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要介護1～5の人 要支援1・2の人 目 次

居宅介護支援事業所 介護予防支援事業所

要介護1～5の人 要支援1・2の人 目 次

訪問介護

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

訪問リハビリ 介護予防訪問リハビリ

訪問看護 介護予防訪問看護

通所介護

地域密着型通所介護

通所リハビリ 介護予防通所リハビリ

介護予防
認知症対応型通所介護

短期入所療養介護
介護予防
短期入所療養介護

認知症対応型通所介護

介護予防
居宅療養管理指導

家族の病気など在宅での介護が困難な時に、
施設に短期間滞在しながら日常生活上の支援
や機能訓練を行う

認知症状のある人が対象。施設に通所し、食
事や入浴・日常訓練などを行う

居宅療養管理指導

自宅に理学療法士などが訪問してリハビリを
行う

看護師などによる療養上の世話や診療の補助

医師・歯科医師・薬剤師などによる指導

短期入所生活介護
介護予防
短期入所生活介護

ケアマネージャー
(介護支援専門員)の
いる事業所

ホームヘルパーに
よるサービス

自
宅
で
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

認知症
高齢者の
デイサービス

施
設
に
通
っ
て
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

入浴チームに
よる訪問

リハビリ
専門職の訪問

看護師などの
訪問

医師などに
よる訪問

デイケア

デイ
サービス

在宅で居宅サービス（介護サービス）を利用
する時などに相談に応じ、サービス提供機関
と連絡・調整を行う

ショートステイ

施設に通所しながらの食事や入浴・日常動作
訓練等

施設に通所しながらの食事や入浴・リハビリ
等

施
設
に
短
期
間
滞
在
し
て

受
け
る
サ
ー

ビ
ス

ホームヘルパーによる身体的な支援や家事援
助

簡易な浴槽などを備えた入浴車での入浴介助
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要介護1～5の人 要支援1・2の人 目 次

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

　※ 要支援１・２の人は、施設サービスは利用できません。

目 次

日
常
生
活
の
自
立
を
助
け
る

施
設
に
入
所
す
る

車いすや
ベット
などを
借りる

特定福祉用具販売
介護予防
特定福祉用具販売

住宅改修費支給
介護予防
住宅改修費支給

定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や日常生活
上の世話、機能訓練などがうけられる（原則として要介護３以上の
人しか新規入所できません）

通いを中心として、状態や希望に応じて随時
「訪問」や「泊まり」を組み合わせて在宅生
活の継続を支援する

小規模多機能型居宅介護
  介護予防
  小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護
介護予防
認知症対応型共同生活介護

特定施設入所者生活介護
介護予防
特定施設入所者生活介護

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設

手すりの取り付けなどの住宅改修

有料老人ホームなどに入居している人へ、日
常生活上の世話や訓練をなどを行う

認知症の高齢者が共同生活を送りながら支援
や介護を受けられる
(要支援1の人は利用できません)

有料
老人ホーム
など

通所介護を
中心に
訪問介護・
短期入所を
複合的に
組合せする

グループホーム

症状が安定期に入り、介護リハビリを必要とする人が在宅復帰でき
るように、リハビリ中心としたケアを行う

入浴・排泄などに使用する福祉用具を購入す
る(指定事業者のみが対象）

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

自立を助けるための福祉用具をレンタルする

介護老人福祉施設

常時介護が必要で、在宅生活が困難な人が入所して生活全般の介護
が受けられる（原則として要介護３以上の人しか新規入所できませ
ん）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

シャーワーイスや
ポータブルトイレ
などを買う

手すりの
取付や
段差解消

　

在
宅
に
近
い
暮
ら
し
を
す
る

要介護1～5の人
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●居宅介護支援事業所一覧

 

＜次ページへ続きます＞

3870400706
月、火、木～土

居宅介護支援　あったかいご 24-7447 8：30～17：30
796-8004 八幡浜市産業通353番1
　　　　　   デイサービスあったかいご二番館　内

3870400607
月～金

おるde新町 居宅介護支援事業所
8：30～17：30

796-0069 八幡浜市下道1420番

22-0053

36-3720 月～金
居宅介護支援事業所  橙園

8：30～17：30
796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地570番地1

3870400490
月～土、祝日

社会福祉法人 八幡浜市社会福祉協議会 23-2940 8：30～17：30
796-0010 八幡浜市松柏乙1101番地

3870700493

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3870400037
月～土

ウェル五反田　居宅介護支援事業所 23-1611 8：30～17：15
796-8010 八幡浜市五反田1番耕地106番地

3870400045
月～金

居宅介護支援事業  ことぶき荘 24-6655 8：30～17：30
796-0001 八幡浜市向灘229番地18

3870400268
月～土

居宅介護支援事業所  西安 29-1700 8：30～17：15
796-0003 八幡浜市大平1番耕地870番地2

3870400102
月～金

八幡浜医師会 居宅介護支援事業所 24-7707 8：30～17：15
796-8002 八幡浜市広瀬一丁目7番17号

介護サービス・介護予防サービスともに、個人の心身の状態に合わせたケアプラ

ン・介護予防ケアプランを作り、それにもとづいてサービスを利用します。

ケアプラン、介護予防ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますの

で、利用者負担はありません。

ケアマネージャー（介護支援専門員）のいる事業所

休止中
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●居宅介護支援事業所一覧＜続き＞

●介護予防支援事業所一覧

※小規模多機能型居宅介護事業所にもケアマネージャーはいます。

　 利用したい場合は、Ｐ１３に掲載の事業所へご相談ください。

3800400016
月～金

八幡浜市地域包括支援センター 24-3918 8：30～17：15
796-0010 八幡浜市松柏乙1101番地

3870400987
月～土

リアン　居宅介護支援事業所　 35-6118 8：30～17：30
796-0026 八幡浜市1211番地1 (但し土は第1・第3のみで8：30～12：30）

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3870400979
月～金

こもれび社会福祉士事務所 21-2251 8：30～17：30
796-0003 八幡浜市大平1番耕地794番地7

3870400912
月～金

居宅介護支援事業所　きずな湯島 21-1674 8：30～17：30
796-8010 八幡浜市五反田湯島1番耕地506番1

3870400904
月～金

たけしケアプランセンター 24-6032 8：30～17：30
796-0003 八幡浜市大平1番耕地779番5

3870400862
月～土

居宅介護支援事業所 藤原合同会社 23-0316 8：00～17：00
796-0044 八幡浜市西近江屋町1536番地13

3870400821
月～土

居宅支援センター 矢野脳外科 23-0210 8：30～17：30
796-8003 八幡浜市古町一丁目6番12号

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3870400797
月～金

セントケア　八幡浜 29-1596 9：00～18：00
796-0031 八幡浜市江戸岡一丁目8番5号　マルマビル1階

(但し木・土は8：30～12：30）
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●訪問介護（ホームヘルプ）事業所一覧

796-8004  八幡浜市産業通4番18号 必要に応じ早朝・夜間

3870400789 年中無休

セントケア　八幡浜 29-1596 9：00～18：00

796-0031 八幡浜市江戸岡一丁目8番5号　マルマビル1階 必要に応じ24時間

3870401027 年中無休

ヘルパーステーション 西安 29-1322 8：30～17：15

796-0003 八幡浜市大平1番耕地870番地5 必要に応じ早朝・夜間

796-0069 八幡浜市下道1420番 必要に応じ24時間

3870400748 月～金

ニチイケアセンター八幡浜 29-1781 9：00～18：00

796-0087 八幡浜市1510番地53 必要に応じ早朝・夜間

3870400649 年中無休

おるde新町 ヘルパーステーション 22-0244 8：00～17：00

796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地124番地1 必要に応じ24時間

3870400599 年中無休

訪問介護ステーション ももたろう 24-7638 8：30～17：30

3870400482 年中無休

社協 ヘルパーステーション 八幡浜 36-0262 8：30～17：30

　　自宅で受けるサービス

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

＜次ページへ続きます＞

ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護、調理・洗

濯・掃除などの日常生活上の援助をします。通院などを目的とした乗降介助も行いま

す。

自宅での生活の手助けをしてほしい
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●訪問介護（ホームヘルプ）事業所一覧＜続き＞

●訪問入浴介護事業所一覧

796-0031 八幡浜市江戸岡一丁目8番5号　マルマビル1階 必要に応じる

営業日・営業時間

3870400789 月～土、祝日

セントケア 八幡浜 29-1596 9：00～18：00

3870401001 月～日（1月1日・2日を除く）

ヘルパーステーション　くじら 24-5296 8：00～18：00

796-8010 八幡浜市五反田１番耕地1046番地1 時間外応相談

（株）コモダ　ジェネシス南予訪問介護事業所 24-1811
796-0031 八幡浜市江戸岡1-2-39
　　　　　　八幡浜ビル本棟　1階　事務室

月～金
9：00～17：00

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3870400946 年中無休

訪問介護　きずな湯島 21-1674 8：30～17：30

796-8010 八幡浜市五反田湯島1番耕地506番地1 必要に応じ24時間

事業所名 電話番号

3870401043

介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助をします。

自宅へ入浴チームに訪問してもらいたい
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●訪問リハビリテーション事業所一覧

●訪問看護事業所一覧

9：00～18：00

796-0031 八幡浜市江戸岡1-8-5 緊急時必要に応じる

796-0026 八幡浜市1211番地1 緊急時必要に応じる

796-8003 八幡浜市古町一丁目6番12号 緊急時必要に応じる

3861091860 月～金

ぐんちゅう絆　訪問看護ステーション 35-6118 8：30～17：30

3860492549 月～金

合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル 35-9090 8：30～17：30

796-8007 八幡浜市八代68番地1 緊急時必要に応じる

3860492580 月～金

セントケア訪問看護ステーション八幡浜 20-8010

796-0021 八幡浜市桧谷1008番地 緊急時必要に応じる

3860492184 月～金、祝日

よつば訪問看護ステーション 35-6101 8：30～17：30

796-8002 八幡浜市広瀬1丁目7番17号 緊急時必要に応じる

3860491350 月～金

訪問看護ステーションSetsukO(せつこ) 35-6877 8：30～17：30

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3860490527 月～金

八幡浜医師会訪問看護ステーション 24-7707 8：30～17：15

796-0000 八幡浜市川通り1455-22 

796-0003 八幡浜市大平1番耕地870番地2

3857780567
月～土

介護老人保健施設 西安 29-1000 8：30～17：15

3810410096
月～金

真網代くじらリハビリテーション病院 28-1123 8：45～17：30
796-8053 八幡浜市真網代甲229番地5

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3810410096
月～金

チヨダクリニック 23-0011 8：45～17：30

疾患などを抱える人のお宅に看護師などが訪問し療養上の世話や診療補助を行います。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリを行います。

自宅へ看護師さんに来てもらいたい

自宅でリハビリを受けたい
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●通所介護（デイサービス）事業所一覧

●地域密着型通所介護（デイサービス）事業所一覧
※ 定員１８人以下の小規模な通所介護施設

＜次ページへ続きます＞

3870400722
月～土、祝日

デイサービス あったかいご 24-7447 9：15～16：20
796-8004 八幡浜市産業通353番1

3870400664
月～水、金～日、祝日

デイサービスセンター 日土のめぐみ 29-6005 8：30～17：30
796-0170 八幡浜市日土町2番耕地2番41

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3873700276
月～金、祝日

デイサービス ARRIBA 36-1160 8：30～17：15
796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地324番地

3870400193
月～土

デイサービスセンター ことぶき荘 24-6655 8：30～17：30
796-0001 八幡浜市向灘229番地18

3870400953
日、月、水～土、祝日

デイサービス  きずな湯島 21-1674 9：00～16：15
796-8010 八幡浜市五反田湯島1番耕地506番1

3870400557
月～土、祝日

おるde新町 デイサービスセンター 22-1080
8：00～17：00796-0069 八幡浜市下道1420番

　　施設に通って受けるサービス

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練な

どを日帰りで行います。

施設に行って支援や機能訓練などを受けたい

地域密着型サービス
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●地域密着型通所介護（デイサービス）事業所一覧＜続き＞

●認知症対応型通所介護（デイサービス）事業所一覧

35-6001

796-8036 八幡浜市釜倉1番耕地608番地1 必要に応じ延長・短縮可

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3890400157 月～土、祝日

優瑠里 デイサービス釜倉 24-7001 9：15～16：30

3870400961
月～金、祝日

デイサービスセンター　ももたろう 35-6030 8：30～17：30
796-0087 八幡浜市沖新田1510-53

3890400116
日、祝日

デイサービス くじら
8：30～17：15

796-8010 八幡浜市五反田1番耕地73番地1

3870400938
月～金

Ｗｅｌｌ　Ｓｔｕｄｉｏ　笑（うぇる すたじお　わら） 21-1708 12：00～17：00
796-0202 八幡浜市保内町宮内2番耕地78番1

3870400920 月～土（土は午前のみ）

デイサービス　ようなるデイ 20-9333  午前の部 9：00～12：15

796-0003 八幡浜市大平1番耕地779番5  午後の部 13：30～16：45

3870400763
月～土、祝日

デイサービス あったかいご二番館 24-7447 9：15～16：20
796-8004 八幡浜市産業通353番1

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3870400755
月、火、木～土、祝日

デイサービス オレンジハート 37-2686 8：30～17：30
796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地100番地1

認知症の人が、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで行います。

認知症高齢者を対象にしたデイサービス

地域密着型サービス

地域密着型サービス
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●通所リハビリテーション（デイケア）事業所一覧

3810410096
月～土

チヨダクリニック 23-0011 8：45～17：30
796-0000 八幡浜市川通り1455番地22

796-0001 八幡浜市向灘229番地14

3857780567
日～土、祝日

介護老人保健施設 西安 29-1000 8：30～17：15
796-0003 八幡浜市大平1番耕地870番地2

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3857780385
月～土

介護老人保健施設 青葉荘 22-5855 9：45～16：15

介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活

機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

施設に行って支援やリハビリを受けたい
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●短期入所生活介護（ショートステイ）事業所一覧

●短期入所療養介護（ショートステイ）事業所一覧

介護老人保健施設 青葉荘
796-0001 八幡浜市向灘229番地14

介護老人保健施設 西安
796-0003 八幡浜市大平1番耕地870番地2

（多床室・従来型個室）

3857780567
介護老人保健施設

29-1000
（多床室）

796-0010 八幡浜市松柏丙132番地  （ﾕﾆｯﾄ型個室）　

事業所名 電話番号 施設形態
3857780385

介護老人保健施設
22-5855

796-0071 八幡浜市新町272番地1  （ﾕﾆｯﾄ型個室）

3870400995  8人22-1600ショートステイ コンフォート松柏  特養の併設型

796-8010 八幡浜市五反田1番耕地76番地3  （ﾕﾆｯﾄ型個室）　

3870400888  8人

おるｄｅ新町短期入所生活介護事業所 22-0222  特定施設の併設型

3870400813  8人

ショートステイ コンフォート神山 24-0601  特養の併設型

青石寮 35-0510  特養の空床利用型

796-0203 八幡浜市保内町磯崎2114番地3  （従来型個室）

ショートステイ ことぶき荘 24-6655  特養の併設型

796-0001 八幡浜市向灘229番地18  （多床室）

3873700185  5人

　　施設に短期間滞在して受けるサービス

事業所名 電話番号 入所定員・実施形態

3870400185  10人

家族の病気など在宅でのサービス利用が困難な時に、短期間滞在（宿泊）して、日

常生活上の支援や機能訓練などを行います。

ショートステイ
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●福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所一覧
※ ここでは、八幡浜市と近郊にある施設を掲載しています。

3870700899 (0893)
23-9711

月～土、祝日
四国医療サービス株式会社　大洲営業所

8：30～17：00
795-0064 大洲市東大洲985番地4

3870400854
月～土

有限会社アサノ設備　ケアサポート がいな 21-6852 8：30～17：30
796-0112 八幡浜市保内町須川2503番地8

3870700683
(0893)

25-3001
月～金

株式会社 トーカイ大洲営業所
9：00～18：00

795-0081 大洲市菅田町菅田甲1312番地1

3870700550
(0893)

25-1001
月～金

リ・ライフ
8：00～17：00

795-0061 大洲市徳森248番地

3870700139
(0893)

24-1199
月～金

株式会社 アストあっぷるケアサービス
9：00～17：00

795-0064 大洲市東大洲116番地

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3870400110
月～土

介護支援ショップ八幡浜 三泰商事㈱ 24-5652 9：00～18：00
796-0071 八幡浜市276番耕地1

    日常生活の自立を助ける

3870401035
月～金

快青　福祉事業部 21-3294 8：30～17：30
796-8002 八幡浜市広瀬一丁目6-8

自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル（貸与）や購入費を支給する

サービス、住宅の改修が必要な場合に、改修費を支給するサービスがあります。

注意：住宅改修には事前申請が必要です。かならずケアマネージャーさんなどに

事前に相談してください。

車いすやベットなどを借りたい

ポータブルトイレやシャワーイスなどを購入したい

手すりの取り付けや段差解消など住宅の改修をしたい
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●小規模多機能型居宅介護事業所一覧

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）事業所一覧
※ 要支援１の人は利用できません

＜次ページへ続きます＞

796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地324番地

3870400383

グループホーム サルビア 24-1611 18人
796-0031 八幡浜市江戸岡一丁目2番9号

グループホーム 優瑠里 29-4122 18人
796-0111 八幡浜市保内町喜木1番耕地166番地1

3873700441

アクティブライフ 保内 36-2103 18人

3870400227

グループホーム 夏みかん 24-3334 9人
796-8007 八幡浜市八代45番地

3890400140

3890400082 営業日　日～土
通　所　10：00～16：00

訪　問　24時間
宿　泊　24時間

小規模多機能型居宅介護　橙園 36-3720
796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地570番地1

事業所名 電話番号 入所定員

    在宅に近い暮らしをする

事業所名 電話番号 営業日・営業時間

3890400017 営業日　日～土
通　所　10：00～16：00

訪　問　24時間
宿　泊　24時間

小規模多機能型居宅介護 めぐみ 29-7150
796-8054 八幡浜市穴井3番耕地703番地

施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、居宅への訪問や短期間の宿泊を組

み合わせ、多機能なサービスを提供します。

認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行いま

す。

通い・訪問・泊まりなど組み合わせて利用したい

グループホーム

地域密着型サービス

地域密着型サービス
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●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）事業所一覧＜続き＞

●特定施設入居者生活介護事業所一覧

おるde新町 介護付有料老人ホーム 22-0222 35人
796-0071 八幡浜市新町272番耕地1

3870400359

ウェルフェア 五反田 23-1704 68人
796-8010  八幡浜市五反田1番耕地106番地

3870400540

アクティブライフ千代田 20-8855 18人
796-0000 八幡浜市川通1455番地20

事業所名 電話番号 入所定員

3890400124

グループホームきららハウスアイリス 36-3388 18人
796-0201 八幡浜市保内町川之石6番耕地164番地1

3890400132

グループホームきららハウスカトレア 21-3344 18人
796-0112 八幡浜市保内町須川17番地1

3890400066

ニチイケアセンター八幡浜 29-1731 18人
796-8004 八幡浜市産業通4番18号

3890400090

796-0010 八幡浜市松柏甲728番地1

3870400425

グループホーム 橙園 36-3722 18人
796-0202 八幡浜市保内町宮内1番耕地583番地1

事業所名 電話番号 入所定員

3870400417

アクティブライフ 松柏 22-2330 18人

有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生活上の世話や機能訓練などを行い

ます。

有料老人ホーム

地域密着型サービス
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●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所一覧
※ 原則として要介護３以上の人しか新規入所できません。

796-8010 八幡浜市五反田1番耕地76番地3

3890400108

小規模特別養護老人ホーム コンフォート松柏 22-1600 29人
796-0010 八幡浜市松柏丙132番地

    施設に入所する

事業所名 電話番号 入所定員

3890400074

小規模特別養護老人ホーム コンフォート神山 24-0601 29人

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や日常生活上の世話、機

能訓練などを提供します。

身近な地域の施設に入所したい

地域密着型サービス
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●介護老人福祉施設一覧
※ 原則として要介護３以上の人しか新規入所できません。
※ ここでは、八幡浜市と近郊にある施設を掲載しています。

3871400390
(0894)

20-5710
介護老人福祉施設 皆楽園 50人
796-0914  西予市三瓶町皆江2598番地1

3871400473
(0894)

62-2111
介護老人福祉施設 松葉寮 75人
797-0020 西予市宇和町久枝甲1434番地1

3873700227
(0894)

38-0700
介護老人福祉施設 つわぶき荘 50人
796-0301 伊方町湊浦861番地1

3873700334
(0894)

53-0622
介護老人福祉施設 瀬戸あいじゅ 40人
796-0611 伊方町川之浜594番地

3870700188
(0893)

23-0210
介護老人福祉施設　とみす寮 55人
795-0012 大洲市大洲810番地1

3870700212
(0893)

25-3101
介護老人福祉施設　希望ヶ丘荘 90人
795-0000 大洲市菅田町菅田丙495番地34

796-0203 八幡浜市保内町磯崎2114番地3

3870400219

介護老人福祉施設 ことぶき荘 24-6655 60人
796-0001 八幡浜市向灘229番地18

事業所名 電話番号 入所定員
3873700185

介護老人福祉施設 青石寮 35-0510 110人

常時介護が必要で居宅生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を提供

します。

施設で日常生活の支援をしてほしい
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●介護老人保健施設一覧
※ 要支援１・２の人は利用できません。
※ ここでは、八幡浜市と近郊にある施設を掲載しています。

796-0003 八幡浜市大平1番耕地870番地2

事業所名 電話番号 入所定員
3857780385

3857780393
(0893)

23-5100
介護老人保健施設 フレンド 100人
795-0064 大洲市東大洲39番地

3857780088
（0893）
25-2713

介護老人保健施設 ひまわり 60人
795-0061 大洲市徳森1580番地1

介護老人保健施設 青葉荘 22-5855 100人

3857780369
(0894)

33-1080
介護老人保健施設 みのり園 80人
796-0907　西予市三瓶町朝立1番耕地386番地1

3857780294
(0894)

62-9769
介護老人保健施設 うわ 110人
797-0046 西予市宇和町上松葉176番地1

796-0001 八幡浜市向灘229番地14

3857780567

29-1000介護老人保健施設 西安 100人

3857780534
(0893)

59-7220
介護老人保健施設 長浜ひまわり 84人
799-3432 大洲市柴甲1422番地3

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や介護を提供し

ます。

施設で介護やリハビリを受けたい
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●介護医療院一覧
※ 要支援１・２の人は利用できません。
※ ここでは、八幡浜市にある施設を掲載しています。

38B0400020

23-0210 9人矢野脳神経外科医院 介護医療院
796-8003 八幡浜市古町一丁目6番12号

事業所名
38B0400012

医療法人青峰会 介護医療院くじら
796-8010 八幡浜市五反田1番耕地1046番地1

電話番号 入所定員

30人22-2309

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、医療・介護・住まいの

場を提供します。

施設で医療と介護の両方を受けたい

休止中
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〒796-0010

八幡浜市松柏乙１１０１番地

八幡浜市保健福祉総合センター　保健センター

高齢者相談等に関すること・・・・・・・・・ 地域包括支援センター

介護保険の認定等に関すること・・・・・・・・・・・・ 介護認定係

介護保険の認定調査に関すること・・ 介護認定係（認定調査員直通）

保健サービスに関すること・・・・・・・・ 成人保健係・健康栄養係

福祉サービスに関すること・・・・・・・・・・・・・ 高齢者福祉係

介護保険の保険料に関すること・・・・・・・・・・・・ 介護保険係

お 問 い 合 わ せ

24-6628

24-3918

24-6626

21-6850

24-6628

24-6626


