事業所一覧
居宅介護支援事業所

要介護１～５の方
事業所名

電話

下松市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

41-8880 末武下617-2

さくら苑指定居宅介護支援事業所

43-8123 瑞穂町2-21-1

指定居宅介護支援事業所げんき

45-2200 河内2761-2

きくや居宅介護支援事業所

48-3050 西豊井1404-10

ＪＡ介護支援センター下松

45-2340 西柳2-3-48

松寿苑指定居宅介護支援事業所

47-1200 来巻944-1

サンキ・ウエルビィ介護センター下松

48-1235 西豊井915-1

居宅介護支援事業所 きらら

41-6175 生野屋南1-10-1

ほしのさと居宅介護支援事業所

44-5151 生野屋南1-13-1

ニチイケアセンター下松

48-1080 末武下438-2

指定居宅介護支援事業所友・遊

45-6511 河内1897

ル・モンド下松居宅介護支援事業所

48-1088 望町1-11-28

ケアプランセンターねがい星

46-0015 東陽6-1-3

のんびり村花岡居宅介護支援事業所

48-3388 末武上1800-1

居宅介護支援事業所あじさい

44-0370 末武中41-6

下松中央病院居宅介護支援事業所

41-3030 古川町3-1-1

指定居宅介護支援事業所 星ひろば

48-8545 古川町3-1-2

居宅介護支援事業所来歩

48-3507 末武下401番地9

Ｓａｎｋｏ居宅介護支援事業所

48-8882 瑞穂町4-16-16

エトワール居宅介護支援事業所

46-3160 切山165

住所

介護予防支援事業所

要支援１、２の方
事業所名
下松市地域包括支援センター

電話

住所

45-1838 大手町3-3-3(下松市役所内)

※要支援１，２の方は下松市地域包括支援センターにご連絡いただくようになります。

施設一覧
（市外の施設も利用できます。ただし市外のグループホームは原則利用できません。）
介護福祉施設サービス
(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象です。
施設名

電話

特別養護老人ホーム 松寿苑

47-1220 来巻944-1

特別養護老人ホーム ほしのさと

45-3100 生野屋南1-13-1

地域密着型特別養護老人ホーム 星てらす

44-9516 古川町3丁目1-2

地域密着型特別養護老人ホーム ほがらか

47-1717 山田256

介護老人保健施設

住所

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象です。
施設名

電話

介護老人保健施設 ふくしの里

45-3360 生野屋南1-10-1

老人保健施設 成幸苑

41-7577 新川2-1-1

住所

急性期の治療が終わり、病状は安定しているもの、長期間にわたり療養が
必要な方が対象です。

介護療養型医療施設

施設名
篠山医院

電話

住所

44-8034 生野屋西4-3-13

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

比較的安定した認知症の状態にある方に対し、共同生活住居で日常生活の
お世話や、機能訓練を行う施設です。

施設名

電話

住所

グループホーム 清瀬の里

44-5801 清瀬町3-1-10

グループホーム 元気

47-1166 山田256

グループホーム のんびり村 米川

53-6688 下谷179

はぴね周南

45-5058 生野屋南1-7-10

グループホーム幸ヶ丘

47-3009 下松市山田111-4

グループホーム笠戸

52-1156 下松市笠戸島32-38

グループホームふぁみりあ

48-8732 藤光町1-12-18

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を
提供する施設です。

施設名
のんびり村 花岡

電話
48-3388 末武上1800-1

住所

その他の事業所
サービス内容

事業所名
下松市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
ＪＡ訪問介護ふれあい下松
さくら苑ホームヘルプサービス
指定訪問介護事業所げんき
サンキ・ウエルビィ介護センター下松
訪問介護ステーションにこにこ
きくやヘルパーステーション
①訪問介護 ニチイケアセンター下松
ヘルパーステーションＳａｎｋｏ
訪問介護 友遊
訪問介護ステーション ブリスケア
ヘルパーステーションねがい星
訪問介護事業所であい
訪問介護事業所星サポート
訪問介護ステーションきょうとも
②訪問入浴 ニチイケアセンター下松
③訪問看護 訪問看護ステーション下松・きらら
④訪問リハ 介護老人保健施設 ふくしの里
松寿苑デイサービスセンター
ほしのさとデイサービスセンター
さくら苑デイサービスセンター
生活リハビリセンター 友・遊
きくやデイサービス
ニチイケアセンター下松
デイサービスセンターいこい
ＪＡデイサービス久保
来歩リハビリステージ
デイサービスセンター ブリスケア
来歩ブレインケア
⑤通所介護 デイサービス Ｓａｎｋｏ
(デイサービス) ＪＡ デイサービス生野屋
デイサービスマル
デイサービスセンターねがい星
デイサービスセンター黄色いハンカチ
デイサービスセンター星ひろば
デイサービス和
わこうデイサービス藤光
のんびり村 花岡 デイサービスセンター
はぴね周南（認知症対応型通所介護）
デイサービスセンター笠戸
きょうともパワリハデイサービス
多機能型事業所来歩

電話
41-2720
47-2151
44-4515
45-2200
48-1235
45-6541
45-1165
48-1080
48-8882
45-6501
48-1088
46-0015
47-0001
48-8545
48-8633
48-1080
45-3370
45-3360
47-0753
45-3100
44-4515
45-6501
44-5811
48-1080
43-3240
47-2294
48-3500
48-1088
43-7525
48-8882
45-2294
46-2668
46-0015
41-7557
48-8545
48-8631
48-8272
48-3388
45-5055
52-1155
48-8633
45-3600

住所
末武下617-2
河内735
瑞穂町2-21-1
河内2761－2
西豊井915-1
生野屋南1-10-1
西豊井1404-10
末武下438-2
瑞穂町4-16-16
河内1897
望町1-11-28
東陽6-1-3
河内1048-1
古川町3-1-2
望町1-10-1
末武下438-2
生野屋南1-10-1
生野屋南1-10-1
来巻944-1
生野屋南1-13-1
瑞穂町2-21-1
河内1897
西豊井1404-10
末武下438-2
大手町2-10-29
河内735
古川町4-5-7
望町1-11-28
末武下401-9
瑞穂町4-16-16
生野屋南3-8-3
来巻951-3
東陽6-1-1
生野屋南3-2-13
古川町3-1-2
望町3-4-24
藤光町1-19-4
末武上1800-1
生野屋南1-7-10
笠戸島32-38
望町1-10-1
西豊井1442-1

サービス内容

事業所名
⑥通所リハビリ 老人保健施設 成幸苑
テーション 介護老人保健施設 ふくしの里
特別養護老人ホーム ほしのさと
⑦短期入所生 特別養護老人ホーム 松寿苑
活介護
ショートステイ 野の花
地域密着型特別養護老人ホームほがらか
老人保健施設 成幸苑
⑧短期入所療
介護老人保健施設 ふくしの里
養介護
篠山医院
⑨定期巡回・随時対応型訪
ほしのさとコールケアセンター２４
問介護看護
⑩小規模多機 小規模多機能 のんびり村 米川
能型居宅介護 あらなほーむ
指定福祉用具貸与・販売事業所げんき
⑪福祉用具貸与
株式会社ホームケアサービス山口 周南店

電話
41-7577
45-3360
45-3100
47-1220
45-5500
47-1717
41-7577
45-3360
44-8034
45-3100
53-6688
48-5004
45-2200
45-3008

住所
新川2-1-1
生野屋南1-10-1
生野屋南1-13-1
来巻944-1
瑞穂町2-21-1
山田256
新川2-1-1
生野屋南1-10-1
生野屋西4-3-13
生野屋南1-13-1
下谷179
古川町1-5-5
河内2761-2
末武上久保田1800-1

①訪問介護
訪問介護員が利用者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、単身世帯や同居家族等が障害・
疾病等のためみずから行うことが困難な調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言、その
他の日常生活上の支援を行うサービスです。

②訪問入浴
利用者の自宅を入浴車等で訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護で、利用者の身体の清潔保持、心身機
能の維持等を図るサービスです。

③訪問看護
訪問看護ステーションや病院の看護師等が利用者の自宅を訪問し、療養上のお世話や必要な心療の補助
を行うサービスです。

④訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士が主治医の指示に基づいて、利用者の自宅を訪問し、その心身の機能の維持回
復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法・作業療法その他の必要なリハビリテーションを
行うサービスです。

⑤通所介護(デイサービス)
利用者が事業所に通い、当該事業所が入浴・食事の提供とそれに伴う介護、その他の生活等についての
相談・助言・健康状態の確認等の日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。

⑥通所リハビリテーション
利用者が介護老人保健施設・病院・診療所等に通い、当該施設がその心身の機能の維持回復を図り、日
常生活の自立を助けるために、理学療法士・作業療法士その他の必要なリハビリテーションを行うサー
ビスです。

⑦短期入所生活介護
利用者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護、そ
の他の日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。

⑧短期入所療養介護
利用者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、当該施設が看護、医学的管理の下
に介護・機能訓練、その他必要な利用ならびに日常生活上の支援を行うサービスです。

⑨定期巡回・随時対応型訪問介護看護
利用者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問介護が密接に連携しながら、
定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。

⑩小規模多機能型居宅介護
小規模な居住型の施設で、「通い」を中心に「訪問」、「短期間の宿泊」などを組み合わせて、食事・
入浴などの介護や支援が受けられるサービスです。

⑪福祉用具貸与
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある利用者の日常生活上の便宜を図るための用具や、
機能訓練のための福祉用具を利用者の日常生活の自立を助けるために貸し出すサービスです。

