護
横須賀市佐原3-3-6
TANIビル2F

046-876-7311
週2～3日8:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職（非常勤職員）

16 1471901304 横須賀市
グループホーム

とまと
認知症対応型
共同生活介護

横須賀市西浦賀5-33-7
シーサイド池上

046-845-1621
週1日9:00～18:00

中国人スタッフが在職（非常勤職員）

17 1472800182 秦野市
寿湘ヶ丘
老人ホーム

介護老人福祉施設 秦野市千村497-1 0463-88-4150
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

18 1472400439 茅ヶ崎市
特別養護老人ホーム
湘南ベルサイド

介護老人福祉施設 茅ヶ崎市中島736-1 0467-57-3328
週3日14:00～19:00

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

19 1472401437 茅ヶ崎市 ハピネス茅ヶ崎 介護老人福祉施設 茅ヶ崎市甘沼865-1 0467-38-4165
週5日8:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職

20 1472401122 茅ヶ崎市
特別養護老人ホーム

つるみね
介護老人福祉施設 茅ヶ崎市西久保596 0467-82-9911

週4日9：00～13：00
中国語を話すスタッフが在職（介護職員補助）

21 1472402823 茅ヶ崎市 ソレイユケアセンター 訪問介護 茅ケ崎市高田5-4-36 0467-55-2536
週5日の勤務（勤務時間は交代制）で
中国語対応なスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （新潟県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 1570110377 新潟市 セカンドライフ 訪問介護 新潟市北区松浜東町1丁目10番33号 025-288-1088
平日8:00～19:00

中国語を話すスタッフが在職
※利用者の希望により調整可
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （富山県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 1670201597 高岡市
特別養護老人ホーム
志貴野長生寮

介護老人福祉施設 高岡市滝新21番地１ 0766-36-8181
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

2 1670800331 砺波市
デイサービス
青空

通所介護 砺波市矢木222-1 0763-33-1504
9:00～16:00（シフト制）
中国人スタッフが在職

3 1670300092 射水市
特別養護老人ホーム
七美ことぶき苑

介護老人福祉施設 射水市七美891 0766-86-2500 中国語を話すスタッフが在職（管理者、介護職員）

4 1691100117 射水市 ケアホーム春らんまん
認知症対応型
共同生活介護

射水市小島21番地1 0766-52-8899 中国人スタッフが在職（常勤職員）

5 1670500121 氷見市
はまなす苑氷見デイサービスセン

ター
通所介護 氷見市島尾791番地 0766-91-7700 台湾（台北）での勤務経験のあるスタッフが在職（介護職員）

6 1671706126 入善町
特別養護老人ホーム
舟見寿楽苑

介護老人福祉施設 入善町舟見1664 0765-78-1935
日勤

中国人スタッフが在職（介護職員）

7 1691700155 入善町
地域密着型

特別養護老人ホーム
喜楽苑

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

入善町舟見1108 0765-78-1115
日勤・夜勤

中国人スタッフが在職（介護職員）

8 1671700084 入善町
社会福祉法人

入善町社会福祉協議会
訪問介護 入善町上野2793-1 0765-74-2584 中国人スタッフが在職（ヘルパー）
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （福井県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 1870100177 福井市 藤島園 介護老人福祉施設 福井市高木中央3-1701 0776-52-1166 中国残留邦人等三世のスタッフが在職（介護職員）

2 1890100306 福井市 あさくらの家 東郷
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
福井市東郷二ヶ町6-2-1 0776-41-8500 中国人スタッフが在職（介護職員）

3 1870100037 福井市
宝珠苑

デイサービスセンター
通所介護
（予防含）

福井市内山梨子町3-46 0776-83-1888 中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

4 1870100391 福井市
特別養護老人ホーム

愛寿苑
介護老人福祉施設 福井市若杉2丁目601番地 0776-34-5100

月・火・木・金曜日8:30～16:00
中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

5 1870101811 福井市 モアヤング こもれびホーム 介護老人福祉施設 福井市和田中町東沖田30-1 0776-28-3787
中国語を話すスタッフが在職
※必要に応じて通訳対応可

6 1870300751 越前市 サンライフ小野谷
特定施設

入居者生活介護
越前市蓬莱町6-24 0778-21-1068

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職

7 1871700967 坂井市 長寿園 介護老人福祉施設 坂井市丸岡町八ケ郷22-4 0776-66-6734
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

8 1871600142 永平寺町
特別養護老人ホーム

アニス松岡

介護老人福祉施設
短期入所生活介護

(予防含)
吉田郡永平寺町松岡椚第31号7番地1 0776-61-0725

事前に要相談
中国人スタッフが在職（介護職員）

9 1870200019 敦賀市 渓山荘
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

敦賀市中81-1-5 0770-24-2288
月～金曜日7:30～14:00

中国人スタッフが在職（介護職員）
※必要に応じて相談対応可

10 1870200019 敦賀市
渓山荘

デイサービスセンター
通所介護 敦賀市中81-1-5 0770-24-2780

月～金曜日7:30～14:00
中国人スタッフが在職（介護職員）
※必要に応じて相談対応可

11 1890200080 敦賀市 渓山荘 匠 認知症対応型通所介護 敦賀市中81-1-5 0770-24-2880
月～金曜日7:30～14:00

中国人スタッフが在職（介護職員）
※必要に応じて相談対応可
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （山梨県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 1970100408 甲府市
大国

デイサービスセンター
通所介護 甲府市後屋町207 055-243-2122

週2～3日8:30～17:30
中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

2 1971700727 甲斐市
訪問介護センター

愛の手
訪問介護 甲斐市玉川704-7 055-279-2360

毎日8:00～15:00
管理者が中国語を話す

3 1971400070 大月市 やまゆり 通所介護事業所 大月市富浜町宮谷1518-1 0554-20-1130
平日フルタイム (土曜勤務代休あり)

中国人スタッフが在職

4 1970900229 韮崎市 デイサービスらっく楽 通所介護 韮崎市水神1丁目10-6 0551-22-1602
週に２～３日（他は随時対応）9:00～16:00

中国語を話すスタッフが在職

5 1941910034 北杜市 有限会社 枡田屋 居宅介護支援 北杜市長坂町大八田6697 0551-32-2210
平日9：00～17：00

中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）

6 1971900491 北杜市 あい下黒沢 地域密着型通所介護 北杜市高根町下黒澤3790-2 0551-45-7602
土・日含むシフト制で週5日以上、夜間含み時間不規則

管理者が中国語を話す

7 1951080025 北杜市 フルリールむかわ 介護老人保健施設(老健) 北杜市武川町柳澤740-1 0551-26-0111
土・日含むシフト制で週4、5日以上、9：00～15：00の間の4、5時間

中国人スタッフが在職（介護職員）

8 1971300718 富士河口湖町
デイサービス

四つ葉のクローバー
地域密着型通所介護 富士河口湖町河口2818番地 0555-73-9011

平日 8:00～17:00
日常生活程度の中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

9 1971300296 富士河口湖町
ケアセンター
こころ

通所介護
居宅介護支援

南都留郡富士河口湖町船津1246-1 0555-73-3058
平日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （長野県１/４）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2070106683 長野市 セカンド・ライフ
訪問介護
(予防含)

長野市大字安茂里3601-1  西 026-217-6528
平日9:00～18:00

中国残留邦人等二世のスタッフが在職（訪問介護職員）

2 2070103888 長野市
社会福祉法人 暖家
ノーマライウィズ

通所介護
（予防含）

長野市若里2-10-1 026-229-6718
主に月・水・金・土曜日8:30～16:30
中国人スタッフが在職（介護職員）

3 2050180039 長野市 コスモス長野 介護老人保健施設 長野市小島田町380番地 026-285-2654
月～土曜日（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

4 2070103797 長野市 ニチイケアセンター長野南
通所介護
(予防含)

長野市篠ノ井御幣川305-1 026-293-7861
月～土曜日（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

5 2070200213 松本市 真寿園
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

松本市寿中2-20-1 0263-86-6590
月～金曜日8:30～16:30

中国語を話すスタッフが併設施設に在職

6 2070200171 松本市
真寿園

デイサービスセンター
通所介護
（予防含）

松本市寿中2-20-1 0263-86-6857
月～金曜日8:30～16:30

中国語を話すスタッフが在職

7 2070200262 松本市
松本市寿

デイサービスセンター
通所介護
（予防含）

松本市寿中2-20-1 0263-86-6857
月～金曜日8:30～16:30

中国語を話すスタッフが在職

8 2070200031 松本市
松本市寿

在宅介護支援センター
居宅介護支援 松本市寿中2-20-1 0263-57-7250

月～金曜日8:30～16:30
中国語を話すスタッフが併設施設に在職

9 2070200130 松本市
真寿園

ヘルパーステーション
訪問介護
（予防含）

松本市寿中2-20-1 0263-86-6653
月～金曜日8:30～16:30

中国語を話すスタッフが併設施設に在職

10 200200051 松本市
松本市南東部

地域包括支援センター
居宅介護支援 松本市寿中2-20-1 0263-85-7351

月～金曜日8:30～16:30
中国語を話すスタッフが併設施設に在職

27



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （長野県２/４）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 200200143 松本市
松本市中央南

地域包括支援センター
居宅介護支援 松本市筑摩2-31-1-1 0263-55-3320

月～金曜日8:30～16:30
中国語を話すスタッフが市内の事業所に在職

12 2090200300 松本市 ウエストベリー波田 小規模多機能型居宅介護 松本市波田6419-1 0263-87-0808
月～金曜日8:30～16:30

中国人スタッフが在職（介護士）

13 2050280029 松本市 ローズガーデン
介護老人保健施設
居宅介護支援

松本市中山7494番地8 0263-57-8002 中国人スタッフが在職

14 2070201237 松本市
デイサービスセンター

竹の湯
通所介護
（予防含）

松本市浅間温泉3-11-2 0263-45-1081
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

15 2070501727 飯田市 陽だまりの丘 介護老人福祉施設 飯田市北方3369-1 0265-48-0806
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

16 2070501073 飯田市
ショートステイ
たまゆら

短期入所生活介護 飯田市北方2688-2 0265-28-1331
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

17 2090500170 飯田市 羽場赤坂デイ 認知症対応型通所介護 飯田市羽場赤坂2021-50 0265-52-2446
月～土曜日（祝日含む）

中国語を話すスタッフが在職

18 2070500406 飯田市
ニチイケアセンター

飯田
通所介護 飯田市大瀬木298-1 0265-28-1537

8:30～15:00（木・日曜日休み）
中国人スタッフが在職（介護職員）

19 2070501164 飯田市
宅老所ふれあい街道

ニイハオ
通所介護
（予防含）

飯田市鼎切石4080-1 0265-24-2180
月～土曜日9:30～15:45

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

20 2072500586 松川町
ケアテック

介護支援事業部
居宅介護支援 松川町上片桐3314 0265-37-3399

事前に要相談
中国語を話すスタッフが系列施設に在職

28



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （長野県３/４）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

21 2072500875 松川町
機能訓練対応型

デイサービスセンター
さくら

通所介護
（予防含）

松川町上片桐2284 0265-37-1152
事前に要相談

中国語を話すスタッフが系列施設に在職

22 2072501329 松川町
ケアコミュニティ

こころ
通所介護
（予防含）

松川町上片桐3373番地1 0265-37-1172
事前に要相談

中国語を話すスタッフが系列施設に在職

23 2072500701 松川町
訪問介護ステーション

みらい
訪問介護 松川町上片桐2621番地6 0265-37-1151

事前に要相談
中国語を話すスタッフが系列施設に在職

24
2072501402
2072501105

松川町 松川荘
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

松川町元大島2965-1 0265-36-5200
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（調理員）
対応可能な言語：中国語、台湾語

25 2072100700 御代田町
訪問介護ステーション

たいよう
訪問介護 御代田町馬瀬口518-7

0267-31-3610
17：00以降：
090-2900-9292

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職

26 2073400547 信濃町
宅老所
にぎやか

通所介護
（予防含）

信濃町柏原2466-10 026-251-7320
月～土曜日9:00～17:00

中国人スタッフが在職（ヘルパー）

27 2052580012 高森町 円会センテナリアン
介護老人保健施設
通所リハビリ

下伊那郡高森町牛牧2468-4 0265-34-2525
月～土曜日9:00～16:00

中国語を話す職員1名が在籍（勤務時に限り対応可能）

28 2092500053 豊丘村 はやしの杜
地域密着型介護老人福祉

施設
豊丘村大字神稲4175番地 0265-34-3010

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職（看護師）

※福建語は単語の確認をしながらであれば対応可

29 2052580020 豊丘村 はやしの杜
介護老人保健施設
通所リハビリ
（予防含）

豊丘村大字神稲4176番地 0265-35-1870
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（看護師）
※福建語は単語の確認をしながらであれば対応可

30 2072500727 豊丘村

豊丘村社会福祉協議会
指定通所介護事業所
デイサービスセンター

ほほえみ

通所介護
（予防含）

豊丘村大字神稲3039-1 0265-35-1122
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

29



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （長野県４/４）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サービス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

31 2072501147 阿智村
阿智村社協デイサービスセンター

第二幸寿苑
通所介護 阿智村春日3291番地4 0265-43-2111

平日9:00～15:00（シフト制）
中国語を話すスタッフが在職

32
2072501394
2072501063

阿智村 特別養護老人ホーム 阿智荘
介護福祉施設
短期入所生活介護

阿智村智里491番地41 0265-43-2891
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

33 2072501444 喬木村
特別養護老人ホーム

喬木荘
介護老人福祉施設 喬木村3286番地1 0265-33-4433

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

34 2072501568 泰阜村
特別養護老人ホーム
やすおか荘

介護老人福祉施設 下伊那郡泰阜村7565-3 0260-25-2331
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

35
2072000736
2072000728

小海町
特別養護老人ホームこうみの里

（従来型、ユニット型）
老人福祉施設 小海町豊里3130番地4 0267-92-4561

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職

36 － 小諸市 ひまわり小諸 有料老人ホーム 小諸市大字八満2136-3
0267-27-0756
090-2900-9292

24時間対応
中国語を話すスタッフが在職

対応可能な言語：台湾語、閩南語

37 － 松川町
住宅型ケア施設
コアみらい

住宅型
有料老人ホーム

松川町上片桐2621番地6 0265-37-1033
担当者のシフトによる（3交代制）
中国語を話すスタッフが在職

対応可能な言語：広東語、北京語

30



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （岐阜県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サービス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2171800051 土岐市
特別養護老人ホーム

とき陶生苑
介護老人福祉施設 土岐市駄知町1858-2 0572-59-8678

担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職（介護職員）

事前に要相談

2 2190500203 各務原市
特別養護老人ホーム
サフィールそはら

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

各務原市蘇原六軒町3丁目6番地 058-371-3910 中国人スタッフが在職（介護職員）

3 2192500029 神戸町
グループホーム
りんどう

認知症対応型
共同生活介護

安八郡神戸町大字北一色555-1 0584-27-1130 担当者のシフトによる

4 2172500353 神戸町
夢の郷

デイサービスセンター
通所介護 安八郡神戸町大字丈六道59 0584-28-0710 担当者のシフトによる

5 2191300033 白川町 グループホーム両神
認知症対応型
共同生活介護
（地域密着）

白川町河岐711 0574-74-1020
中国人スタッフ在職

必要に応じて通訳対応可能（事前に要相談）

31



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （静岡県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サービス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2274204250 静岡市
特別養護老人ホーム
ベイコート清水

介護老人福祉施設 静岡市清水区折戸487番地の5 054-337-2255
担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

2 2297200046 浜松市 あそびケアホーム東
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
浜松市東区下石田町321 053-423-0066

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職

3 2277100299 浜松市
特別養護老人ホーム

西島寮
介護老人福祉施設 浜松市南区西島町101番地 053-425-2000

担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

4 2277204786 浜松市
特別養護老人ホーム
みさくぼの里

介護老人福祉施設 浜松市天竜区水窪町奥領家2356-4 053-982-1248
担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

5 2277101305 浜松市 ウイル
通所介護
（予防含）

浜松市中区向宿2丁目32-24 053-460-3611
担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

6 2297200640 浜松市 ホームウイル
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
浜松市中区名塚町17-1 053-589-3344

担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

7 2277202558 浜松市 浜松やわらぎ 訪問介護 浜松市西区入野町9908-1 053-448-3600 中国語を話すスタッフが在職

8 2272300977 富士市
ヴィラージュ富士
デイサービスセンター

通所介護 富士市厚原359-8 0545-73-1188
月～金曜日8:15～17:15

中国語を話すスタッフが在職

9 2276200017 掛川市
さやの家

デイサービスセンター

通所介護
認知症対応型通所介護

（予防含）
掛川市長谷1673 0537-21-1340

週4日9:00～16:30
中国人スタッフが在職

10 2270400563 伊東市
有料老人ホーム
サンリッチ伊東

特定施設
入居者生活介護
（予防含）

伊東市岡171-2 0557-35-3022
中国人スタッフが在職

対応可能な言語：中国語、台湾語

11 2270200237 下田市
ケアセンター
うばめがし下田

訪問介護
（予防含）

下田市東本郷2-6-2 0558-27-2277
担当者のシフトによる
中国人スタッフが在職

32



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （愛知県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2371003837 名古屋市 ひかりの里 地域密着型通所介護 名古屋市中川区応仁町2丁目47-1 052-655-5708
月～土曜日

中国人スタッフが在職

2 2370303030 名古屋市
デイサービス
ノア

地域密着型通所介護 名古屋市北区楠3丁目109番地 052-903-8200
月～日曜日

中国人スタッフが在職

3 2371200276 名古屋市 キュアケアサービスこころね 居宅介護支援 名古屋市南区鳥栖1-5-2 052-822-6982
月～金曜日

中国語対応可能なスタッフが在職
※土・日曜日は応相談

4 2373201181 西尾市 せんねん村矢曽根 介護老人福祉施設 西尾市矢曽根蓮雲寺29-1 0563-65-5553
事前に要相談

中国人スタッフが在職（介護職員）

33



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （三重県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1
2470300282
2470300472
2470300464

鈴鹿市 くすのき園

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
（予防含）

鈴鹿市若松西6丁目28番18号 059-385-3100
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

2 2470300365 鈴鹿市 くすのき園
訪問介護
（予防含）

鈴鹿市上箕田町字近田2639-2 059-385-7770
担当者のシフトによる

中国人スタッフが併設する特養に在職（介護職員）

3 2470300100 鈴鹿市 くすのき園 居宅介護支援 鈴鹿市上箕田町字近田2639-2 059-385-6565
担当者のシフトによる

中国人スタッフが併設する特養に在職（介護職員）

4
2470204716
2470200433

四日市市 小山田
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

四日市市山田5500-1 059-328-2177
平日8:30～17:00

中国人スタッフが在職（社会福祉士）

5 2470201027 四日市市
しおはま

在宅介護サービスセンター
居宅介護支援 四日市市塩浜栄町471 059-349-6380

9:00～18:00
中国語を話すスタッフが在職

6 2470500469 津市
特別養護老人ホーム

泉園
介護老人
福祉施設

津市野田2059番地 059-237-2526
中国語を話すスタッフが在職
必要に応じて通訳対応可

7 2471200465 伊賀市
特別養護老人ホーム

いがの里
短期入所生活介護 伊賀市愛田550番地 0595-45-8875

不定期（事前に要確認）
中国人スタッフが在職（介護職員）

34



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （滋賀県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2510106673 大津市
和迩いきいき
リハビリセンター

通所リハビリ
（予防含）

大津市和邇中浜476番地 077-594-8808
担当者のシフトによる

中国人スタッフが在職（介護職員）

2 2570104774 大津市
まごころ居宅介護支援事業所

におの浜
居宅介護支援 大津市西の庄5番17号 077-527-9200

平日8:30～17:30（土・日曜日休み）
中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）

35



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （京都府）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2670901343 京都市
こうふく

介護サービス

居宅介護支援
訪問介護
（予防含）

京都市伏見区四ツ谷池14-19
向島ニュータウン6-2棟101号

075-632-8434
随時対応（開所時間内）

中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー等）

2 2670916812 京都市
こうふく

介護醍醐事務所
訪問介護
（予防含）

京都市伏見区醍醐高畑町68-6
中野ビル205

075-748-7982
随時対応（開所時間内）

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー等）

3 2670900626 京都市 ウェルフェアひかり
訪問介護
（予防含）

京都市伏見区深草ススハキ町16 075-646-1188
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー等）

4 2610906352 京都市
（医）新生十全会
なごみの里病院

介護療養型医療施設 京都市伏見区日野西風呂町5 075-572-0634
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（看護師）

5 2614100069 京都市
（医）十全会京都東山
老年サナトリウム

介護療養型医療施設
短期入所療養介護
（予防含）

京都市山科区日ノ岡夷谷町11 075-771-4196
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（ケアマネジャー）
※同病院内に中国語を話す看護師が在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （大阪府１/３）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2775805068 大阪市
紅葉

介護センター
訪問介護
（予防含）

大阪市平野区流町3-20-4-503 06-6796-8316
月～土曜日9:00～18:00
中国人スタッフが在職

2 2779103502 大阪市 楽生活サービス
訪問介護
（予防含）

大阪市淀川区木川西3-3-12 06-6301-0332
月～金曜日9:00～18:00（祝日含む）

中国人スタッフが在職

3 2779402748 大阪市
上本町

ヘルパーステーション
訪問介護
（予防含）

大阪市中央区東平2-2-13
山田ビル405

06-6765-8511
月～土曜日9:00～17:00
中国人スタッフが在職

4 2775801992 大阪市 ひだまりの家
特定施設

入居者生活介護
大阪市平野区瓜破西3-11-1 06-6700-6900

中国人スタッフが在職
※必要に応じて通訳対応可

5 2773004169 大阪市
夕陽紅

デイサービス柴島
通所介護
（予防含）

大阪市東淀川区柴島3-10-19
一般社団法人帰国者センタービル1階

06-6379-3166
月～金曜日9:00～16:00
中国人スタッフが在職

6 2779104211 大阪市
千鶴

訪問介護センター
訪問介護
（予防含）

大阪市淀川区新高1-8-8
06-6395-6686
090-6663-6390

中国人スタッフが在職
※必要に応じて通訳対応可

7 2770401368 大阪市
らいおん

介護デイサービス２
地域密着型通所介護 大阪市港区田中1-15-2 06-6576-0345

月～土曜日8:30～17:00
中国人スタッフが在職

8 2772004632 大阪市
ケアホーム
彩音

訪問介護 大阪市住吉区清水丘1-28-17-114 06-7892-8888
月～金曜日9:00～18:00
中国人スタッフが在職

9
2765090978
2773004433

大阪市 夕陽紅
訪問看護
福祉用具貸与

特定福祉施設用具販売
大阪市東淀川区柴島3丁目10-19 06-7507-2178

平日8：00～17：00
中国残留邦人等二世のスタッフが在職

10
2795800446
2776501898
2775807072

大阪市 千晴訪問介護サービス

地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
（予防含む）

大阪市平野区長吉出戸7丁目4番24号 06-4302-5647
平日9：00～17：00

中国残留邦人等二世のスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （大阪府２/３）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11
2776401271
2776401263

堺市 東輝
訪問介護
通所介護
（予防含）

堺市南区槇塚台2-18-10 072-284-9651

月～金曜日8:30～17:30（訪問介護）
月～土曜日8:30～17:30（通所介護）

中国人スタッフが在職（所長、ヘルパー等）
※緊急時は時間外対応可

12 2776002194 堺市
デイサービス
かがやき

通所介護
（予防含）

堺市堺区翁橋町1-99
ホテルリバティプラザ2階

072-275-5669
緊急：

080-4649-6678

月・火・木・金・土曜日9:00～17:00
中国人スタッフが在職（所長、ヘルパー等）

※緊急時は時間外対応可

13 2776200996 堺市
えがお

訪問介護ステーション
訪問介護
（予防含）

堺市東区北野田471-22  2階 072-349-9716
毎日9:00～17:00

中国人スタッフが在職（所長、ヘルパー等）
※緊急時は時間外対応可

14 2776100683 堺市
アガぺの里

介護ステーション
訪問介護
（予防含）

堺市中区福田464-6 072-234-2202
月～土曜日9:00～18:00

中国人スタッフが在職（ヘルパー）

15 2776501443 堺市 ハートビート
訪問介護
（予防含）

堺市北区百舌鳥西之町1-27-201 072-240-1911
毎日8:45～17:45

中国人スタッフが在職（ヘルパー）
※緊急時は時間外対応可

16
2771901788
2771901796

大東市 家園
通所介護
訪問介護

大東市新田中町1番1号 072-814-6588
月～土曜日8:30～16:30

中国語を話すスタッフが在職

17 2775504711 八尾市 きらり
訪問介護
（予防含）

八尾市東町6-16 072-926-6890
中国語を話すスタッフが在職
（中国残留邦人等三世）

18 2775504760 八尾市
あっと・ゆうヒューマインド

ケアセンター
訪問介護
（予防含）

八尾市高砂町1丁目53番地の21
ハウス紫陽花1階

072-999-2080
中国語を話すスタッフが在職（ヘルパー）

随時対応（事前に要相談）

19 2775010784 東大阪市
夕陽紅

デイサービス
通所介護
（予防含）

東大阪市金岡4-13-2
リバーサイド金岡5番館102号

06-7506-1751
月～土曜日8:45～16:15

中国語を話すスタッフが在職

20 2765090978 東大阪市 夕陽紅
訪問介護
（予防含）

東大阪市大蓮南4丁目22-2 06-7505-7229
月～金曜日8:00～17:00（祝日含む）
中国語を話すスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （大阪府３/３）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

21 2775011220 東大阪市
フォレストガーデン
ケアプランセンター

居宅介護支援 東大阪市日下町3丁目7番14号 072-986-6605
平日9：00～17：00

中国語を話すスタッフが在職
※緊急時は時間外対応可

22 2771604879 吹田市
サニーヒル

ケアプランセンター
居宅介護支援 吹田市五月が丘北14-7 06-6170-2605

24時間対応
中国語を話すスタッフが在職
※利用等については施設に相談
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （兵庫県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2870601909 神戸市 ハナの会
訪問介護
居宅介護支援

長田区若松町4-4-10-502 078-646-8671 中国語を話すスタッフが在職

2 2875101848 神戸市
ヘルパーステーション

すうふぅ
訪問介護

神戸市中央区下山手通3丁目15-19
下山手セントラルハイツ301号

078-322-1235 中国語を話すスタッフが在職

3 2870803018 神戸市
在宅介護事業所
ハッピー

訪問介護
神戸市垂水区坂上4丁目1番28

マンションミモザ102
078-747-0806 中国語を話すスタッフが在職

4 2870801863 神戸市
ウェルフェア（株）

ファミリーケアゆうあい
訪問介護

神戸市垂水区本多聞2丁目12-30
ハイデンス多聞203号

078-783-6628 中国語を話すスタッフが在職

5 2870907793 西宮市 スマートケアサービス 訪問介護 西宮市松風町1-3 0798-31-1255
担当者のシフトによる

中国滞在歴のあるスタッフが在職

6 2870905722 西宮市 カリスケアセンター 訪問介護 西宮市馬場町2-32シンヨコビル4階 0798-39-0014 中国語を話すスタッフが在職

7 2873009183 尼崎市
デイサービス
のむら

通所介護 尼崎市大物町1-10-7 06-6487-0161
平日月16回（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職

8 2873300335 伊丹市
伊丹市

訪問介護事業所
訪問介護

伊丹市広畑3-1
いきいきプラザ内

072-780-2904 中国人スタッフが在職

9 2873300939 伊丹市
ウェルフェアー伊丹
グループホーム

認知症対応型
共同生活介護

伊丹市野間北5丁目7-20 072-778-5131
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

10 2893300216 伊丹市 オアシス伊丹池尻 小規模多機能型居宅介護 伊丹市池尻6丁目186-1 072-785-5070
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職

11 2873102293 川西市 ふるさとの家いちじく
地域密着型通所介護

通所介護
川西市小戸3-21-17 072-747-3722

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （奈良県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 2970106973 奈良市 いろは
訪問介護
（予防含）

奈良市南京終町4-337-1 0742-63-2772
月～日曜日（本社理事）
週1回（看護師）

相談に応じて訪問介護員が随時対応可

2 2970104754 奈良市
介護センター
すみれ

訪問介護
（予防含）

奈良市東九条町538 0742-62-6655
月～金曜日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職（訪問介護員）
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （鳥取県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3111510016 南部町 西伯病院 通所リハビリ 西伯郡南部町倭 0859-66-2211
月～金曜日8:30～17:30

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （島根県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3250880022 益田市 くにさき苑 介護老人保健施設 益田市遠田町1956番地8 0856-22-1150
平日8:20～17:15

中国語（北京語）を話すスタッフが在職（医師）
事前に要相談
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （岡山県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3390101834 岡山市 こころの里 やまさき
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
岡山市中区山崎57番地 086-206-2788

9:00～17:00（木・日曜日休み）
中国語を話すスタッフが在職

2 3370800942 総社市 ニチイケアセンター総社 訪問介護
総社市駅前2-10-16
ベルメゾン101

0866-90-3401
土・日・祝日のみ

中国語を話すスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （広島県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3470212576 広島市 トラパンダ 居宅介護支援 広島市安佐南区伴東7丁目41番12号 082-849-4515
8:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職

2 3474300104 福山市 鳥還荘 通所介護 福山市沼隈町中山南265番地2 084-988-1688
週5日月～土曜日8:30～17:30（シフト制）

中国語を話すスタッフが在職

3 347151340 福山市 サンフェニックス
介護老人福祉施設
認知症対応型
共同生活介護

福山市瀬戸町大字地頭分
字小立2721番地

084-951-3663 中国語を話すスタッフが在職（グループホーム2名）

4 3472502420 東広島市
デイサービス
ひまわり

地域密着型通所介護 東広島市八本松西1丁目11番1号 082-426-5539
8:30～17:30

中国語を話すスタッフが在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （徳島県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3670104516 徳島市
デイサービスセンター

恵
通所介護 徳島市仲之町2丁目14 088-652-7920

月～土曜日8:30～17:30（シフト制）
※事前連絡
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （香川県１/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3770300568 坂出市 きやま
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
（予防含）

坂出市川津町1986番地8 0877-45-0007
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

2 3770300279 坂出市
グループホーム
やすらぎの家きやま

認知症対応型
共同生活介護

坂出市川津町2001番地1 0877-45-1611
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

3 3770300998 坂出市
きやま

ケアプランセンター
居宅介護支援 坂出市川津町1493番地 0877-45-3111

随時対応
中国語を話すボランティアが在籍

4 3790300135 坂出市
巡回ケア
きやま

定期巡回・随時対応型
訪問介護
訪問看護

坂出市川津町1493番地 0877-45-1173
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

5
3790300093
3770300956

坂出市 かわつ

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護
短期入所生活介護
（予防含）

坂出市川津町2787番地1 0877-45-0133
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

6 3770300121 坂出市
城山

デイサービスセンター
通所介護
（予防含）

坂出市川津町1986番地22 0877-45-1771
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

7 3770300204 坂出市
城山

ホームヘルパーステーション
訪問介護
（予防含）

坂出市川津町1493番地 0877-45-1114
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

8 3750380051 坂出市 城山苑

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリ
（予防含）

坂出市川津町1493番地 0877-45-1178
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

9 3770300840 坂出市 ケアハウスハイツ城山
特定施設入居者
生活介護

坂出市川津町1986番地22 0877-45-1179
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

10 3760390066 坂出市
城山

訪問看護ステーション
訪問看護
（予防含）

坂出市寿町1丁目3番1号 0877-45-1173
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （香川県２/２）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サービス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

11 3770300402 坂出市
デイサービスセンター

コスモス
通所介護
（予防含）

坂出市寿町1丁目3番1号 0877-59-2850
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

12 3790300036 坂出市 緑の家
小規模多機能型居宅介護

（予防含）
坂出市寿町1丁目3番1号 0877-44-1370

随時対応
中国語を話すボランティアが在籍

13 3790300200 坂出市
グループホーム
緑の里

認知症対応型
共同生活介護

坂出市寿町1丁目3番1号 0877-45-1160
随時対応

中国語を話すボランティアが在籍

14 3790300176 坂出市
デイサービスセンター

らくだや
認知症対応型通所介護

（予防含）
坂出市元町町2丁目1番1号 0877-45-1162

随時対応
中国語を話すボランティアが在籍

15 3770201691 丸亀市
住宅型有料老人ホーム

なでしこ垂水
有料老人ホーム
訪問介護

丸亀市新田町233番地5 0877-24-0176
平日8:30～18:00

中国語を話すスタッフが在職（訪問介護員）
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （愛媛県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3810128540 松山市
医療法人順風会
天山病院

介護療養型医療施設、
（介護予防）通所リハビリ

テーション、
（介護予防）訪問看護

松山市天山二丁目3番30号 089-946-1555
平日 9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職（医師）
事前に要相談

49



中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （高知県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 3970500686 土佐市 リハプライド土佐 通所介護 土佐市高岡町甲1874-6 088-852-2333
月～金曜日8:30～17:30

中国人スタッフが在職（介護士）

2 3970500462 土佐市
デイサービス
あんしん

通所介護
（予防含）

土佐市波介48-2 088-828-7118
週3日月・水・金曜日9:00～13:00

中国語を話すスタッフが在職（介護士）

3 3970500462 土佐市
訪問介護ステーション

アストロ
訪問介護 土佐市波介48-2 088-803-5886

担当者のシフトによる
中国語を話すスタッフが在職（介護士）

4 3960590036 土佐市
訪問看護ステーション

虹心
訪問看護 土佐市高岡町乙1179-21 088-854-8107

中国語を話すスタッフが在職
※管理者が通訳程ではないが対応可
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （福岡県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 4071105045 福岡市 さつき デイサービス
通所介護
(予防含)

福岡市南区若久6丁目42番8号 092-561-8983
平日8：30～17:30

中国語を話すスタッフが在職

2 4073101349 春日市 希
訪問介護
（予防含）

春日市須玖南4丁目37番地 092-593-4324
平日9:00～17:00

中国語を話すスタッフが在職（サービス提供責任者）

3

4010419226
4073800080
4073800577
4073800064

宇美町
岡部病院
菜の花

介護療養型医療施設
居宅介護支援
訪問介護
通所リハビリ
（予防含）

糟屋郡宇美町明神坂1丁目2番１号 092-932-0025
月1～2回（不定期）

中国語を話すスタッフが在職（鍼灸外来診療担当者）
事前に要相談

4 4073800569 宇美町
デイサービスセンター

神苑
通所介護
（予防含）

糟屋郡宇美町明神坂1丁目2番１号 092-932-0025
月1～2回（不定期）

中国語を話すスタッフが在職（鍼灸外来診療担当者）
事前に要相談

5 4094200047 新宮町 グループホーム Ever夜臼
認知症対応型
共同生活介護

糟屋郡新宮町新宮東2丁目15番13号 092-410-1486
中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

事前に要相談
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （佐賀県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 4191600081 江北町 グループホーム栄寿荘
認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)
杵島郡江北町大字上小田280番地1 0952-86-5685

シフト制17：00～9：00
夜勤の中国人スタッフ1名が在職
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （熊本県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 4370109904 熊本市 ベストケアセンター
訪問介護
（予防含）

熊本市南区田迎2丁目3-11 096-378-7722
月～金曜日9:00～18:00

中国語を話すスタッフが在職（訪問介護員）
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （大分県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 4450180114 大分市 大分豊寿苑 介護老人保健施設 大分市大字皆春1521番地の1 097-521-0110 中国語を話すスタッフが在職（事務職員、介護職員）

2 4470202393 別府市
ケアハウス
別府石垣園

特定施設
入居者生活介護

別府市石垣西2-1-31 0977-25-1688 台湾出身のスタッフが在職（介護職員）

3 4490200237 別府市
特別養護老人ホーム
別府石垣園

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

別府市石垣西2-1-32 0977-25-1689
中国出身のスタッフが在職（介護職員）

対応可能な言語：北京語

4 4473100073 宇佐市 妻垣荘 介護老人福祉施設 宇佐市安心院町妻垣401番地 0978-34-4015
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職（介護職員）

5 4410412045 日田市
医療法人愛幸会
原病院

介護療養型医療施設 日田市三本松2丁目6-16 0973-22-7151
担当者のシフトによる

中国語を話すスタッフが在職(介護職員)
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中国語の対応が可能な介護事業所一覧 （鹿児島県）

№
介護保険
事業所番号

市区町村名 介護事業所名
サ-ビス
の種類

住所 電話番号 勤務形態

1 4670107277 鹿児島市
鹿児島市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所谷山

居宅介護支援 鹿児島市西谷山1丁目1-7 099-210-2530
月～金曜日8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

中国語を話すスタッフが在職
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