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６５才 以 上 の ⼈
（第 1 号 保 険 者）

４０〜６４才の⼈
（第 ２ 号 保 険 者）

介護保険制度とは？
　介護保険制度は、４０際以上の⽅が加⼊者となって介護が必要な状態になっても、
 出来る限り⾃宅で⾃⽴した⽇常⽣活を送れる様、必要なサービスを総合的・⼀体的
 に提供する、利⽤者にとって利⽤しやすい仕組みを作ろうという保険制度です。

宇和島市（保険者） サービス事業者（所）

ご利用者
（被保険者）

●保険料を納めます。
●要介護認定を受けて、
 介護サービスを利⽤します
●利⽤者負担（1割または2割）
 を⽀払います。

サービスが利⽤出来るのは

介護が必要と認定された⽅
（どんな病気やけがが原因
で介護が必要になったかの
は問われません。）

サービスが利⽤できるのは

特定疾病が原因となって介
護は必要であると認定され
た⽅が対象となります。

特定疾病とは
 加齢と関係がある疾病、要介護状態にな
 る可能性が⾼い疾病で１６疾病が指定さ
 れています。
 ●がん末期
  （医師が⼀般に認められている医学的
  知⾒にもとづき、回復の⾒込みがない
  状態に⾄ったと判断した場合に限る）
 ●関節リウマチ  ●脊柱管狭窄症
 ●筋委縮性側索硬 ●早⽼症
  化症      ●多系統委縮症
 ●後縦靭帯⾻化症 ●糖尿病性神経障害
 ●⾻折を伴う⾻粗  糖尿病性腎症
  鬆症       糖尿病性網膜症
 ●初⽼期における ●脳⾎管疾患
  認知症     ●閉塞性動脈硬化症
 ●進⾏性核上性⿇ ●慢性閉塞性肺疾患
  痺、⼤脳⽪質基 ●両側の膝関節⼜は
  底核変性症及び  股関節に著しい変
  パーキンソン病  形を伴う変形性関
           節症

●介護保険制度を運営し介護サービ
 スを整備します。
●保険料を徴収し、保険証を交付し
 ます。
●要介護認定を⾏います。

●指定を受けた⺠間企業、社会福祉
法⼈、医療法⼈などが在宅サービス
や施設サービス、地域密着型サービ
スを提供します。

地域包括支援センター
宇和島市が運営主体となって、⾼齢者
が⾃⽴して⽣活出来るようさまざまな
⽀援を⾏います。

介護支援専門員
（ケアマネージャーとは）
介護の知識を幅広くもった専⾨家で、
ケアプランの作成やサービス事業者と
の連絡調整を⾏います。なお、ケアマ
ネージャーの資格は更新制となり⼀定
の研修を修了した⼈に「主任ケアマネ
ージャー」の資格が導⼊されています



介護予防サービス（予防給付・地域支援事業）とは？
　　予防給付とは、改善の可能性が高い要支援の方を対象として介護予防を行います。
　　　※要⽀援と認定を受けた⽅は、⽣活⾃⽴度が⾼く、潜在能⼒が多く残っている⽅
    であり適切なサービスによって⾃⽴した⽣活を送る事が⼗分に可能な⽅です。
    したがって、⾃分で出来る可能性を提⽰し、その可能性に向けて、⾃ら取り組
    む意志を引き出すことにあります。

２

本人（または家族など）

介護（介護予防）サービスを受けるには、まず申請が
  必要です。本⼈または家族が申請してください
指定居宅⽀援事業者等に代⾏してもらうことも出来ます

宇　　和　　島　　市

訪問調査
訪問調査員が訪問調査を行います。ここ
では全国共通の調査が行われ、コンピュ
ーターによって公平に判定されます。

主治医の意見
主治医が医学的見地から意見書を作成し
ます。主治医がいない場合は、市の指定
医の診断を受ける必要があります。

介護認定審査会
介護認定審査会は訪問調査の結果と、医師の意見書に基づき審査判定します
　　※認定結果は原則として６ヶ月～２年ごとに見直されます。

非該当該　当
自　立：介護給付によるサービスは受けられませんが、生活
支援サービス事業(総合事業)などのサービスを受けられる場
合がありますので、包括支援センターへお問い合わせ下さい。

認　　　　　　　定

　　要支援１・要支援２

　　　　 （要支援者）

　介護予防サービスの利用

　　要介護１～要介護５

　　 　（要介護者）

　　介護サービスの利用

要介護認定
　申請（要介護認定申請）に基づいて認定調査が⾏われます。
   申請（要介護認定申請）により、介護が必要なのかどうか調査を⾏います。
   ⼜同時に、⼼⾝の状況についてかかりつけ医に意⾒書を作成してもらいます。
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相　談

相　談申請

　宇和島市（地域包括支援センター）

介護予防サービスの利用

（従来の介護予防サービス）

             一般向け介護予防事業が利用できます。

介護予防普及啓発事業(生き活き教室など)

地域介護予防活動支援事業　  地域リハビリテーション活動支援事業など

※教室の内容等については地域包括支援センターにお問い合わせください。

　　介護予防生活支援

　 サービス事業を利用

訪問型・通所型・生活支援サービス

　要支援１・２

　（要支援者）

　　自立

 （非該当）

利用できるサービスの判定

基本チェックリストの実施）

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業（総合事業）の利⽤の流れ。
　介護予防・総合事業は、要⽀援１・２の認定を受けた⽅や基本チェックリス
 トにより⽣活機能の低下が⾒られた⽅が利⽤できる「介護予防・⽣活サービ
 ス事業と、６５歳以上のすべての⼈が利⽤できる「⼀般介護予防事業」があ
 ります。

 宇和島市役所内の地域包括⽀援センター窓⼝にて相談してください。
 原則として、利⽤者本⼈が窓⼝にて⼿続きして下さい。
 ⾼齢者福祉課（１番窓⼝） 電話４９－７０１９(直通)

サービス利用がなくて
も日常生活が送れるが
、何らかのサービスを
受けたい方総合事業(通所・

訪問型サービス)
のみの利用

生活機能の低
下がみられた
方

介護予防サービス
計画の作成

介護予防ケアマネ
ジメントの作成

６ ５ 歳 以 上 の す べ て の 方



４

要介護認定
　申請（要介護認定申請）に基づいて認定調査が⾏われます。
   申請（要介護認定申請）により、介護が必要なのかどうか調査を⾏います。
   ⼜同時に、⼼⾝の状況についてかかりつけ医に意⾒書を作成してもらいます。

　訪問調査
　　　宇和島市の職員等の調査員（介護認定調査員）が、⾃宅等
  を訪問して、⼼⾝の状況や介護が必要になった経緯、介護
  の状況などについて、本⼈や家族等から聞き取り調査を⾏
  います。

　　　　　　　　　　　　　 調査の内容（調査項⽬）

 基本調査

 ○⿇痺等の有無          ○問題⾏動
 ○関節の動く範囲の制限の有無   ○薬の内服
 ○寝返り             ○集団参加ができない
 ○起きあがり           ○買い物
 ○座位保持            ○簡単な調理
 ○両⾜での⽴位          ○過去14⽇間に受けた医療⾏為
 ○歩⾏              ○⽇常⽣活⾃⽴度
 ○⽴ち上がり            
 ○⽚⾜での⽴位保持          
 ○洗⾝                              
 ○⽖切り           
 ○視⼒       
 ○聴⼒
 ○移乗
 ○移動
 ○嚥下             
 ○⾷事摂取           
 ○排尿            
 ○排便              概況調査
 ○⼝腔清潔           家族の状況や介護が必要な状態に
 ○洗顔               ⾄った経緯などを記⼊します。
 ○上⾐の脱着      
   ○ズボン等の脱着                        特記事項             
 ○外出頻度           基本調査の中で⾏われる⾏為の中    
 ○記憶・意思の伝達         での補⾜部分等について記⼊しま  
                   す。

　基本調査をもとにコンピューターで判定を⾏った上で、かかりつけ医
の意⾒書と訪問調査の際の特記事項、コンピュータによる判定結果を基
に介護認定審査会を⾏い、要介護状態区分の判定が⾏われます。



介護保険における利⽤者負担
《サービス費⽤の１〜３割は利⽤者の負担です》
　ケアプランに沿って介護サービスを利⽤した場合、利⽤者が負担するのは費⽤の１割〜
 ３割です。（65歳以上の本⼈合計所得が160万以上、かつ単⾝で合計所得額が280万以上、2⼈以上の所得が346万以上の場合に2割負担となります）

 ただし、介護サービスは利⽤したければ無制限に使えるわけではありません。利⽤にあたっ
 ては、要介護（要⽀援）度に応じた利⽤額の上限が決められています。上限を越えたサービ
 スを受ける場合は、越えた分の全額が⾃⼰負担となります。

利⽤者負担が著しく⾼額になったとき
　　利⽤者が同じ⽉内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利⽤者負担の合計（同じ
  世帯に複数の利⽤者がいる場合は世帯合計額）が利⽤者負担の上限をこえた場合、申請に
  より市町村が認めたときはこえた分が⾼額介護サービス費として⽀給されます。

５

料理、掃除など他⼈の助けが必要だが、認知症などのために介護予防サービス
が受けられない。
家事も含めた⾝の回りの世話全般に他⼈のサポートが必要。⾷事にも他⼈の⽀
えが必要とすることがある。
掃除も含めた⾝の回りの世話やトイレでの排泄が⾃分⼀⼈で出来ない。しっか
り歩いたり出来ないことがある。
⾝の回りの世話やトイレでの排泄がほとんど出来ず、ひとりで歩けない。

トイレでの排泄、⾷事、⽴ち上がることもほとんど出来ない。認知症などによ
る問題⾏動が多く⾒られる。

本　　人　　の　　状　　態　

 利⽤の上限額   ⾃⼰負担額
 
 
１６６，９２０円 １６，９２０円
１９６，１６０円 １９，６１６円
２６９，３１０円 ２６，９３１円
３０８，０６０円 ３０，８０６円
３６０，６５０円 ３６，０６５円

要介護状態区分

 

   要介護１

   要介護２

   要介護３

   要介護４

   要介護５

要介護状態区分
   
  
  要介護１
  要介護２
  要介護３
  要介護４
  要介護５

１ヶ月に利用できる限度額（支給限度額）

短期⼊所ｻｰﾋﾞｽのみを利⽤した
場合の1ヵ⽉の利⽤可能⽇数

１６⽇
１８⽇
２４⽇
２７⽇
３０⽇

※短期⼊所サービスはあくまで在宅サービスの継続のために利⽤するサービスです。
 短期⼊所サービスを利⽤する場合には、以下の点に注意してください。
   ○短期⼊所サービスの連続利⽤は３０⽇までとなります。
   ○連続して３０⽇をこえない利⽤であっても、短期⼊所サービスの利⽤⽇数は
    認定等の有効期間のおおむね半数をこえないことを⽬安とします。

　　　　　　　　　　　　　　　　負　担　上　限　額　（月　額）

生活保護を受給されている方など

老齢福祉年金を受給している方
前年の合計所得金額と公的年金
年収額の合計が年80万以下の方

世帯者全員が住民税を課税されていない
方で

※（世帯）とは、住⺠票上の世帯員で介護サービスを利⽤した⽅の負担合計
を指し、（個⼈）とは、介護サービスを利⽤したご本⼈の負担の上限額です

要⽀援１

要⽀援２

要⽀援１
要⽀援２

 ５０，０３０円
１０４，７３０円

 ５，００３円
１０，４７３円

 ５⽇
１３⽇

部屋の掃除などをするのに他⼈の⽀えが必要。また、歩く際に⽀えが必要にな
ることがある。また、⾷事やトイレは⾃分で出来る。
部屋の掃除などをするのに他⼈の⽀えが必要。また、歩く際に⽀えが必要にな
ることがある。また、その状態の改善の可能性が⾒られる⽅。

世帯内にどなたか市民税課税者がいる方

　現役並み所得者に相当する方がいる世帯
（同一世帯内に課税所得145万以上の65歳の方がいる世帯）

４４，４００円（世帯）

２４，６００円（世帯）

１５，０００円（個人）

１５，０００円（個人）



　施設サービス（特別養護⽼⼈ホーム）
　　施設サービスは要介護１～５に該当する方のみ利用できます。　　　
 　（居室には」多床室（相部屋）、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室があります。）
      
      施設サービスを利⽤した場合の⾃⼰負担額は、介護サービス費⽤の１割、⾷費(⾷材
   料費＋調理費)、居住費（滞在費）その他の⽇常⽣活費を合計したものになります。 

  介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム・多床室（相部屋）の場合︓１ヶ⽉を３０⽇として計算
    施設サービスの⾃⼰負担は費⽤の１割と⾷費及び居住費、⽇常⽣活費などです。

 要介護状態 介護ｻｰﾋﾞｽ費/⽉   ※居住費(家賃･光熱費)   ※⾷費(          )     ⾃⼰負担額
 要介護１  １７，８２０円  9,600円 ( ⼀般世帯 )  41,400円( ⼀般世帯 )     68,820円
 要介護２  １９，８３０円  9,600円 ( ⼀般世帯 )  41,400円( ⼀般世帯 )     70,830円
 要介護３    ２１，８７０円  9,600円 ( ⼀般世帯 )  41,400円( ⼀般世帯 )     72,870円
 要介護４  ２３，８８０円  9,600円 ( ⼀般世帯 )  41,400円( ⼀般世帯 )     74,880円
 要介護５  ２５，８３０円  9,600円 ( ⼀般世帯 )  41,400円( ⼀般世帯 )     76,830円

  居住費と⾷費は介護保険の対象外になり、利⽤者の⾃⼰負担となります。
    所得の低い⽅には居住費(滞在費)と⾷費の限度額が設定されています。
     ⾷費と居住費の負担の上限額は次のようになります。 （）内の費⽤は⽇額です。
           利⽤者負担段階と負担限度額    ※⽉額（⽇額）
          第１段階     第２段階      第３段階

   多 床 室           0円(    0円) 11,100円(370円) 11,100円( 370円) 11,100円(   370円)
   従来型個室   9,600円(320円) 12,600円(420円) 24,600円( 820円) 34,500円(1,150円)
  ﾕﾆｯﾄ型準個室 14,700円(490円) 14,700円(490円) 39,300円(1,310円) 49,200円(1,640円)
     ﾕﾆｯﾄ型個室 24,600円(820円) 24,600円(820円) 39,300円(1,310円) 59,100円(1,970円)
 ⾷    費    9,000円(300円) 11,700円(390円) 19,500円(   650円) 41,400円(1,380円)

※このほか、施設独⾃に掛かる費⽤・⽇常⽣活費(洗濯代等)が加算されます。

 ⾷費のうち利⽤者負担となるのは、⾷材料費＋調理費となります。
 利⽤者負担の⾦額については、利⽤する施設によって異なります。

※このほか、施設独⾃に掛かる費⽤・⽇常⽣活費(洗濯代等)が加算されます。

   ⼀般世帯       １，３８０円
                ６５０円
                ３９０円
                ３００円

⽣活保護の受給者、世帯
全員が住⺠税⾮課税で⽼
齢福祉年⾦の受給者

世帯全員が住⺠税⾮課税で
課税年収額の合計が80万以
下の⽅

世帯全員が住⺠税⾮課税で
課税年収額の合計が80万超
え266万未満の⽅など

⽣活保護の受給者、世帯全員が住⺠税
で⽼齢福祉年⾦の受給者

世帯全員が住⺠税⾮課税で課税年収額
の合計が80万以下の⽅

世帯全員が住⺠税⾮課税で課税年収額
の合計が80万超266万未満の⽅など

施設で設定される
⾷費（⾷材料費＋
調理費）との差額
が補⾜給付として
介護保険から⽀払
われます。

施設サービスを利⽤した場合の１⽇あたりの⾷事の標準負担額

⾷材料費＋調理費

 要介護状態 介護ｻｰﾋﾞｽ費/⽉   ※居住費(家賃･光熱費)   ※⾷費(          )     ⾃⼰負担額
 要介護１  １８，７５０円 59,100円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 119,250円
 要介護２  ２０，７３０円 59,100円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 121,230円
 要介護３    ２２，８６０円 59,100円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 123,360円
 要介護４  ２４，８４０円 59,100円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 125,340円
 要介護５  ２６，８２０円 59,100円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 127,320円

⾷材料費＋調理費

 介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム・ユニット型個室︓１ヶ⽉を３０⽇として計算
    施設サービスの⾃⼰負担は費⽤の１割と⾷費及び居住費、⽇常⽣活費などです。

居

住

費

⼀ 般 世 帯

６
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　施設サービス（⽼⼈保健施設）
　　施設サービスは要介護１〜５に該当する⽅のみ利⽤できます。   
  （居室には」多床室（相部屋）、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室があります。）
      
      施設サービスを利⽤した場合の⾃⼰負担額は、介護サービス費⽤の１割、⾷費(⾷材
   料費＋調理費)、居住費（滞在費）その他の⽇常⽣活費を合計したものになります。 

  介護⽼⼈保健施設（⽼⼈保健施設・多床室の場合・看護職員配置︓１ヶ⽉を３０⽇として計算
    施設サービスの⾃⼰負担は費⽤の１割と⾷費及び居住費、⽇常⽣活費などです。

 要介護状態 介護ｻｰﾋﾞｽ費/⽉   ※居住費(光熱⽔道費)  ※⾷費(         )      ⾃⼰負担額
 要介護１  ２３，０４０円  9,600円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 )      74,040円
 要介護２  ２４，４８０円  9,600円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 )      75,480円
 要介護３    ２６，３１０円  9,600円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 )      77,310円
 要介護４  ２７，８４０円  9,600円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 )      78,840円
 要介護５  ２９，４３０円  9,600円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 )      80,430円

  居住費と⾷費は介護保険の対象外になり、利⽤者の⾃⼰負担となります。
    所得の低い⽅には居住費(滞在費)と⾷費の限度額が設定されています。
     ⾷費と居住費の負担の上限額は次のようになります。 （）内の費⽤は⽇額です。

           利⽤者負担段階と負担限度額    ※⽉額（⽇額）
            第１段階   第２段階        第３段階

    多 床 室           0円(    0円) 11,100円(370円) 11,100円( 370円) 11,100円( 370円)
  従来型個室 14,700円(490円) 14,700円(490円) 39,300円(1,310円) 49,200円(1,640円)
  ﾕﾆｯﾄ型準個室  14,700円(490円) 14,700円(490円) 39,300円(1,310円) 49,200円(1,640円)
   ﾕﾆｯﾄ型個室  24,600円(820円) 24,600円(820円) 39,300円(1,310円) 59,100円(1,970円)
  ⾷    費  9,000円(300円) 11,700円(390円) 19,500円(   650円) 41,400円(1,380円)

※このほか、施設独⾃に掛かる費⽤・⽇常⽣活費(洗濯代等)が加算されます。

 ⾷費のうち利⽤者負担となるのは、⾷材料費＋調理費となります。
 利⽤者負担の⾦額については、利⽤する施設によって異なります。

※このほか、施設独⾃に掛かる費⽤・⽇常⽣活費(洗濯代等)が加算されます。

   ⼀般世帯       １，３８０円
                ６５０円
                ３９０円
                ３００円

⽣活保護の受給者、世帯
全員が住⺠税⾮課税で⽼
齢福祉年⾦の受給者

世帯全員が住⺠税⾮課税
で課税年収額の合計が80
万以下の⽅

世帯全員が住⺠税⾮課税
で課税年収額の合計が80
万超え266万未満の⽅など

⽣活保護の受給者、世帯全員が住⺠税で
⽼齢福祉年⾦の受給者

世帯全員が住⺠税⾮課税で課税年収額の
合計が80万以下の⽅

世帯全員が住⺠税⾮課税で課税年収額の
合計が80万超266万未満の⽅など

施設で設定される
⾷費（⾷材料費＋
調理費）との差額
が補⾜給付として
介護保険から⽀払
われます。

施設サービスを利⽤した場合の１⽇あたりの⾷事の標準負担額

食材料費＋調理費

 要介護状態 介護ｻｰﾋﾞｽ費/⽉   ※居住費(光熱⽔道費)  ※⾷費(         )      ⾃⼰負担額
 要介護１  ２０，８５０円 49,200円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 111,450円
 要介護２  ２２，２００円 49,200円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 112,800円
 要介護３    ２４，０３０円 49,200円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 114,630円
 要介護４  ２５，５９０円 49,200円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 116,190円
 要介護５  ２７，１２０円 49,200円 ( ⼀般世帯 ) 41,400円 ( ⼀般世帯 ) 117,720円

食材料費＋調理費

 介護⽼⼈保健施設（⽼⼈保健施設・従来型型個室・看護職員配置︓１ヶ⽉を３０⽇として計算
    施設サービスの⾃⼰負担は費⽤の１割と⾷費及び居住費、⽇常⽣活費などです。
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市内の医療機関
秋山膚科泌尿器科医院　　　　堀端町1-16　　　 ２２－２５４６

阿部眼科　　　　　　　　　　堀端町1-4　　　　２２－０２１７

あべ医院　　　　　　　　　　津島町岩松823　　３２－２６１６

石川循環器科・内科　　　　　中沢町1-2-9　　　２０－０３２０

一刈産婦人科医院　　　　　　新田町2-2-22　　 ２５－６１６１

岩村外科胃腸科　　　　　　　吉田町魚棚20-3　 ５２－３１１１

植木整形外科　　　　　　　　堀端町2-5　　　　２２－００２２

上田外科　　　　　　　　　　広小路1-26　　　 ２５－０１００

宇都宮内科・胃腸科　　　　　栄町港2-4-26　　 ２５－７２２８

地域医療推進機構宇和島病院　賀古町2-1-37　   ２２－５６１６

宇和島徳洲会病院　　　　　　住吉町2-6-24　   ２２－２８１１

大畑皮膚科医院　　　　　　　和霊元町1-2-8　　２４－３３５５

小川クリニック　　　　　　　丸の内1-1-11　　 ２３－３５９９

沖内科クリニック　　　　　　新田町1-2-30　　 ２５－３３３５

加藤整形外科    　　　　　　和霊元町4-2-8    ２２－７１１１

鎌野病院　　　　　　　　　　広小路2-49　   　２４－６６１１

木村内科医院　　　　　　　　京町2-40　　　　 ２４－００３０

清岡眼科　　　　　　　　　　御幸町2-5-5　　　２０－１１８８

くきた内科クリニック　　　　中沢町2-4-5　　　２６－２２６０

楠崎医院　　　　　　　　　　本町追手1-2-15　 ２４－２２１１

口羽外科胃腸科医院　　　　　津島町高田丙547-1３２－５０００

河野整形外科クリニック　　　丸の内3-1-1　　　２２－１８２２

桑折小児科　　　　　　　　　中央町1-10-5　　 ２４－５６３３

古賀耳鼻咽喉科　　　　　　　御幸町2-6-3　　　２２－９９１１

こばやし小児科　　　　　　　長堀3-5-12　　　 ２３－１１５０

蒋渕診療所　　　　　　　　　蒋渕1119　　　　 ６３－００１１

ササオカ内科医院　　　　　　中央町2-3-17　　 ２４－３８８６

市立宇和島病院　　　　　　　御殿町1-1　　    ２５－１１１１

しませ医院　　　　　　　　　保田856-1　　　　２７－１８８８

正光会宇和島病院　　　　　　柿原1280　　　　 ２２－５６２２

正光会広小路診療所　　　　　堀端町1-13　　　 ２２－１６１４

市立吉田病院　　　　　　　　吉田町北小路217　５２－０６１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次ページへつづく
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市立津島病院　　　　　　　　津島町高田丙15　 ３２－２０１１

上甲外科麻酔科　　　　　　　寄松230-1　　　　２５－５８１１

鈴木外科　　　　　　　　　　吉田町北小路96-2 ５２－０１０４

清家消化器内科クリニック 　 恵美須町1-3-10   ２２－２２６６ 

善家外科・脳神経外科　　　　堀端町2-39　　　 ２２－１４８４

たけだ耳鼻咽喉科医院　　　　丸の内1-1-5　　　２５－１１１０

玉木眼科医院　　　　　　　　佐伯町1-2-26　　 ２５－０３０３

溜尾整形外科　　　　　　　　吉田町東小路98-1 ５２－３１３３

谷耳鼻咽喉科医院　　　　　　並松1-1-41　　　 ２４－４１３３

田中循環器科内科　　　　　　堀端町2-1        ２２－０５０４

戸島診療所　　　　　　　　　戸島2014　　　　 ６４－０２１０

友松外科・胃腸科　　　　　　鶴島町6-27　　　 ２２－０４１０

長野産婦人科　　　　　　　　堀端町1-8　　　　２４－１１０３

中山内科・胃腸科　　　　　　堀端町2-16　　　 ２２－０７０７

二宮整形外科　　　　　　　　桝形町2-3-27　　 ２５－８６００

萩山医院・寿ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ　　 寿町1-4-5　　　　２４－６２００

橋本内科クリニック　　　　　吉田町沖村609-1　５２－０８０８

日振島診療所　　　　　　　　日振島1729　　　 ６５－０００４

兵頭内科医院　　　　　　　　和霊元町1-6-24　 ２５－２７７２

藤田整形外科　　　　　　　　鶴島町3-8　　　　２２－５６３５

ますだクリニック　　　　　　伊吹町甲1155-7　 ２３－６６１１　

松浦内科(和霊町)　　　　　　和霊元町2-4-21　 ２３－１５１０

松浦内科医院　　　　　　　　並松1-1-31　　　 ２３－１１２２

松崎クリニック　　　　　　　三間町宮野下793  ５８－４８２８

松澤循環器科内科　　　　　　天神町8-19　　　 ２５－５８５８

松林眼科　　　　　　　　　　丸の内3-1-13　　 ２２－７７１７

水谷医院　　　　　　　　　　吉田町立間2-2619 ５２－０１４４

三瀨内科　　　　　　　　　　中央町1-3-19　　 ２２－６１６６

やくしじこどもクリニック　　泉町2-2-10　　　 ２４－１３８６

薬師寺内科　　　　　　　　　吉田町北小路99　 ５２－０５２０

山内産婦人科医院　　　　　　宮下223-5　　　　２４－０３２１

山下小児科　　　　　　　　　堀端町1-41　　　 ２３－００５５

山中医院　　　　　　　　　　広小路1-31　　　 ２２－１７５０

山本内科医院　　　　　　　　本町追手1-1-15　 ２２－５１００

遊子診療所　　　　　　　　　遊子3627　　　　 ６２－００１６

吉田内科泌尿器科医院　　　　御幸町2-2-12　　 ２５－１３３０

わたなべハートクリニック　　朝日町3-1-6　　　２５－１７１７



介護保険相談窓⼝

地域包括⽀援センターとは、主任ケアマネージャー・社会福祉⼠・保健師などが中⼼とな
って⾼齢者の⽀援を⾏います。専⾨分野を持った職員がそれぞれの仕事を⾏うだけではな
く、互いに連携を取りながらチームとして総合的に⽀援します。

 利⽤対象者
  おおむね６５歳以上の⽅で⾝体が虚弱または、寝たきり・準寝たきり・痴呆等のため、
  ⽇常⽣活に⽀障のある⽅、またはこれらの⽅を抱える家族の⽅。

 利⽤料⾦は無料です

 サービスの内容
  各関係機関と連絡を取りながら、いろいろなサービスを提供します。
  ・福祉サービスの紹介、申込⼿続きの代⾏  ・⾼齢者実態把握調査の実施
  ・保健・医療サービスの紹介 ・権利擁護 ・介護予防教室等の実施
  ・介護予防・地域⽀援事業の利⽤調整   ・介護予防プランの作成など

 宇和島市にある地域包括⽀援センター

10

宇和島市地域包括支援センター

電話　0895-49-7019(直通)

地域包括支援センター
（宇和島市役所内）

ケアハウスいこい
居宅支援事業所いこい



介護保険相談窓⼝

 

要介護(要⽀援)者の相談に応じ、市やサービス提供者と連絡調整を⾏います。また、ケアプ
ラン(介護サービス計画)を作成し、サービスがきちんと⾏われているかをチェックします。

利⽤料⾦
 介護サービス計画作成にかかる費⽤は、全額保険から給付されます。
 サービスの内容
  ・介護保険制度に関する相談・要介護(要⽀援)
         認定の申請代⾏
  ・介護サービス計画（ケアプラン）の作成,各サ
       ービス事業者との連絡調整

宇和島市内にある指定居宅介護⽀援事業所

（株）ニチイケアセンター宇和島　　　　川内978-1　 　　　２０－０１３５

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所　住吉町1-6-16　　　２３－５７０８

ＪＡえひめ南居宅介護支援センター　　　佐伯町2-1918   　 ２２－５４００　　　　　

（有）介護プランニング南予　　　　　　宇和津町3-3ｰ27　　２５－８６６５

きくぞのケアパーク居宅介護支援事業所  御幸町2-4-16　　　２８－６６３１

やすらぎの杜指定居宅介護支援事業所　　保田1932-2　　　　２０－３１７５

JCHO宇和島老健居宅介護支援センター　　賀古町1-2-20　　　２３－２６２６

セントケア宇和島　　　　　　　　　　　佐伯町2-3-21　　　２０－１７６１

ラポール指定居宅介護支援事業所　　　　恵美須町1-1-3　　 ２０－０１９４

指定居宅介護支援事業所いこい　　　　　和霊元町1-5-27　　２２－０２１３

（有）ケアセンター宇和島　　　　　　　丸之内2-1ｰ7　　　 ２２－０４０１

友　愛（　友 松 外 科 ・ 胃 腸 科　)  鶴島町6-27　　　　２２－０４１０

　                                                       次項につづく
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（有）ケアサポートさくら　　　　　　　丸穂甲937-15　　　  ２４－５００７

（有）介護サービスあすなろ　　　　　　本町追手2-1-41　  　２２－３３９０

ケアプランセンターパール(徳洲会病院)　住吉町2-6-24　　  　２２－２８１１

（有）ケアサービスひばり　　　　　　　明倫町5-6-17　　  　２６－２２２６

指定居宅介護支援事業所あいか　　　　　高串2-191-1　  　　 ２２ー２０１８

ひだまりの会居宅介護支援事業所　　　　長堀3-8-6　　  　　 ２８－６８８１

ケアプランセンターみずき　　　　　　　川内甲957-4　　  　 ２８－６１８５

居宅介護支援事業所きずな　　　　　　　宮下甲1535ｰ60　　   ２０－１５７０

指定居宅介護支援事業所春風　　　　　　和霊町1534－3　　   ２３ー５６４９

ケアプランセンター菜の花　　　　　　　保田甲1916-1　　  　２７－３３１７

居宅介護支援事業所笑歩会宇和島　　　　保田甲981－1　　  　２７－０５５２

宇和島市社協吉田介護保険事業所　 　 　吉田町東小路58-5 　 ５２－３１６６

指定居宅介護支援事業所いわむら　 　 　吉田町魚棚20-3　    ５２－３１１１

指定居宅介護支援事業所サンランド　  　吉田町立間尻727-1 　２０－２７１２

指定居宅介護支援事業所あかね　　　  　吉田町白浦3-2　　 　５２－０２０３

UTサポート指定居宅介護支援事業所　　  吉田町東小路57　　  ４９－１２３５

指定居宅介護支援事業所YASURA          吉田町白浦211-1　　 ５２－３６５１

宇和島市社協三間介護保険事業所　　  　三間町迫目126　　 　５８－１０５１

介護ｾﾝﾀ-津島指定居宅介護支援事業所　  津島町高田2930-1　　３２－４３５９

ケアステーションますほ　　　　　　　  津島町高田2920-1  　２０－８１１０

口羽指定居宅介護支援事業所　　　　  　津島町丙547-1　　 　３２－５０００

宇和島市社協津島介護保険事業所　　  　津島町岩松471　　 　３２－２７２１

（合）ゆら指定居宅介護支援事業所  　　津島町須下365　　 　３７－００４７

ケアプラン　はたじ　　　　　　　　　  津島町下畑地1125−1　３２－６２６３

  

宇和島市内の居宅介護事業所(つづき)



介護保険で受けられる在宅サービス
《サービスを受けるには要介護(要⽀援)認定が必要です》

 
ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、介護や⾷事などの⾝の回りの世話をします。
 介護予防訪問介護（要⽀援１、２の⽅）
  利⽤者が⾃⼒で困難な⾏為について、同居家族や地域の⽀え合いなどの⽀援が受けられ
  ない場合に利⽤できます。 

 サービスの内容
   ○⾝体介護…利⽤者の⾝体に直接触れて⾏う介助サービスです。
       （そのために必要となる準備、後⽚付け等の⾏為を含みます。）
   ・排泄の介助（トイレポータブルトイレ・紙おむつを利⽤しての⼀連の介助）
   ・⾷事（摂⾷）介助・嚥下困難者のための流動⾷等の調理
   ・清拭、⼊浴⾝体整容（清拭・部分浴・全⾝浴・洗⾯等・⾝体整容・更⾐介助）
   ・体位変換、移動介助、移乗介助、外出介助、通院介助・服薬介助
   ・起床及び就寝介助
   ・⾃⽴⽣活⽀援のための⾒守り的援助
    （利⽤者と⼀緒に⾏う調理、洗濯等。⼊浴、更⾐等の⾒守り。移動の際の声掛け、付添い）
   ○⽣活援助（家事援助）…掃除・洗濯・調理などの⽇常⽣活の援助のことです。
              （そのために必要となる準備、後⽚付け等の⾏為を含みます。）
   ・掃除（居室内やトイレ、卓上等の清掃。ゴミ出し。準備、後⽚付け）
   ・洗濯（洗濯、乾燥、取り⼊れと収納、アイロンがけ）
   ・ベットメイク（利⽤者が不在の際のシーツ交換、布団カバー等の交換）
   ・⾐類の整理・被服の補修（夏、冬物等の⼊替え等。ボタン付け、破れの補修）
   ・⼀般的な調理、配下膳（⼀般的な調理、配膳、後⽚付けのみ）
   ・買い物、薬の受け取り（⽇⽤品等の買い物。薬の受け取り）
   ○通院等乗降介助（介護タクシー）
    通院等のために訪問介護員が⾃分で運転する⾞両の乗り降りの介助を
    ⾏った上に乗⾞前や降りた後に移動の介助を⾏い、さらに受診の際の
    ⼿続きや受診等に関わる介助を⾏うことです。

     サービス費⽤のめやす
    介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業 訪問型サービス（みなし）
            ○訪問型サービスⅠ １,１６８円（総合事業対象者･要⽀援 週１回程度/１ヶ⽉）
       訪問型サービスⅡ ２,３３５円（総合事業対象者･要⽀援 週２回程度/１ヶ⽉）
       訪問型サービスⅣ   ２６６円（総合事業対象者･要⽀援 1回  ⽉4回まで）
       訪問型サービスⅤ   ２７０円（総合事業対象者･要⽀援 1回 ⽉5〜8回まで） 
    介護訪問介護 
      ●⾝体介護   ２４５円（２０分〜３０分まで）
              ３８８円（６０分まで）
      ●⽣活援助   １８３円（２０分以上〜４4分まで）
              ２２５円（４５分以上）
         夜間・早朝・深夜などは加算があります。
      事業所の職員体制によって別途料⾦が必要な事があります。

 
   ※介護保険適⽤外となるもの（以下の⾏為は介護保険の対象とはなりません。）
    草引き、花⽊の⽔やり、植⽊の剪定などの園芸作業。 ⽝の散歩、ペットの世話など。
    家具・電気製品の移動、修繕。 本⼈が使っている部屋以外の掃除。
    本⼈以外の⾐服の洗濯、本⼈以外の⾷事の⽤意、本⼈以外の買い物など。
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宇和島市内の訪問介護事業所

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所　　住吉町1-6-16　  ２３－３７１１

登録ヘルパー事業所光来園　　　　　　　　保田甲806　　　 ２７－０１３４

（有）ケアセンター宇和島　　　　　　　　丸の内2-1-7　　 ２２ー０４０１

ＪＡえひめ南ホームヘルプサービス事業所　佐伯町2-1918    ２２－５４００

（株）きくぞのケアパーク訪問介護事業所　和霊元町4-1-12　２３－１４４２

（株）ニチイケアセンター宇和島　　　　　川内978-1　　   ２０－０１３５

（株）セントケア宇和島　　　　　　　　　佐伯町2-3-21　  ２０－１７６１

（有）ケアサポートゆずりは          　　祝森3081-47　   ２７－１８７３

（有）別当ヘルパーこでまり　　　　　　　別当5-3-2　　   ２３－７６１８

ラポール指定訪問介護事業所　　　　　　  恵美須町1—4—23　２０－０１９４

（有）訪問介護のどか　　　　　　　　　　大超寺奥乙90-11 ２３－５２６０

（有）ヘルパーステーションこころ　　　　別当2-4-1　　 　２０－１７０１

 (有)ケアステーション悠友　　　　　　　 丸之内4-3-13    ２５－１７０５

（有）訪問介護サービスなごみ　　　　　　保田甲360-3　　 ２０－３１８７

 (有)介護サービス菜の花　　　　　　　　 保田甲1916-1　  ２７－３３１０

サクラ・明倫　　　　　　　　　　　　　　中沢町1-1-51　　２４－４４６６

 (有)訪問介護かしま　　　　　　　 　　　戸島3937　　　　６４－０３７６

 (有)だんだん介護サービス　　　　　　　 伊吹町380-19　　２３－１１４１

（株）ニチイケアセンターあけぼの　　　　寿町1-5-8　　　 ２０－１２２０

 ヘルパーつくし　　　　　　　　　　　　 小浜2101-5  　　２８－０３３８

ケアセンターわかば　　　　　　　　　　　保田甲396-1　　 ２７－３０３３

すろーらいふ　　　　　　　　　　　　　　祝森1156　      ２７－１７７１

ヘルパーあさがお　　　　　　　　　　　　明倫町5—5—12　　２３－４０６６

介護センタースマイル　　　　　　　　　　長堀3-10-17-3　 ２８－６８０８

ヘルパーステーションあん　　　　　　　　中沢町1-2-10　　２０－１２１３

ケアサポートあかり　　　　　　　　　　　祝森甲3010-1    ２７－２８１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次頁につづく
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サポート多恵　　　　　　　　　　　　　　 御殿町9-32　　　　２５－５２７９

訪問介護なでしこ　　　　　　　　　　　　 伊吹町甲367-1     ２２－６６０２

訪問介護　ゆずの家　　　　　　　　　　　 新町2－2－11　　　２６－５０１１

訪問介護ひより　　　　　　　　　　　　　 川内甲2530-1      ２７－１８６６

宇和島市社会福祉協議会吉田介護保険事業所 吉田町東小路58-5　５２－３１６６

サンランド訪問介護事業所　　　　　　　　 吉田町立間尻727-1 ２０－２７１１

宇和島市社会福祉協議会三間訪問介護事業所 三間町迫目126     ５８－１０５１

宇和島市社会福祉協議会津島訪問介護事業所 津島町岩松471　　 ３２－２７２１

介護センター津島指定訪問介護事業所　　　 津島町高田2930-1　３２－４３５９

ケアステーションますほ訪問介護事業所　　 津島町高田2920-1　２０－８１１０

ケアサポートかなざわ　　　　　　　　　　 津島町高田2744-2  ３２－５５２１

 ⽇中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が⼀体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随
時の対応を⾏います。
 １つの事業所で訪問介護と訪問看護を⼀体的に提供する「⼀体型」と、訪問介護を⾏う事業者
が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」があります。

対象者 要介護１〜５の認定を受けた⽅。

サービスの内容
①定期巡回サービス
 訪問介護員等が、定期的に利⽤者の居宅を巡回して、⼊浴、排せつ、⾷事等といった⽇
 常⽣活上の世話を⾏います。
②随時対応サービス
 オペレーターが通報を受け、利⽤者の状況に応じてサービスの⼿配を⾏います。
③随時訪問サービス
 オペレーターからの要請を受けて、随時、訪問介護員等が利⽤者の居宅を訪問して、⼊
 浴、排せつ、⾷事等といった⽇常⽣活上の世話を⾏います。
④訪問看護サービス
 看護師等が利⽤者の居宅を訪問して、療養上の世話または診療の補助を⾏います。

訪問看護サービスを⾏う看護師等がいる事業所の場合(訪問看護を含めて⾏う場合)
 要介護1   8,255円   要介護2  12,897円 要介護3 19,686円
 要介護4 24,268円   要介護5  29,399円

宇和島市内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

ラポール24訪問介護看護センター　　　　　　恵美須町1—4—23　 ２０－０１９４



  
 
 デイサービスセンターなどにおいて、⼊浴・⾷事の提供・機能訓練などのサービスが
 受けられます。（施設によって栄養ケアマネジメント・⼝腔機能向上などの個別サー
 ビスが受けられます）

 サービスの内容
  ・送迎 ・健康チェック ・機能訓練 ・⾷事 ・⼊浴など
    サービス費⽤のめやす
     利⽤する施設の種類と介護度によって異なります

    介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業 通所型サービス
     〇通所型サービス1  1,647円(総合事業対象者･要⽀援1 1か⽉)
      通所型サービス2  3,377円(総合事業対象者･要⽀援2 1か⽉)
          通所型サービス1回数 378円(総合事業対象者･要⽀援1 1か⽉のうち4回迄)
      通所型サービス2回数 389円(総合事業対象者･要⽀援2 1か⽉のうち5〜8回迄)

     通所介護
     ●通常規模型の場合        
      （所要時間５〜７時間未満）     （所要時間７〜９時間未満）       

  
 
 デイサービスセンターなどにおいて、⼊浴・⾷事の提供・機能訓練などのサービスが
 受けられます。（施設によって栄養ケアマネジメント・⼝腔機能向上などの個別サー
 ビスが受けられます）

 サービスの内容
  ・送迎 ・健康チェック ・機能訓練 ・⾷事 ・⼊浴など
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ニチイケアセンター宇和島　　　　　       川内978-1　        ２０－０１３５

デイサービスきくぞの　　　　　　　　　　 和霊元町4-1-12　　 ２３－８６６８

デイサービスセンターなごみ荘　　　　   　高串1-424　        ２４－０７５３

デイサービスゆずりは　　　　　　　　     祝森3081-47        ２７－１８７３

デイサービスセンター虹（認知症対応型）   柿原1280　　       ２６－５０６５

ラポールデイサービス　　　　　　　　　   新町1-4-10      　 ２３－２００６

通所介護事業所ながぼり　　　　　　　　   長堀3-8-6　        ２３－３１２８

デイサービスｾﾝﾀｰあゆみ（認知症対応型）   大宮町3-2-10     　２４－５３８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次頁につづく

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

５７２円
６７６円
７８０円
８８４円
９８８円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

６５６円
７７５円
８９８円

１,０２１円
１,１４４円

●療養通所介護（所要時間３〜6時間） １,００７円
       （所要時間６〜8時間） １,５１１円

 個別機能訓練加算（Ⅰ）４６円 （Ⅱ）５円・⼀⽇につき
 ⼊浴介助加算５０円・⼀⽇につき
 サービス提供体制加算（Ⅰ・１２〜１８円）（Ⅱ〜Ⅲ・６円）１回ごと
 このほか、⾷材料費(昼⾷代)などが必要です。

宇和島市内の通所介護事業所

デイサービスセンター　光来園　　　　　   保田甲806　　 　　 ２７－０１７３

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所     住吉町1-6-16       ２３－３７１１

デイサービスセンターいこい　　　　　　   和霊元町1-5-27　　 ２２－０２０３



療養通所介護さくらまち　　　　　　　　   桜町1-50　　　   　２４－３９８７

デイサービスももか　　　　　　　　　 　　御幸町1-2-8　　　　２３－２４６０

デイサービスセンターやすらぎ　　　　　　 蛤95-3　　　　   　２２－６６５５

デイサービス時の実　　　　　　　　　 　　御幸町2-5-8　 　　 ２４－５７８０

通所介護　丸三　　　　　　　　　　　　　 中央町2-3-22　　　 ２３－０３０３

デイサービスセンターあいか　　　　　　　 高串2-191-1　　　　２６－２０１８

ひだまりの会デイサービスセンターほで　　 保手2-5-31　　　　 ２８－６２００

デイサービスみるく　　　　　　　　　　　 住吉町921-1 　　　 ２８－６００６

デイサービス　くつろぎの庭　　　　　　　 伊吹町689　　　　　２２－４１９４

ケアプラスデイサービスセンター宇和島　　 宮下甲1535-25　　　２８－６９５０

デイサービスあん　　　　　　　　　　　　 中沢町1-2-10　　　 ２０－１２１３

デイサービスえん　　　　　　　　　　　　 丸之内2-1-7　　　　２２－０４０１

デイサービスセンター未来　　　　　　　　 丸穂町1-9-30　　　 ２３－３３００

デイサービスあんず　　　　　　　　　　　 保田甲1916－1　　　２７－３３１０

デイサービス夢の国ゆずりは　　　　　　　 祝森1136-5         ２７－１０１１      

通所介護事業所７つの扉　　　　　　　　　 別当1丁目6－30　　 ２３－７０１０

デイサービスぼちぼち　　　　　　　　　　 高串3-359-1　　　　２４－５６５６

デイサービスおりーぶ                     中沢町1丁目2-11    ６５－９７９９

ナーシングテイゆらり(療養通所介護)　　　 保手5-1-6　　　　  ２８－６８１０

デイサービスひまわり　　　　　　　　　　 明倫町5-5-13　　　 ２４－０２４０

デイサービス希望の里ゆずりは　　　　　　 高串3-434-1        ６５－９９１５

デイスパ駒鳥　　　　　　　　　　　　　　 寄松368—1　　　　　４９－３１１３

デイサービスセンター祝の森　　　　　　　 祝森2407　　　　　 ２７－４３５１

デイサービスなでしこ　　　　　　　　　　 伊吹町甲367-1　　　２２－６６０２

デイサービス心音(ここね)　　　　　　　　 栄町港2-4-16　　　 ２８－６６３３

ケアプラスデイサービスセンター北宇和島　 伊吹町1226-1　　　 ２４－３４３４

デイサービスひより   　　　　　　　　　　川内2530-1　　　　 ２７－１８６６

ラポールえびすデイサービス        　　　 恵美須町1-3-10     ２２－２７２２

デイサービスセンター　笑歩会　丸之内     丸之内5－5－15　　 ２２－３０６０

デイサービス　すぎなの里　　　　 　　　　寄松1244－1 　　　 ４９－１８７６

元気成分                                 中沢町1—1—47　　　 ２３－２５６７

デイサービスセンター白浦茜荘　　　　　　 吉田町白浦3-2　　  ５２－０２０３

デイサービスセンターサンランド　　　　   吉田町立間尻727-1　２０－２７１１

デイサービスセンターそよ風　　　　　　　 吉田町立間尻729-4　５２－７２７２

デイサービスセンター未来よしだ　　　　　 吉田町東小路甲57　 ４９－１２３５

デイサービスセンター海　　　　　　　　　 吉田町立間尻1931　 ５２－７２２７

宇和島社協三間介護保険事業所　　　　　 　三間町迫目126　　　５８－１０５２

デイサービス紙ふうせん　　　　　　　　　 三間町成家845　　　２０－７５７６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次頁につづく
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宇和島市内の通所介護事業所(つづき)



   
 
 介護⽼⼈保健施設などで、医学的管理のもと、機能訓練などのサービスを⽇帰りで
 受けられます。施設によって栄養ケアマネジメント・⼝腔機能向上などの個別サー
 ビスが受けられます）
 
  サービスの内容
   ・送迎 ・健康チェック ・機能訓練 ・⾷事 ・⼊浴など
    サービス費⽤のめやす
     利⽤する施設の種類と介護度によって異なります
      介護予防通所リハビリテーション
       要⽀援1︓2,433円（1ヶ⽉）要⽀援2︓4,870円(1ヶ⽉)
      介護通所リハビリテーション
        ●⽼⼈保健施設（所要時間６〜８時間未満）通常規模型の場合
       要介護１︓   ７２６円  要介護２︓  ８７５円
       要介護３︓ １，０２２円  要介護４︓１，１７３円
               要介護５︓ １，３２１円
       （⼊浴５０円）ほか⾷費が必要です。           

  宇和島市内にある通所リハビリテーション事業所
宇和島病院付属介護老人保健施設　賀古町1-2-20　　　２４－７１１１

介護老人保健施設　やすらぎの杜　保田甲1932-2　　　２７－３３６６

宇和島徳洲会病院　　　　　　　　住吉町2-6-24　　　２２－３０８９

介護老人保健施設　オレンジ荘　　吉田町北小路184-3 ５２－３１５１

介護老人保健施設　ふれあい荘　　津島町岩松39-1　　２０－８００８
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宇和島市内の通所介護事業所(つづき)

デイサービス紙ひこうき　　　　　　　　　 三間町戸雁604-2　　２０－７３７３

デイサービスおひさま　　　　　　　     　三間町大内123-1　　５８－４６４１

デイサービス縁　　　　　　　　　　　　　 三間町迫目1056　　 ２０－７５７０

デイホームふたな　　　　　　　　　　　　 三間町中野中109　　５８－１１１７

デイサービス歩みま店　　　　　　　　　　 三間町務田777-1　　５８－４９０２

ほっとステーションきらり　　　　　　　　 三間町黒井地1594-23５８－１１２０

指定通所介護事業所ますほの里　　　　　　 津島町高田甲2920-1 ２０－８１１０

ランチデイさいさい　　　　　　　　　　　 津島町下畑地甲1594 ３２－３２００

デイサービス愛顔　　　　　　　　　　　　 津島町高田甲2011ｰ1 ３２－１９００

デイサービス　蓮家　　　　　　　　　　　 津島町高田丙70  　 ３２－５０８５



  
 
 浴槽を積んだ⼊浴⾞などで家庭を訪問して、⼊浴の介護を⾏います。

     サービス費⽤のめやす
     介護予防     ８３４円（１回）       
            要介護１〜５  １,２３４円（ 〃  ）       

宇和島市内にある訪問⼊浴介護事業所
宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所 住吉町1-6-16　　 ２３－３７１１

介護入浴センターまこと　　　　　　　 中央町1-2-1　　　２３－８３３６

   
 
 介護⽼⼈福祉施設などの福祉施設に短期⼊所し、⽇常⽣活の介護や機能訓練が受け
 られます。

            サービス費⽤のめやす(平成27年4⽉1〜7⽉31⽇)
         施設および職員の配置により異なります
         ●介護⽼⼈福祉施設の場合（併設型多床室・１⽇につき）
         要⽀援１︓ ４７３円  要⽀援２︓５８１円
         要介護１︓ ６４６円〜 要介護５︓９１３円（１⽇につき）
          （送迎⽚道１８４円・機能訓練体制１２円（１⽇につき）ほか
           滞在費及び⾷費、⽇⽤品費などが必要です。
  宇和島圏域にある短期⼊所⽣活介護事業所

介護老人福祉施設　光　来　園　　 保田甲806　 　　 ２７－０１７３

ケアホームなごみ荘　　　　　　　 高串1-424　　　　２４－０７５３

介護老人福祉施設いづみ（小規模） 泉町1-1-40　　 　２３－１０３０

ショートステイ笑歩会保田　　　　 保田981-1        ２７ー３１１０

介護老人福祉施設　あさひ苑　　　 三浦4979　　　   ３０－２７０７

介護老人福祉施設　祝の郷　　　　 祝森2407番地　　 ２７－１１６５

ラポールえびすショートステイ　　 恵美須町1-3-10　 ２２－２７２２

ショートステイ笑歩会和霊　　　　 和霊中町2-129-1  ２２－２１８７

介護老人福祉施設　美　沼　荘　　 三間町宮野下129　５８－２２１１

介護老人福祉施設　湯乃香荘　　　 津島町山財5861　 ３２ー１６１１

介護老人福祉施設　古　城　園　　 鬼北町豊岡4598-1 ４２－１９０１

介護老人福祉施設　ひろみ奈良の里 鬼北町奈良2067　 ４５－３８００

介護老人福祉施設　柏　寿　園　　 愛南町柏1542-1    0895-85-0008
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 介護⽼⼈保健施設などに短期⼊所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、⽇常
 ⽣活の介護などが受けられます。

      サービス費⽤のめやす
        施設および職員の配置により異なります
         ●⽼⼈保健施設の場合（多床室・看護職員配置・１⽇につき）
         要⽀援１ ６０８円  要⽀援２ ７６２円
         要介護１︓８２３円〜要介護５︓１，０３６円（１⽇につき）
          （送迎⽚道１８４円）ほか
  宇和島圏域にある短期⼊所療養介護事業所（介護⽼⼈保健施設）

宇和島病院付属介護老人保健施設 賀古町1-2-20　　　　　 ２４－７１１１

介護老人保健施設　やすらぎの杜 保田甲1932-2　　　 　  ２７－３６１１

介護老人保健施設　ふれあい荘　 津島町岩松39-1　　　　 ２０－８００８

介護老人保健施設　オレンジ荘　 吉田町北小路184-3　 　 ５２－３１５１

介護老人保健施設　うわ　　　　 西予市宇和町上松葉176-1 0894-62-9769

介護老人保健施設　たんぽぽ　　 鬼北町近永574　　　　　 0895-45-3811

介護老人保健施設　なんぐん館　 愛南町御荘深泥703-2　　 0895-73-1021

 
 
看護婦や保健婦などが家庭を訪問して、看護の⽀援をします。
 
 サービスの内容
  ・病状の観察 ・床ずれの処置 ・機能訓練 ・カテーテルの管理
  ・療養指導 ・理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語療法⼠によるリハビリテーションなど

         サービス費⽤のめやす
          ●訪問看護ステーションから       
             ３１０円（２０分未満）
             ４６３円（３０分未満）
             ８１４円（３０分以上１時間未満）〜
             ３０２円（理学療法⼠などの訪問）
            ※（１⽇２回実施する場合は９０％になります）
          （夜間または早朝は２５％加算、深夜は５０％加算）
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かかりつけ医の指⽰に基づいて、理学療法⼠・作業療法⼠または
⾔語聴覚⼠等が⾃宅を訪問してリハビリテーションなどを⾏います。
     サービス費⽤のめやす
         ３０２円（１回）       
                
  宇和島市内にある訪問リハビリテーション事業所
宇和島徳洲会病院　　　　　　　　　　 住吉町2-6-24　　 ２２－２８１１

　※その他実施している事業所については担当の介護支援専門員に

　　ご相談ください。

宇和島市内にある訪問看護ステーション
　宇和島市医師会訪問看護ステーション 桜町1-50　　   ２２－５８９７

　やすらぎの杜訪問看護ステーション　 保田1932-2　　 ２０－３１７６

　正光会訪問看護ステーション　　　　 柿原1280　　　 ２２－５６２２

　ラポール訪問看護ステーション　　　 恵美須町1-1-1　２０－０１９４

  訪問看護ステーションみずき　　 　　川内甲957-4　　２８－６１８５

　ニチイケアセンターあけぼの　　　　 寿町1-5-8      ２０－１２２０

  愛ほっと訪問看護ステーション　 　　新町1-1-14　　 ２８－６５６６

  訪問看護げんきステーション         三間町迫目47　 ５８ー２５７７

  訪問看護ステーションうわじま　　　 佐伯町1-1-13　 ２８－６８６１

　訪問看護ステーションゆらり　　　　 保手5-1-16     ２８－６８１０

　訪問看護ステーションゆずりは　　　 祝森3081-1　　 ２７－１８７４

　JCHO宇和島病院付属訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　 賀古町1-2-20   ６８－０５１７

  宇和島徳洲会病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　 　住吉町2-6-24　 ２２－２８１１
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医師や⻭科医、薬剤師、⻭科衛⽣⼠などが家庭を訪問し、療養上の管理・指導を⾏いま
す。

           サービス費⽤のめやす
            ●医師または⻭科医師による指導 
               ５０３円（１ヶ⽉に２回）
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「通い」を中⼼として、住み慣れた⾃宅や地域において在宅⽣活を
継続出来る様にするため、利⽤者の状態や希望に応じて訪問介護や
宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供します。
   サービス費⽤のめやす（1ヶ⽉･同⼀建物居住者対象）
     ●要⽀援１︓    ３,０６６円
      要⽀援２︓    ６,１９６円
      要介護１︓    ９,２９８円
      要介護２︓ １３,６５５円      
            要介護３︓ １９,８７８円
      要介護４︓ ２１,９３９円
      要介護５︓ ２４,１９１円
       ※この他、⾷費・宿泊費・活動費等が
        別途必要です。      
 
 宇和島市内にある（介護予防）⼩規模多機能事業所

介護が必要な痴呆の状態のお年寄りが５〜９⼈で共同⽣活をおこない、家庭的な雰囲気のなかで、
⾷事・⼊浴・排泄など⽇常⽣活の⽀援や機能訓練などが受けられます。
 ※要⽀援２・要介護１〜５の⽅のみ利⽤できます。
              サービス費⽤のめやす（２ユニットの場合）
             ●要⽀援２︓    ７４３円（１⽇につき）
              要介護１︓    ７４７円（  〃  ）
              要介護２︓    ７８２円（  〃  ）
              要介護３︓    ８０６円（  〃  ）
              要介護４︓    ８２２円（  〃  ）
              要介護５︓    ８３８円（    〃    ）
             このほか、⾷費・家賃・⽇⽤品費などが必要です。
  宇和島市内にある痴呆対応型共同⽣活介護施設（グループホーム） 

グループホーム　のぞみ・ささえ　 保田甲1932-2　　　 ２０－３２８０

グループホーム　薬師谷マナー     川内字大黒田甲2101 ２０－３８３３

グループホーム　丸之内はとぽっぽ 丸之内1-403　　　  ２４－１００２

グループホーム　いぶき　　　　　 伊吹町1368-3　　　 ２４－７２２１

グループホーム　やすらぎ　　　　 蛤95-3（九島）　　 ２２－６６５５

グループホーム　あかり　　　　　 丸穂町937-15　　　 ２０－１２５５

           　　 しおり           丸穂町937ｰ15　　　 ２８－６６２７

グループホーム　柿の里　　　　　 柿原甲138-1　　　　２３－５８５８

グループホーム　つしま　　　　　 津島町高田83-1　　 ３２－３１５８

グループホーム　コスモス　　　　 三間町黒川385-1　　２０－７２１１

グループホーム　紙ふうせん　　　 三間町成家845　　　２０－７５７６

グループホーム　よしの里　　　　 吉田町魚棚20-5　　 ５２ー３５１１

 　小規模多機能　笑歩会　　　　　　      下波1016-5　　　　６２－０３０７

　 小規模多機能ホーム きずな             宮下1535—60       ２０－１５７０

　 小規模多機能いづみ　　　　　　　　　　泉町1-1-40　　　　２３－１１２１

　 小規模多機能ホームだんだんの里　　　　三間町宮野下746　 ５８－１２３０



 
⾞いすやベットなどの福祉⽤具の貸し出しをします。
  ※福祉⽤具については、ケアプランを作成する際に在宅サービスの１つとして組み込む
   事になります。 
 
 品  ⽬
  ⾞いす（⾃⾛⽤標準型・普通型電動⾞または介助⽤標準型・介助⽤電動⾞椅⼦）及び付属品
  特殊寝台（介護⽤ベット）・特殊寝台付属品・床ずれ予防⽤具（エアーマット等）
  体位変換器(起き上がり補助装置)・⼿すり(⾃動制御機能付)・スロープ・歩⾏器・歩⾏補助杖
  移動⽤リフト・痴呆性⽼⼈⽤徘徊探知機、離床センサー、階段移動⽤リフト
   ※（要⽀援１〜２・経過的要介護・要介護１の⽅は、特殊寝台、⾞椅⼦、床連れ防⽌⽤
        具及び体位変換器・徘徊感知器・（階段）移動⽤リフトについては特別な場合を除いて
    借りられません）

 利⽤⽅法
  ①介護⽀援専⾨員（ケアマネージャー）または福祉⽤具貸与事業者へ、福祉⽤具
   貸与希望の連絡をします。
   （※ケアプランを作成する際に、在宅サービスの⼀つとして組み込みます。）
  ②福祉⽤具貸与事業者と契約します。
  ③契約書にもとづいて、利⽤者は福祉⽤具貸与事業者へレンタル料の１割を⽀払
   います。 
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　宇和島市内にある福祉用具貸与・給付事業者

（有）南予医科学器機販売　　　　 　 宮下927　　　   ２２－５１９６

（株）四国医療サービス宇和島営業所　高串3-59-4　　　２３－３４０２

（有）ケアセンターｰ宇和島　　　　　 丸之内2-1-7　　 ２２－０４０１

 ＪＡえひめ南福祉用具貸与事業所　　 佐伯町2－1918　 ２２－５４００

（株）サンメディカル　　　　　　　  御幸町1-2-13　  ２５－２８８０

（株）トーカイ　　　　　　　　　　  保手2-7-16　　　２０－０３５５

（株）ニチイケアセンター　　　　　  川内978-1　　　 ２０－０１３５

（株）ヒューマンライフ　　　　　　  朝日町3-6-22　　２３－８５６２

（株）丸三（家具の丸三）　　　　　  中央町2-3-22　　２３－０３０３

宇和島市社協三間介護保険事業所  　　三間町迫目125　 ５８－１０５１

（株）フォローアップ　　　　　　　　吉田町立間1-3660４９－１３９５
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排泄や⼊浴に使う⽤具の購⼊費を⽀給します。
 
 品  ⽬
  ポータブルトイレ・特殊尿器（尿と便が⾃動的に吸引する装置、陰部洗浄するもの）
  簡易浴槽（空気式や折りたたみ式で持ち運びの出来る浴槽）
  移動⽤リフトのつり具・特殊尿器 ⽔洗ポータブルトイレ
  ⼊浴補助⽤品（⼊浴⽤の⾞椅⼦・浴槽に取り付ける⼿すり・浴槽内に置く椅⼦
         浴室内、浴槽内に置くすのこ、⼊浴介助⽤ベルト） 

         サービス費⽤のめやす 
          ●要介護状態区分に関わらず、利⽤できる上限額は１０万円と
           なります。（期間は１年ごとです） 
           
 利⽤⽅法
  ①購⼊する⽤具が介護保険の対象であるかどうかを確認し、⽤具を購⼊します。その際
      に、領収書を受け取ります。（下記の指定された事業所で購⼊してください。）

  ②⾼齢者福祉課介護保険係に福祉⽤具購⼊費⽀給申請書がありますのでそれを記⼊し、
      被保険者証と領収書をあわせて提出します。

  ③市が当該福祉⽤具が給付対象に該当するのかを確認し、購⼊費の⽀給・不⽀給を決定
      します。市の審査によって⽀給・不⽀給の決定通知書が送付され、⽀給の対象になっ
      た⼈には⽀給決定額が⽀払われます。



 

家庭での⼿すりの取り付けや段差解消などの、⼩規模な改修の費⽤を⽀給します。

 住宅改修の範囲
  ⼿すりの取り付け 床段差の解消 引き⼾の新設 引き⼾等への扉の取り替え
  滑りの防⽌及び移動の円滑化等のための床材の変更 
  （畳敷きから板製床材・ビニール床材への変更、
          浴室における床材の滑りにくいものへの変更等）
  洋式便器等への便器の取替え（便器の向きや位置を変更するものも含むえ） 
  その他これらの⼯事に付帯して必要となる住宅改修
   ・⼿すりの取り付けのための壁の下地補強
   ・浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排⽔⼯事
   ・床材の変更のための下地の補修や根太の補強
   ・扉の取り替えに伴う壁⼜は柱の改修⼯事
   ・便器の取り替えに伴う給排⽔設備⼯事、便器の取り替えに伴う床材の変更  

 利⽤⼿続き
  ①⾒積書と被保険者証を添えて介護⽀援専⾨員(ケアマネージャー)に相談します。
   その際に、住宅改修を必要と認める書類を作成してもらいます。

  ②受領委任払（福祉⽤具の購⼊または住宅改修をおこなう際、⾃⼰負担（原則１割）のみを
   事業者へ⽀払うだけで済むため、利⽤者の⼀時的な経済的負担が軽減される制度です。）
   を利⽤する場合は、受領委任払承認申請書(様式第8号)に記⼊し市役所に提出、利⽤が出来
   るかどうかの確認を⾏います。また、指定業者の確認も⾏います。

  ③⼯事業者に⾒積書を請求し、⼯事を依頼します。⼯事完了後、⼯事代⾦を⽀払います。
   （※受領委任払いの場合は代⾦の1割を⽀払います。）その際に、領収書を受け取ります。

  ④市⾼齢者福祉課介護保険係に被保険者証と給付申請書、領収書、写真等の⼯事完了を証明
   する書類、住宅改修を必要と認める書類を提出します。

  ⑤市がこの住宅改修が給付対象に該当するのかどうか等を確認し、住宅改修費の⽀給・不⽀
   給を審査します。市の審査により⽀給の対象になった⼈には、⽀給決定額（かかった費⽤
   の９割、※受領委任払いの場合は⽀払いはありません。)が⽀払われます。

   ※住宅改修費の⽀給は期間や要介護（要⽀援）状態に関係なく、上限額は２０万円で、原
    則として改修時に本⼈が住んでいる住居について１回だけ⽀払われます。ただし、介護
    の必要の程度が著しく⾼くなった場合(要介護状態区分が３段階以上上がった場合)、ま
    た、転居した場合は再度２０万円まで住宅改修費が⽀給されます。
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介護保険で受けられる施設サービス
《サービスを受けるには要介護認定が必要です》

症状は安定しているが、⽇常⽣活に⽀障のある⽅に、看護・介護・リハビリその他必要な療養
を⾏い、家庭復帰を⽬指す施設です。

宇和島病院付属介護老人保健施設 賀古町1-2-20　　　　　 ２４－７１１１

介護老人保健施設　やすらぎの杜 保田甲1932-2　　　  　 ２７－３６１１

介護老人保健施設　ふれあい荘　 津島町岩松39-1　　　　 ２０－８００８

介護老人保健施設　オレンジ荘　 吉田町北小路184-3　 　 ５２－３１５１

介護老人保健施設　うわ　　　　 西予市宇和町上松葉176-1 0894-62-9769

介護老人保健施設　たんぽぽ　　 鬼北町近永574　　　　　 0895-45-3811

介護老人保健施設　なんぐん館　 愛南町御荘深泥703-2　　 0895-73-1021

宇和島圏域の介護老人保健施設

介護サービス⽇常⽣活に常に介護が必要で、在宅での適切な介護が
困難な場合に⼊所し、必要な介護サービスを受けます。

介護老人福祉施設　光来園　　　　　保田806　　　　　　　　 ２７－０１７３

介護老人福祉施設　あさひ苑　　　　三浦4979　　　　　　　　３０－２７０７

介護老人福祉施設　いづみ(小規模)　泉町1-1-40　　　　　　　２３－１０３０

介護老人福祉施設　祝の郷　　　　　祝森2407　　　　　　　　２７－１１６５

介護老人福祉施設　美沼荘　　　　　三間町宮野下129　　 　　５８－２２１１

介護老人福祉施設　古城園　　　　　松野町豊岡4598-1　　　　４２－１９０１

介護老人福祉施設　勝山荘　　　　  鬼北町上大野296-1　 　　４４－２７８１

介護老人福祉施設　城辺みしま荘    愛南町城辺乙561　　　　  0895-70-1175

介護老人福祉施設　白浦茜荘　　　　吉田町白浦3-2　　　 　　５２－０２０３

介護老人福祉施設　サンランド　　　吉田町立間尻727-1　 　　２０－２７１１

介護老人福祉施設　湯乃香荘　　　　津島町山財5861　　　　　３２－１６１１

介護老人福祉施設　松葉寮　　　　　西予市宇和町卯之町1-245　0894-62-2111 

介護老人福祉施設　ひろみ奈良の里　鬼北町奈良2067　　　　　４５－３８００

介護老人福祉施設　柏寿園          愛南町柏1542-1　　　 　　0895-85-0008

　　

宇和島圏域の介護老人福祉施設
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⻑期間にわたる療養や介護が必要な場合に⼊院します。
宇和島市内の療養型病床群  

上田外科　　　　　　　　　　　広小路1-26　　　 ２５－０１００　

介護保険以外のサービス

 　

食事の調理が困難な⾼齢者に対し、週１回定期的に⾷事を家庭まで配達するとともに、
その際に利⽤者の安否確認も⾏います。(介護保険利⽤者も利⽤できます。）

 利⽤対象者
  ６５歳以上の独居⾼齢者、⾼齢者世帯の⽅
  ※週3回まで利⽤出来ます。

 利⽤料⾦（場所によっては配達できない地区もあります。）
  １⾷ ４００〜５0０円（宇和島市内（中⼼部）地区）
     ３５０円（宇和島遊⼦・蒋渕地区）
     ４５０円（三間地区）
     ３１０〜４１０円（津島地区）
   
 利⽤申込
  市⾼齢者福祉課、各⽀所福祉環境課または地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。
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介護保険で受けられる施設サービス
《サービスを受けるには要介護認定が必要です》

コープえひめ　坂下津 407-107　　　　電話　０１２０－３００－０６５
　らっくる(夕食宅配)　　
　１週間単位(月～金曜日)　夕　食コース(おかず＋ご飯)　２，７００円(1週間単位の金額)
　　　　　　　　　　　　  おかずコース(おかずのみ)　　２，８５０円(　　　〃　　　 )

ワタミの宅食　高串1-508-8　　　　　 電話  ０１２０－３２１－５１０
　１週間単位(月～金曜日)
　まごごろ御膳(おかず＋ご飯)　まごごろおかず(おかず6種類)　まごごろ万菜(おかず8種類)
　　（２，７００円）　　　　　　（２，８５０円）　　　　　　（３，３５０円）
　　　　　　　　　　　　　　金額はすべて1週間単位（５日分）です。

　※利用申し込みについては上記連絡先にお問い合わせください。
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福祉電話の貸与・電磁調理器・⾃動消⽕器の給付
 ６５歳以上の⼀⼈暮らしの⽅に対し、電話を給付します。 

 対  象（市県⺠税⾮課税世帯に限ります。）
 （福祉電話）
  ６５歳以上の⼀⼈暮らしの⽅で電話の無い⽅
 （電磁調理器・⾃動消⽕器）
  ６５歳以上の⽅で、⼀⼈暮らしまたは援護が必要な⽅。

 利⽤料⾦
 （福祉電話）
  設置や撤去にかかる費⽤と基本料⾦については宇和島市が負担します。
  

 利⽤申込
  市⾼齢者福祉課または地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。

まごごろ杖の給付
 転倒予防や外出⽀援として杖の必要な⾼齢者の⽅に無料で給付します。

 対  象
  ６５歳以上の⽅

 利⽤申込
  社会福祉協議会または地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。

  認知症の⽅を介護されている家族の⽅を対象に、介護の悩みや⽅法についてお互いが相談
や情報交換出来る場所です。毎⽉第3⽔曜⽇・午前１１〜午後１時（参加費５００円・弁当代）

問い合わせ先
 認知症の⼈と家族の会 愛媛⽀部（南予地区） 世話⼈ ⼭﨑 功（２５－１０２８）

実施場所
 むつみ荘(御殿町８－１９ 電話２２－３９８８)
  

⼀般相談
 ⽣活全般にわたる⼼配事や悩み事について。

専⾨相談
 経験豊富な各分野の専⾨家が相談に応じます。
  法律(予約制) 登記 ⼟地・家屋 年⾦ 税⾦ 保健・栄養ほか
 実施機関
  愛媛県⾼齢者総合相談センター 松⼭市持⽥町3-8-15 電話０８９－９２１－８７８９
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在宅において６ヶ⽉以上寝たきりの状態にある,６５歳以上の⾼齢者を介護している家族に対し
て⽀給されます。

 ⽀給条件
  在宅において６ヶ⽉以上寝たきりの⽅を介護されている家族の⽅
  （※市⺠税⾮課税世帯のみ対象となります。）

 ⽀給⾦額
  ⽉額５，０００円を年４期（６・９・１２・３⽉）に分けて⽀給します。

 申込先
  市⾼齢者福祉課、各⽀所福祉環境課または地域包括⽀援センターへお問い合わせください

  介護保険で要介護４または５に相当する在宅⾼齢者を介護している家族に対して、紙オム
 ツ等の介護⽤品を⽀給します。

 ⽀給条件
  市⺠税⾮課税世帯で、介護保険の要介護認定において要介護４または５と認定された⾼齢
  者を在宅で介護している家族。

 ⽀給⾦額・⽀給品⽬
  紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て⼿袋・清拭剤等、⽉額６，０００円まで⽀給されます
 
 申込先
  市⾼齢者福祉課、各⽀所福祉環境課または地域包括⽀援センターにお問い合わせください
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緊急通報システムの貸与
 ６５歳以上の⽅で、健康に不安のある⼀⼈暮らしの⽅に対し緊急通報システムを貸し出します。
  （ご⾃宅に電話がある場合に、申し込みができます。）

 利⽤申込
  市⾼齢者福祉課または各⽀所福祉環境課または
  地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。

介護機器の貸与
 現在、介護保険でのサービス利⽤をしていないが、介護が必要な⽅、また、⼀時的に福祉機器
 が必要な⽅に対して介護ベットや⾞椅⼦等の福祉機器を貸し出しています。

 貸付品⽬
  介護⽤ベット・ベット付属品・普通型⾞椅⼦・簡易浴槽・エアーマット・歩⾏器等

 利⽤料⾦
  機器や世帯の収⼊によって利⽤料⾦か変わります。

 利⽤申込
  社会福祉協議会・地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。
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  病院・施設などへの送迎などへの際に、⾞椅⼦や寝たままの状態で移動することが出来ます

 ヘルパーの資格を持った運転⼿が介助をします。(介護者1名が同乗できます)
 ⼤型福祉タクシーには、⾞椅⼦2台または、ストレッチャー1台と⾞椅⼦1台が乗れ、
 他に4名が乗⾞できます。

 利⽤料⾦
  ⼩型⾞椅⼦専⽤⾞ ５５０円〜（距離と時間によって、料⾦が変わります）
  ⼤型福祉タクシー ６００円〜（距離と時間、介助料によって料⾦が変わります）
   

クローバータクシー　　　　　　長堀3丁目4-9　　25-0183・090-3188ｰ4624

介護タクシーまごころ　　　    桝形町　　　　 　　　２４－３３６６

あい愛介護タクシー　　　　　　蒋渕3381　　　　63-0024・090-8571-4248

エール福祉タクシー　　　　　　佐伯町1-3-14　　　　 ２３－１９０３

福祉タクシーみたに　　　　　　坂下津甲343-2　　　　２２－４１５３

あおぞら　介護タクシー　　　　高串1-1013-3　　24-1717･090ｰ7575-1349 

介護タクシーあかり　　　　　　祝森3010-1　　　　　 ２７－２８１９

介護タクシー丸譽（まるたか）　祝森1681-9　　　 　　２７－２７６６

山下介護タクシー　　　　　　　川内1444－1　　　　　２２－７５０６

ひだまり介護タクシー　　　　  三間町務田307        ５８－２３７９

介護タクシーひかり　　　　　　吉田町鶴間新67-36　　５２－０７４４

介護タクシー雅夢              吉田町白浦2108－4　　５２－３６０１

南予タクシー株式会社　　　　　津島町高田丙160-1　　４５－１２３１

宇和島市内の福祉タクシー
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 ⾼齢者や障害者の⽅が住みなれた地域で安⼼して⽣活できるように、福祉サービスの利⽤
 ⼿続のお⼿伝いや、⽇常⽣活に必要な⾦銭管理などのお⼿伝いをします。

 サービス内容
  福祉サービスの利⽤援助(福祉サービスが安⼼して利⽤できるように、お⼿伝いをします)
   ○福祉サービスについての情報提供や助⾔
   ○福祉サービスを利⽤するときの⼿続や利⽤料⾦の⽀払い
   ○福祉サービスが適正に⾏われているかどうかのチェック
   ○福祉サービスについての苦情を解決するための⼿続き
 
  ⽇常的⾦銭管理サービス(毎⽇の暮らしに必要なお⾦の出し⼊れをお⼿伝いします)
   ○年⾦や福祉⼿当の受け取りに必要な⼿続き ○医療費を⽀払う⼿続き
   ○税⾦や社会保険料、公共料⾦等を⽀払う⼿続き ○預貯⾦の出し⼊れや解約等の⼿続き
 
  書類等の預かりサービス(⼤切な書類や印鑑などを安全な場所でお預かりします)  
   ○預貯⾦通帳・証書(年⾦証書・権利書・契約書・保険証書) ○実印・銀⾏印など
     ※①通常の預かりサービス
       普通預⾦通帳や印鑑などを、社会福祉協議会内の⾦庫でお預かりします(無料)
      ②定期預⾦通帳・証書などの重要な書類を、銀⾏の貸⾦庫を利⽤して保管します 
       (貸⾦庫利⽤料を実費程度いただきます)
 
 利⽤料⾦
  １時間までは1,000円です。(１時間を超える場合は、30分ごとに500円加算します。)
   ※⽣活保護を受けている⽅については無料です。

 申込先
  社会福祉協議会または地域包括⽀援センターにお問い合わせください。
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10⼈以上の⾼齢者が⼊所し、⾷事の提供や⽇常⽣活上必要なサービスを提供する施設で、
全額⾃⼰負担(⼀部介護保険による負担あり)によりサービスを受けながら⽣活する施設です。

利⽤対象者
 要介護認定を受けて要⽀援・要介護の認定が出ている⽅であれば⼊所出来ます。⼊居後⽇常的
 に介護が必要になった場合は特定施設⼊居者⽣活介護により介護サービスが受けられます。

⼊居料⾦
 ⼊居⼀時⾦、管理費(家賃相当)、⽣活費(⾷費･⽇⽤品費)、事務費(⼈件費･管理費)、光熱費等
 のほか、施設によって加算される経費、介護が必要な場合は介護費⽤等必要です。

利⽤申込
 利⽤希望の施設へ直接お問い合わせください

宇和島市内にある有料⽼⼈ホーム(特定施設⼊所者介護施設)

10⼈以上の⾼齢者が⼊所し、⾷事の提供や⽇常⽣活上必要なサービスを提供する施設で、
全額⾃⼰負担(⼀部介護保険（デイサービス・ホームヘルプサービスなど）によりサービス
を受けながら⽣活する施設です。

利⽤対象者
 要介護認定を受けて要⽀援・要介護の認定が出ている⽅であれば⼊所出来ます。⼊居時また
 は⼊居後⼀時的・⽇常的に介護が必要になった場合は訪問介護・通所介護などの在宅介護サ
 ービスにより介護サービスが受けられます。

⼊居料⾦
 ⼊居⼀時⾦、管理費(家賃相当)、⽣活費(⾷費･⽇⽤品費)、事務費(⼈件費･管理費)、光熱費等
 のほか、施設によって加算される経費、介護が必要な場合は介護費⽤等必要です。

利⽤申込
 利⽤希望の施設へ直接お問い合わせください

ケアホームなごみ荘　　　　　　　　高串1-424　　　　２４－０７５３
有料老人ホーム笑歩会　　　　　　　保田甲981-1　　　２７－３１１０
有料老人ホームますほの里(介護付)  津島町高田2920-1 ２０ー８１１０
ウェルつしま（介護付）　　　　　  津島町高田2448-3 ３２－２１３１

宇和島市内にある（在宅介護サービス利用型）有料老人ホーム
　有料老人ホームあん宇和島　　　　　中沢町1-2-10　　 ２０－１２１３

　住宅型有料老人ホームながぼり　　　長堀3-8-6　　　　２３－３１２８
　住宅型有料老人ホーム笑歩会保田　　保田981-1 　　 　２７－１０１７
　有料老人ホーム未来　　　　　　　　丸穂町1-9-30 　　２３－３３００
　有料老人ホーム紙ひこうき　　　　　三間町戸雁604-2　２０－７３７３
　有料老人ホームますほの里　　　　　津島町高田2920-1 ２０－８１１０
　有料老人ホーム未来よしだ　　　　　吉田町東小路57　 ４９－１２３５
　有料老人ホーム海　　　　　　　　　吉田町立間尻1931 ５２－７２２７
　有料老人ホームみるく　　　　　　　住吉町621-1　　　２８－６００６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次頁につづく
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宅老所みるく　　　　　　　　　明倫町5-5-13　　　　　　　　 ２８－６００６

宅老所おひさま　　　　　　　　三間町大内123-1　　　　　　　５８－４６４１

宅老所花園　　　　　　　　　　津島町上畑地　　　　　　　　 ３２－５０８５

デイホームよしふじ　　　　　　鬼北町東仲1015　　　　　　　 ４５－２２２２

　有料老人ホームひまわり　　　　　　明倫町5-5-13　　 ２４－０２４０
　有料老人ホーム　笑歩会恵美須　　　恵美須町2-3-27　 ２４－０７１２
　有料老人ホームゆずの家　　　　　　新町2-2-11　　　 ２６－５０１１
  住宅型有料老人ホームいしびきビル　寄松1244-1　　　 ４９－１８７６
　有料老人ホームこころ　          　三間町迫目1048　 ２０－７００６
　有料老人ホーム愛顔　　　　　　　　津島町高田2016-1 ３２－１９００
　有料老人ホーム蓮家　          　　津島町高田丙70　 ３２－５０８５

宇和島市内にあるサービス付き高齢者住宅
　ゆとりの家ゆずりは                      　祝森3081-47　　２７－１８７３ 

　サービス付き高齢者賃貸住宅ふるさと      　祝森1136-5  　 ２７－１０１１
　サービス付き高齢者賃貸住宅たかぐし　      高串3-434-1　　６５－９９１５
　みずき付属高齢者住宅うわじま            　高串1-614-1　　２８－６１８５
　サービス付き住宅きずな　　　　　　　　　　宮下1535-60　　２０－１５７０   
　高齢者向け専用住宅なでしこ　　　　　　　　伊吹町367-1　　２２－６６０２
　サービス付き高齢者向け住宅薬師谷ひより　　川内2530-1　 　２７－１８６６
　高齢者向け賃貸アパートすこやかビル　　　　栄町港2-4-16　 ２８－６６３３
　高齢者有料住宅「人と…」　　　　　　　　　恵美須町2-2-6　２２－３３２０
　サービス付き高齢者向け住宅ラポール恵美須  恵美須町1-3-10 ２２－２７２２
　メゾン・デューつどい　丸之内 　　　　　　 丸之内2-1-7    ２３－２１０１
　住宅型有料老人ホームくるみ　　　　　三間町黒井地1594-11　２０－７１２２
　みずき付属高齢者住宅つきじ　　　　　　　　築地町１-503-1 ２８－６５３５
　有料老人ホーム笑歩会丸之内　　　　　　　　丸之内5-5-15　 ２２－３０６０
　サービス付き高齢者向け住宅笑歩会和霊　　　和霊中町2-129-1２２－２１８７
　高齢者住宅笑歩会新町　　　　　　　　　　　新町1-4-8　　　２２－５２２７

認知症などの介護の必要な⾼齢者向けに、⽇中の通いや短期宿泊サービスなどを主に提供
する⼩規模施設。グループホームと違い居住を前提としておらず、形態や内容も様々です
。家庭的な雰囲気と少⼈数制を⽣かした介護を⾏います。

利⽤対象者・利⽤料⾦・利⽤申込
 利⽤希望の施設により異なりますので、直接利⽤希望の施設にお問い合わせください。

宇和島圏域にある宅⽼所
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その他利用できる施設

　居宅において、介護を受けることが困難な⾼齢者の⼼⾝の健康維持と⽣活の安定を図り、
 ⼼豊かに⽣活を送っていただくための施設です。 

 対 象 者
  おおむね６５歳以上の⽅で⾝体上・精神上、または、環境上の理由および経済的理由で
  家庭において⽣活するのが困難な⽅。

 費  ⽤
  本⼈の収⼊および家族の負担能⼒に応じて費⽤の⼀部負担が必要です。 

 利⽤申込
  市⾼齢者福祉課または各⽀所福祉環境課
  地域包括⽀援センターにお問い合わせ下さい。

  宇和島圏域にある養護⽼⼈ホーム

　

養護老人ホーム　寿楽荘　　      保田798　　　　　　４９－２８２８

養護老人ホーム　愛生寮　　　　　吉田町立間尻495−7　５２－７１７１

養護老人ホーム　広見広楽荘　　　鬼北町近永496　　　４５－０１０９
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ケアハウス　いこい　　　　　　　　和霊元町1-5-27　　　　　 ２２－０２０３

ケアハウス　サンランド　　　　　　吉田町立間尻727-1 　　   ２０－２７１１

ケアハウス　れんげ　　　　　　　　西予市宇和町久枝1434-1　  0894-62-7116

ケアハウス　はまゆう　　　　　　　西予市明浜町狩浜2-1208-4  0894-65-0066　

ケアハウス　城辺みしま荘　　　　　愛南町城辺乙561　　　　　 0895-70ｰ1175

６０歳以上の⽅で、⾃炊が出来ない程度の⾝体機能の低下が認められ、独⽴して⽣活するに
 は不安のある⽅が、安い料⾦で⾃⽴した⽣活ができ、健康で明るい⽣活を送っていただくた
 めの施設です。

 利⽤対象者
  ６０歳以上の⽅で、家庭環境・住宅事情等の理由により、居宅において⽣活するのが困難
  な⽅が低額で利⽤できる施設です。

 利⽤料⾦
  管理費(家賃相当)、⽣活費(⾷費･⽇⽤品費)、事務費(⼈件費･管理費)等のほか、施設によ
  って加算される経費が必要です。
   
  ケアハウスいこいの場合(平成２４年６⽉現在)
   （⼊居される⽅の収⼊が年額１５０万以下の場合）
   事務費１０，０００円 ⽣活費４２，４９０円（⾷事代）
   管理費１０，０００円（家賃相当）の６２，４９０円が
   お⼀⼈部屋の１ヶ⽉の利⽤料⾦となります。
  （11⽉〜3⽉までは冬期加算として毎⽉1,８８0円が必要です）
 
 利⽤申込
  利⽤希望の施設または在宅介護⽀援センターへお問い合わせ下さい。

 宇和島圏域にあるケアハウス



（株）ニチイケアセンター宇和島　　　　    川内978-1　       ２０－０１３５

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所　    住吉町1-6-16      ２３－５７０８

ＪＡえひめ南居宅介護支援センター　　　    佐伯町2-1918　    ２２－５４００　

（有）介護プランニング南予　　　　　　    宇和津町3-3ｰ27　  ２５－８６６５

きくぞのケアパーク居宅介護支援事業所　　　和霊元町4-1-12　　２８－６６３１

やすらぎの杜指定居宅介護支援事業所　　    保田1932-2　　　  ２０－３１７５

JCHO宇和島老健居宅介護支援センター　　    賀古町1-2-20　　  ２３－２６２６

（株）セントケア宇和島　　　 　　　　　   佐伯町2-3-21　　  ２０－１７６１

ラポール指定居宅介護支援事業所　　　      恵美須町1-4-23　　２０－０１９４

指定居宅介護支援事業所いこい　　　　　    和霊元町1-5-27 　 ２２－０２１３

（有）ケアセンター宇和島　　　　　　      丸之内2-1ｰ7　 　　２２－０４０１

友　愛（　友　松　外　科・胃腸科　）      鶴島町6-27　　 　 ２２－０４１０

（有）ケアサポートさくら　　　　　　　    丸穂町937-15　　  ２４－５００７

（有）介護サービスあすなろ　　　　　      本町追手2-1-41    ２２－３３９０

ケアプランセンターパール(徳洲会病院)　    住吉町2-6-24      ２２－２８１１

（有）ケアサービスひばり　　　　　        明倫町5-6-17　　　２６－２２２６

居宅介護支援事業所ゆずりは　　　　　　　　祝森甲3081-1　　　２７－１８７４

ひだまりの会居宅介護支援事業所　　　　　　長堀3-8-6　　　　 ２８ー６８８１

居宅介護支援事業所きずな　　　　　　　　　宮下甲1535ｰ60　　 ２０－１５７０

ケアプランセンターみずき　　　　　　　　　川内甲957-4　　 　２８－６１８５

UTサポート指定居宅介護支援事業所　　　　　吉田町東小路57　　４９－１２３５

指定居宅介護支援事業所春風　　　　　　    和霊町1534－3　　 ２３ー５６４９

居宅介護支援事業所笑歩会宇和島　　　　　　保田甲981－1　　  ２７－０５５２
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関係機関電話番号

　市内行政機関

　宇和島市役所高齢者福祉課介護係　　    　曙町1　　　　　 ２４－１１１１

  宇和島市役所吉田支所福祉環境課　　    　吉田町東小路106 ５２－１１１１

　宇和島市三間支所福祉環境係　　　　　    三間町宮野下835 ４９－７１０１

　宇和島市津島支所福祉環境課　　　　      津島町岩松471　 ３２－２７２１

　宇和島市社会福祉協議会　　　　　　　　  住吉町1-6-16　  ２３－３７１１

　　
　宇和島保健所　　　　　　　　　　　　　  天神町7-1　　   ２２ー５７３５

　宇和島消防署（夜間休日在宅医問い合わせ）丸之内5-1-18　  ２３－０１１１

宇和島市地域包括支援センター　　曙町1(宇和島市役所内)　 ４９－７０１９

宇和島市内の居宅介護支援事業所

　※次のページに続く



宇和島市内の訪問介護事業所

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所　　　　住吉町1-6-16　　２３－３７４４

登録ヘルパー事業所光来園　　　　　　　　　　保田甲806　　　 ２７－０１３４

（有）ケアセンター宇和島　　　　　　　　　　丸の内2-1-7　　 ２２ー０４０１

ＪＡえひめ南ホームヘルプサービス事業所　　　佐伯町2-1918    ２２－５４００

きくぞのケアパーク訪問介護事業所　　　　　　和霊元町4-1-12　２３－１４４２

（株）ニチイケアセンター宇和島　　　　　　　川内978-1　　　 ２０－０１３５

（株）セントケア宇和島　　　　　　　　　　　佐伯町2-3-21 　 ２０－１７６１

（有）ケアサポートゆずりは              　　祝森3081-47　   ２７－１８７３

（有）別当ヘルパーこでまり　　　　　　　　　別当5-3-2　　　 ２３－７６１８

ラポール指定訪問介護事業所　　　　　　　　　恵美須町1—4—23　２０ー０１９４

（有）訪問介護のどか　　　　　　　　　　　　大超寺奥乙90-11 ２３ー５２６０

（有）ヘルパーステーションこころ　　　　　　別当2-4-1　　　 ２０－１７０１

 (有)ケアステーション悠友　　　　　　　　　 丸之内4-3-13    ２５－１７０５

（有）訪問介護サービスなごみ　　　　　　　　保田甲360-3　　 ２０－３１８７

 (有)介護サービス菜の花　　　　　　　　　　 保田甲1916-1`　 ２７－３３１０

サクラ明倫　　　　　　　　　　　　　　　　　中沢町1-1-5　　 ２４－４４６６　　
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宇和島市社会福祉協議会吉田介護保険事業所　吉田町東小路58-5　５２－３１６６

指定居宅介護支援事業所いわむら　　　      吉田町魚棚20-3　　５２－３１１１

指定居宅介護支援事業所サンランド　　      吉田町立間尻727-1 ２０－２７１２

指定居宅介護支援事業所あかね　　　　　　　吉田町白浦3-2     ５２ー０２０３

指定居宅介護支援事業所YASURA     　　     吉田町白浦211-1　 ５２－３６５１

宇和島市社会福祉協議会三間介護保険事業所　三間町迫目126　　 ５８－１０５１

介護ｾﾝﾀ-津島指定居宅介護支援事業所　      津島町高田2930-1　３２－４３５９

ケアステーションますほ　　　　　　　　    津島町高田2920-1  ２０－８１１０

口羽指定居宅介護支援事業所　　　　　      津島町丙547-1　   ３２－５０００

宇和島市社会福祉協議会津島介護保険事業所　津島岩松471　　   ３２－２７２１

（合）ゆら指定居宅介護支援事業所　　　　　津島町須下365　   ３７－００４７

ケアプランはたじ　　　　　　　　　　　　　津島町下畑地1125−1３２－６２６３　　　

　　

宇和島市内の居宅介護支援事業所（その２）

※次のページに続く



デイサービスセンター光来園　　　　　　　　保田甲806　　　　　２７－０１７３

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所　　　住吉町1-6-16　　　 ２３－３７１１

デイサービスセンターいこい　　　　　　　　和霊元町1-5-27　　 ２２－０２０３

ニチイケアセンター宇和島　　　　　　　　　川内978-1　　　    ２０－０１３５

デイサービスセンターきくぞの　　　　　　　和霊元町4-1-12　　 ２３－８６６８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※つぎのページに続く　
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宇和島市内の訪問介護事業所（その２）

 (有)訪問介護かしま               　　　　 戸島3937　　　　　６４－０３７６

（有）だんだん介護サービス　　　　　　　　 伊吹町380-19　　　２３－１１４１

（株）ニチイケアセンターあけぼの　　　　　 寿町1-5-8　　　 　２０－１２２０　

ケアセンターわかば　　　　  　　　　　　 　保田甲396－1　 　 ２７－３０３３

ヘルパーあさがお　　　　　　　　　　   　　明倫町5—5—12　  　２３－４０６６

介護センター・スマイル 　　　　　　     長堀3-10-17-3　   ２８－６８０８

ヘルパーステーションあん　　　　　　　　   中沢町1-2-10　  　２０－１２１３

ケアサポートあかり　　　　　　　　　　　   祝森甲3010-1      ２７－２８１１

サポート多恵　　　　　　　　　　　　　　　 御殿町9-32        ２５－５２７９　　

訪問介護なでしこ　　　　　　　　　　　　　 伊吹町甲367-1　　 ２２－６６０２

訪問介護　ゆずの家　　　　　　　　　　　 　新町2－2－11　　　２６－５０１１

訪問介護ひより　　　　　　　　　　　　　 　川内甲2530-1      ２７－１８６６

ヘルパーステーションきずな　　　　　　　　 宮下1535—60　　　 ２０－１５７０

宇和島市社会福祉協議会吉田介護保険事業所   吉田町東小路58-5  ５２－３１６６

サンランド訪問介護事業所　　　　　　　　   吉田町立間尻727-1 ２０－２７１１

宇和島市社会福祉協議会三間訪問介護事業所   三間町迫目126     ５８－１０５１

宇和島市社会福祉協議会津島訪問介護事業所   津島町岩松471　　 ３２－２７２１

介護センター津島指定訪問介護事業所　　　   津島町高田2930-1　３２－４３５９

ケアステーションますほ訪問介護事業所　　   津島町高田2920-1　２０－８１１０

ケアサポートかなざわ　　　　　　　　　　　 津島町高田2744-2  ３２－５５２１

宇和島市内の通所介護事業所

宇和島市内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

ラポール24訪問介護看護センター　　　　　　 恵美須町1—4—23　  ２０－０１９４
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宇和島市内の通所介護事業所（その２）

デイサービスセンターなごみ荘　　　　　　　高串1-424　　　　　２４－０７５３

デイサービスゆずりは　　　　　　　　　　　祝森3081-47　　　  ２７－１８７３

デイサービスセンター虹（認知症対応型）　　柿原1280　　　　　 ２６－５０６５

ラポールデイサービス　　　　　　　　　　　新町1-4-10　　　　 ２３－２００６

デイサービスながぼり　　　　　　　　　　　長堀3-8-6　　　　　２３－３１２８

デイサービスセンターあゆみ（認知症対応型）大宮町3-2ｰ10　　　 ２４－５３８０

デイサービス笑歩会　　　　　　　　　　　　保田甲981-1　　　  ２７－３１１０

療養通所介護さくらまち　　　　　　　　　　桜町1-50　　　　　 ２４－３９８７

デイサービスセンターももか　　　　　　　　御幸町1-2-8　　　  ２３－２４６０

デイサービスセンターやすらぎ　　　　　　　蛤95-3　　　　　　 ２２－６６５５

時の実　　　　　　　　　　　　　　　　　  御幸町2−5−8　　 　 ２４－５７８０

通所介護　丸三　　　　　　　　　　　　　　中央町2-3-22　　　 ２３－０３０３

デイサービスセンターあいか　　　　　　　  高串2-191-1　　　　２６－２０１８

ひだまりの会デイサービスセンターほで　 　 保手2-5-31　　　　 ２８－６２００

デイサービスみるく　　　　　　　　　　　  住吉町621-1　　　  ２８－６００６

デイサービス　くつろぎの庭　　　　　　 　 伊吹町689　　　　　２２－４１９４

ケアプラスデイサービスセンター宇和島　　  宮下甲1535-25　　　２８－６９５０

デイサービスあん　　　　　　　　　　　 　 中沢町1-2-10　　　 ２０－１２１３

デイサービスえん　　　　　　　　　　　 　 丸之内2-1-7　　　　２２－０４０１

デイサービスセンター未来　　　　　　　　  丸穂町1-9-30　　　 ２３－３３００

デイサービスあんず　　　　　　　　 　　　 保田甲1916－1　　　２７－３３１０

デイサービス夢の国ゆずりは　　　　　　　  祝森1136-5         ２７－１０１１

通所介護事業所　７つの扉　　　　　　　　　別当1－6－30　　　 ２３－７０１０

デイサービスぼちぼち　　　　　　　　　　　高串3-359-1　　　　２４－５６５６

デイサービスおりーぶ                      中沢町1丁目2-11    ６５－９７９９

ナーシングデイゆらり(療養通所介護)　　　　保手5-1-16　　　　 ２８－６７１２

デイサービスひまわり　　　　　　　　　　  明倫町5-5-13　　　 ２４－０２４０

デイサービス希望の里ゆずりは　　　　　　  高串3-434-1        ６５－９９１５

デイスパ駒鳥　　　　　　　　　　　　　　  寄松368—1　　　　　４９－３１１３

デイサービス祝の森　　　　　　　　　　　　祝森2407　　　　　 ２７ー４３５１

デイサービスなでしこ　　　　　　　　　　　伊吹町甲367-1　　　２２－６６０２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次のページに続く



宇和島市内の通所リハビリテーション施設

宇和島病院付属介護老人保健施設　　　　　　賀古町1-2-20　　　 ２４－７１１１

介護老人保健施設　やすらぎの杜　　　　　　保田甲1932-2　　　 ２７－３３６６

宇和島徳洲会病院　　　　　　　　　　　　　住吉町2-6-24　　　 ２２－３０８９

介護老人保健施設　オレンジ荘　　　　　　　吉田町北小路184-3　５２－３１５１

介護老人保健施設　ふれあい荘　　　　　　　津島町岩松39-1　　 ２０－８００８
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宇和島市の通所介護事業所(その３)

デイサービス心音(ここね)　　　　　　　　　栄町港2-4-16　　 　２８－６６３３

ケアプラスデイサービスセンター北宇和島　  伊吹町1226-1　　　 ２４－３４３４

デイサービスひより   　　　　　　　　　　 川内2530-1　　　　 ２７－１８６６

ラポールえびすデイサービス        　　 　 恵美須町1-3-10     ２２－２７２２

デイサービスセンター笑歩会丸之内          丸之内5－5－15　　 ２２－３０６０

デイサービス　すぎなの里　　　　 　 　　　寄松1244－1 　　　 ４９－１８７６

元気成分                                  中沢町1—1—47　　　 ２３－２５６７

デイサービスセンター白浦茜荘　　　　　　  吉田町白浦3-2　　  ５２－０２０３

デイサービスセンターサンランド　　　　    吉田町立間尻727-1　２０－２７１１

デイサービスセンターサンランド　　　　　　吉田町立間尻727-1　２０－２７１１

デイサービスセンターそよ風　 　　　　　　 吉田町立間尻729-4　５２－７２７２

デイサービスセンター未来よしだ    　　　  吉田町東小路甲57   ４９－１２３５

デイサービスセンター海　　　　　　　　　　吉田町立間尻1931　 ５２－７２２７

宇和島社協三間介護保険事業所　　　　　　　三間町迫目126　　　５８－１０５２

デイサービス紙ふうせん　　　　　　　　　　三間町成家845　　　２０－７５７６

デイサービス紙ひこうき　　　　　　　　　　三間町戸雁604-2　　２０－７３７３

デイサービスおひさま　　　　　　　　　　　三間町大内123-1　　５８－４６４１

デイサービス縁　　　　　　　　　　　　    三間町迫目1056　　 ２０－７５７０

デイホームふたな　　　　　　　　　　　　  三間町中野中109　　５８－１１１７

デイサービス歩みま店　　　　　　　　　　　三間町務田777-1　　５８－４９０２

ほっとステーションきらり　　　　　　　 　 三間町黒井地1594-23５８－１１２０

指定通所介護事業所ますほの里　　　　　　　津島町高田甲2910-1 ２０－８１１０

ランチデイさいさい　　　　　　　　　　　  津島町下畑地甲1594 ３２－３２００

デイサービス愛顔　　　　　　　　　　　　  津島町高田甲2011ｰ1 ３２－１９００

デイサービス　蓮家　　　　　　　　　　　  津島町高田丙70  　 ３２－５０８５



 宇和島市内にある小規模多機能事業所

 小規模多機能　笑歩会　　　　　　      　　下波1016-5　　　　 ６２－０３０７

 小規模多機能ホーム きずな                 宮下1535—60        ２０－１５７０

 小規模多機能いずみ　　　　　　　　　　　　泉町1-1-40　　　　 ２３－１１２１

 小規模多機能ホーム　だんだんの里　　　　　三間町宮野下746　　５８－１２３０

宇和島市社会福祉協議会介護保険事業所　　　住吉町1-6-16　     ２３－３７１１

介護入浴センターまこと　　　　　　　　　  中央町1-2-1　　　  ２３－８３３６
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グループホーム　のぞみ・ささえ　　　　  　保田甲1932-2　　   ２０－３２８０

グループホーム　薬師谷マナー        　 　 川内甲2101      　 ２０－３８３３

グループホーム　丸之内はとぽっぽ　　　　　丸之内1-4 　　　   ２４－１００２

グループホーム　いぶき　　　　　　　　　　伊吹町1368-3　　   ２４－７２２１

グループホーム　やすらぎ　　　　　　　　　蛤95-3(九島)　　　 ２２－６６５５

グループホーム　あかり　　　　　　　　　　丸穂町937-15　　　 ２０－１２５５

                しおり　　　　　　　　　　丸穂町937-15　　　 ２８－６６２７

グループホーム　柿の里　　　　　　　　　　柿原甲138-1　　　　２３－５８５８

グループホーム　つしま　　　　　　　　　　津島町高田83-1　　 ３２－３１５８

グループホーム　コスモス　　　　　　　　　三間町黒川385-1　　２０－７２１１

グループホーム　紙ふうせん　　　　　　　　三間町成家845　　  ２０－７５７６

グループホーム　よしの里　　　　　　　　　吉田町魚棚20-5　　 ５２－３５１１

宇和島市内の訪問入浴介護事業所

宇和島市医師会訪問看護ステーション　　　  桜町1-50　　 　　  ２２－５８９７

やすらぎの杜訪問看護ステーション　　　　  保田1932-2　　　   ２０－３１７６

正光会訪問看護ステーション　　　　　　    柿原1280　　　     ２２－５６２２

ラポール訪問看護ステーション　　　　　　  恵美須町1-4-23 　  ２０－０１９４

訪問看護ステーションみずき　　        　　川内甲957-4　    　２８－６１８５

愛ほっと訪問看護ステーション　 　       　新町1-1-14　    　 ２８－６５６６

ニチイケアセンターあけぼの　　　　　　　　寿町1-5-8　　　 　 ２０－１２２０

訪問看護げんきステーション    　　　      三間町迫目47    　 ５８ー２５７７

訪問看護ステーションうわじま　　       　 佐伯町1-1-13　     ２８－６８６１

訪問看護ステーションゆらり　　　　　　　　保手5-1-16　　　　 ２８－６８１０

訪問看護ステーションゆずりは　　　　　　　祝森3081-1　　　　 ２７－１８７４

JCHO宇和島病院付属訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　　　　　賀古町1-2-20　　 　６８－０５１７

宇和島徳洲会病院　訪問看護ステーション　　住吉町2-6-24　　 　２２－２８１１

宇和島市内の訪問看護ステーション

宇和島市内の認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）



宇和島市内にある特定福祉用具貸与・給付事業者

（有）南予医科学器機販売　　　　　　　　　宮下927　　　　 　 ２２－５１９６

（株）四国医療サービス宇和島営業所　　　　高串3-59-4　　　   ２３－３４０２

（有）ケアセンターｰ宇和島　　　　　　　 　丸之内2-1-7　　　  ２２－０４０１

ＪＡえひめ南福祉用具貸与事業所　　　　　　佐伯町2－1918　　  ２２－５４００

（株）サンメディカル　　　　　　　　　　　御幸町1-2-13　　　 ２５－２８８０

（株）トーカイ　　　　　　　　　　　　　　保手2-7-16　　　　 ２０－０３５５

（株）ニチイケアセンター宇和島　　　　　　川内978-1　　　 　 ２０－０１３５

（株）ヒューマンライフ　　　　　　　　　　朝日町3-6-22　   　２３－８５６２

（株）丸三（家具の丸三）　　　　　　　　　中央町2-3-22　　　 ２３－０３０３

宇和島市社会福祉協議会三間介護保険事業所  三間町迫目125　　　５８－１０５１

（株）フォローアップ　　　　　　　　　　　吉田町立間1-3660　 ４９－１３９５

宇和島病院付属介護老人保健施設　　　賀古町1-2-20　　　　　　 ２４－７１１１

介護老人保健施設　やすらぎの杜　  　保田甲1932-2　　　  　　 ２７－３６１１

介護老人保健施設　ふれあい荘　　　　津島町岩松39-1　　　　　 ２０－８００８

介護老人保健施設　オレンジ荘　　    吉田町北小路184-3　 　　 ５２－３１５１

介護老人保健施設　うわ　　　　　　  西予市宇和町上松葉176-1   0894-62-9769

介護老人保健施設　たんぽぽ　　　　　鬼北町近永574　　　　　　 0895-45-3811

介護老人保健施設　なんぐん館　　　  愛南町御荘深泥703-2　　　 0895-73-1021

宇和島圏域の介護老人保健施設

介護老人福祉施設　光来園　　　　　　保田806　　　　　　　　  ２７－０１７３

介護老人福祉施設　あさひ苑　　　　  三浦4979　　　　　　　　 ３０ー２７０７

介護老人福祉施設　いづみ　　　　　　泉町1-1-40　　　　　　 　２３－１０３０

介護老人福祉施設　祝の郷　　　　　　祝森2407　　　　　　　　 ２７－１１６５

介護老人福祉施設　美沼荘　　　　　　三間町宮野下129　　 　　 ５８－２２１１

介護老人福祉施設　古城園　　　　　  松野町豊岡4598-1　　　　 ４２－１９０１

介護老人福祉施設　勝山荘　　　　　　鬼北町上大野296-1　 　　 ４４－２７８１

介護老人福祉施設　城辺みしま荘　　  愛南町城辺乙561　　　　　 0895-70-1175

介護老人福祉施設　白浦茜荘　　　　　吉田町白浦3-2　　　 　　 ５２－０２０３

介護老人福祉施設　サンランド　　　　吉田町立間尻727-1　 　　 ２０－２７１１

介護老人福祉施設　湯乃香荘　　　　  津島町山財5861　　　　　 ３２－１６１１

介護老人福祉施設　松葉寮　　　　　  西予市宇和町卯之町1-245　 0894-62-2111 

介護老人福祉施設　ひろみ奈良の里　　鬼北町奈良2067　　　　　 ４５－３８００

介護老人福祉施設　柏寿園            愛南町柏1542-1　　　 　　 0895-85-0008

宇和島圏域の介護老人福祉施設
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ケアホームなごみ荘　　　　　　　　高串1-424　　　　２４－０７５３
有料老人ホーム笑歩会　　　　　　　保田甲981-1　　　２７－３１１０
有料老人ホームますほの里(介護付)  津島町高田2920-1 ２０ー８１１０
ウェルつしま          　　　　　  津島町高田2448-3 ３２－２１３１

宇和島市内にある（在宅介護サービス利用型）有料老人ホーム
　有料老人ホームあん宇和島　　　　　中沢町1-2-10　　 ２０－１２１３

　住宅型有料老人ホームながぼり　　　長堀3-8-6　　　　２３－３１２８
　住宅型有料老人ホーム笑歩会保田　　保田981-1 　　 　２７－１０１７
　有料老人ホーム未来　　　　　　　　丸穂町1-9-30 　　２３－３３００
　有料老人ホーム紙ひこうき　　　　　三間町戸雁604-2　２０－７３７３
　有料老人ホームますほの里　　　　　津島町高田2920-1 ２０－８１１０
　有料老人ホーム未来よしだ　　　　　吉田町東小路57　 ４９－１２３５
　有料老人ホーム海　　　　　　　　　吉田町立間尻1931 ５２－７２２７
　有料老人ホームみるく　　　　　　　住吉町621-1　　　２８－６００６

　有料老人ホームひまわり　　　　　　明倫町5-5-13　　 ２４－０２４０
　有料老人ホーム　笑歩会恵美須　　　恵美須町2-3-27　 ２４－０７１２
　有料老人ホームゆずの家　　　　　　新町2-2-11　　　 ２６－５０１１
　住宅型有料老人ホームいしびきビル　寄松1244-1　　　 ４９－１８７６
　有料老人ホームこころ　          　三間町迫目1048　 ２０－７００６　
　有料老人ホーム愛顔　　　　　　　　津島町高田2016-1 ３２－１９００
  有料老人ホーム蓮家　          　　津島町高田丙70　 ３２－５０８５

宇和島市内にあるサービス付き高齢者住宅
　ゆとりの家ゆずりは                      　祝森3081-47　　２７－１８７３ 

　サービス付き高齢者賃貸住宅ふるさと      　祝森1136-5  　 ２７－１０１１
　サービス付き高齢者賃貸住宅たかぐし　      高串3-434-1　　６５－９９１５
　みずき付属高齢者住宅うわじま            　高串1-614-1　　２８－６１８５
　サービス付き住宅きずな　　　　　　　　　　宮下1535-60　　２０－１５７０   
　高齢者向け専用住宅なでしこ　　　　　　　　伊吹町367-1　　２２－６６０２
　サービス付き高齢者向け住宅薬師谷ひより　　川内2530-1　 　２７－１８６６
　高齢者向け賃貸アパートすこやかビル　　　　栄町港2-4-16　 ２８－６６３３
　高齢者有料住宅「人と…」　　　　　　　　　恵美須町2-2-6　２２－３３２０
　サービス付き高齢者向け住宅ラポール恵美須  恵美須町1-3-10 ２２－２７２２ 
　メゾン・デューつどい　丸之内 　　　　　　 丸之内2-1-7    ２３－２１０１
  住宅型有料老人ホームくるみ　　　　　三間町黒井地1594-11　２０－７１２２
　みずき付属高齢者住宅つきじ　　　　　　　　築地町１-503-1 ２８－６５３５
　有料老人ホーム笑歩会丸之内　　　　　　　　丸之内5-5-15　 ２２－３０６０
　サービス付き高齢者向け住宅笑歩会和霊　　　和霊中町2-129-1２２－２１８７
　高齢者住宅笑歩会新町　　　　　　　　　　　新町1-4-8　　　２２－５２２７

宇和島市内にある有料⽼⼈ホーム(特定施設⼊所者介護施設)
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クロ-バータクシー　　　　　 　長堀3-4-9　　　 25-0183・090-3188ｰ4624

きさいやタクシー　　　　　　　山際4-1-18　　　　　 ２３－２９１８

介護タクシーまごころ　　　　　神田川原46　　　　 　２４－３３６６

あい愛介護タクシー　　　　　　蒋渕3381　　　　63-0024・090-8571-4248

エール福祉タクシー　　　　　　佐伯町1-3-14　　　　 ２３－１９０３

福祉タクシーみたに　　　　　　坂下津甲343-2　　　　２２－４１５３

あおぞら　福祉タクシー　　　　高串1ｰ1013ｰ3　　24－1717･090ｰ7575ｰ1349

介護タクシーあかり　　　　　　祝森3010－1　     　 ２７－２８１９　　　

介護タクシー丸譽（まるたか）　祝森1681-9　　　 　　２７－２７６６

山下介護タクシー　　　　　　　川内1444－1　　　　　２２－７５０６

ひだまり介護タクシー　　　　  三間町務田307        ５８－２３７９

介護タクシーひかり　　　　　　吉田町鶴間新67-36　　５２－０７４４

介護タクシー雅夢              吉田町白浦2108－4　　５２－３６０１

南予タクシー株式会社　　　　　津島町高田丙160-1　　３２－２３２１

養護老人ホーム　寿楽荘　　　　　　保田798　　　　　４９－２８２８

養護老人ホーム　愛生寮　　　　　　吉田町立間尻495-7５２－７１７１

養護老人ホーム　広見広楽荘　　　　鬼北町近永496　　４５－０１０９

住宅型有料老人ホームながぼり　　　長堀3-8-6　　　　２３－３１２８

宅老所みるく　　　　　　　　　    明倫町5-5-13　　 ２８－６００６

宅老所おひさま　　　　　　　　　　三間町大内123-1　５８－４６４１

宅老所花園　　　　　　　　　　　　津島町上畑地　　 ３２－５０８５

デイホームよしふじ　　　　　　　　鬼北町東仲1015　 ４５－２２２２

ケアハウス　いこい　　　　和霊元町1-5-27　　　　　 ２２－０２０３

ケアハウス　サンランド　　吉田町立間尻727-1 　　   ２０－２７１１

ケアハウス　れんげ　　　　西予市宇和町久枝1434-1　  0894-62-7116

ケアハウス　はまゆう　　　西予市明浜町狩浜2-1208-4  0894-65-0066　

ケアハウス　城辺みしま荘　愛南町城辺乙561　　　　　 0895-70ｰ1175

宇和島圏域にある宅老所

宇和島圏域にある養護老人ホーム

宇和島圏域にあるケアハウス

宇和島市内の福祉タクシー



市内の医療機関
秋山膚科泌尿器科医院　　　　堀端町1-16　　　 ２２－２５４６

阿部眼科　　　　　　　　　　堀端町1-4　　　　２２－０２１７

あべ医院　　　　　　　　　　津島町岩松823　　３２－２６１６

石川循環器科・内科　　　　　中沢町1-2-9　　　２０－０３２０

一刈産婦人科医院　　　　　　新田町2-2-22　　 ２５－６１６１

岩城整形外科医院　　　　　　御幸町2-5-7　　　２４－６２１１

岩村外科胃腸科　　　　　　　吉田町魚棚20-3　 ５２－３１１１

植木整形外科　　　　　　　　堀端町2-5　　　　２２－００２２

上田外科　　　　　　　　　　広小路1-26　　　 ２５－０１００

宇都宮内科・胃腸科　　　　　栄町港2-4-26　　 ２５－７２２８

ＪＣＨＯ宇和島病院　　　　　賀古町2-1-37　   ２２－５６１６

宇和島徳洲会病院　　　　　　住吉町2-6-24　   ２２－２８１１

大畑皮膚科医院　　　　　　　和霊元町1-2-8　　２４－３３５５

小川クリニック　　　　　　　丸の内1-1-11　　 ２３－３５９９

沖内科クリニック　　　　　　新田町1-2-30　　 ２５－３３３５

加藤整形外科　　　　　    　和霊元町4-2-8    ２２－７１１１

鎌野病院　　　　　　　　　　広小路2-49　   　２４－６６１１

木村内科医院　　　　　　　　京町2-40　　　　 ２４－００３０

清岡眼科　　　　　　　　　　御幸町2-5-5　　　２０－１１８８

くきた内科クリニック　　　　中沢町2-4-5　　　２６－２２６０

楠崎医院　　　　　　　　　　本町追手1-2-15　 ２４－２２１１

口羽外科胃腸科医院　　　　　津島町高田丙547-1３２－５０００

河野整形外科クリニック　　　丸の内3-1-1　　　２２－１８２２

桑折小児科　　　　　　　　　中央町1-10-5　　 ２４－５６３３

古賀耳鼻咽喉科　　　　　　　御幸町2-6-3　　　２２－９９１１

こばやし小児科　　　　　　　長堀3-5-12　　　 ２３－１１５０

蒋渕診療所　　　　　　　　　蒋渕1119　　　　 ６３－００１１

ササオカ内科医院　　　　　　中央町2-3-17　　 ２４－３８８６

市立宇和島病院　　　　　　　御殿町1-1　　    ２５－１１１１

しませ医院　　　　　　　　　保田856-1　　　　２７－１８８８

正光会宇和島病院　　　　　　柿原1280　　　　 ２２－５６２２

正光会広小路診療所　　　　　堀端町1-13　　　 ２２－１６１４

市立吉田病院　　　　　　　　吉田町北小路217　５２－０６１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次ページへつづく
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市立津島病院　　　　　　　　津島町高田丙15　 ３２－２０１１

上甲外科麻酔科　　　　　　　寄松230-1　　　　２５－５８１１

鈴木外科　　　　　　　　　　吉田町北小路96-2 ５２－０１０４

清家消化器内科クリニック 　 恵美須町1-3-10   ２２－２２６６ 

善家外科・脳神経外科　　　　堀端町2-39　　　 ２２－１４８４

たけだ耳鼻咽喉科医院　　　　丸の内1-1-5　　　２５－１１１０

玉木眼科医院　　　　　　　　佐伯町1-2-26　　 ２５－０３０３

溜尾整形外科　　　　　　　　吉田町東小路98-1 ５２－３１３３

谷耳鼻咽喉科医院　　　　　　並松1-1-41　　　 ２４－４１３３

田中循環器科内科　　　　　　堀端町2-1        ２２－０５０４

戸島診療所　　　　　　　　　戸島2014　　　　 ６４－０２１０

友松外科・胃腸科　　　　　　鶴島町6-27　　　 ２２－０４１０

長野産婦人科　　　　　　　　堀端町1-8　　　　２４－１１０３

中山内科・胃腸科　　　　　　堀端町2-16　　　 ２２－０７０７

二宮整形外科　　　　　　　　桝形町2-3-27　　 ２５－８６００

萩山医院・寿ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ　　 寿町1-4-5　　　　２４－６２００

橋本内科クリニック　　　　　吉田町沖村609-1　５２－０８０８

日振島診療所　　　　　　　　日振島1729　　　 ６５－０００４

兵頭内科医院　　　　　　　　和霊元町1-6-24　 ２５－２７７２

藤田整形外科　　　　　　　　鶴島町3-8　　　　２２－５６３５

ますだクリニック　　　　　　伊吹町甲1155-7　 ２３－６６１１　

松浦内科(和霊町)　　　　　　和霊元町2-4-21　 ２３－１５１０

松浦内科医院　　　　　　　　並松1-1-31　　　 ２３－１１２２

松崎クリニック　　　　　　　三間町宮野下793  ５８－４８２８

松澤循環器科内科　　　　　　天神町8-19　　　 ２５－５８５８

松林眼科　　　　　　　　　　丸の内3-1-13　　 ２２－７７１７

水谷医院　　　　　　　　　　吉田町立間2-2619 ５２－０１４４

三瀨内科　　　　　　　　　　中央町1-3-19　　 ２２－６１６６

やくしじこどもクリニック　　泉町2-2-10　　　 ２４－１３８６

薬師寺内科　　　　　　　　　吉田町北小路99　 ５２－０５２０

山内産婦人科医院　　　　　　宮下223-5　　　　２４－０３２１

山下小児科　　　　　　　　　堀端町1-41　　　 ２３－００５５

山中医院　　　　　　　　　　広小路1-31　　　 ２２－１７５０

山本内科医院　　　　　　　　本町追手1-1-15　 ２２－５１００

遊子診療所　　　　　　　　　遊子3627　　　　 ６２－００１６

吉田内科泌尿器科医院　　　　御幸町2-2-12　　 ２５－１３３０

わたなべハートクリニック　　朝日町3-1-6　　　２５－１７１７
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