
指定訪問介護事業所(ホームヘルプサービス）

住所 電話

有限会社ライフケアしあわせ 御坊市御坊184-6 0738-24-0676

ケアセンター　おたっしゃ倶楽部御坊・日高事業所 御坊市薗531-7 0738-23-0396

ニチイケアセンター御坊 御坊市薗42-7 0738-32-3152

日高博愛園ホームヘルプサービス 御坊市薗263-3小林ビル３F 0738-24-1828

ヘルパーステーションあおぞら 御坊市薗27-3 0738-22-1106

ヘルパーステーションキタデ 御坊市薗98-3 0738-32-3060

ヘルパーステーションよつ葉 御坊市薗147-1 0738-52-5201

ケア・ステーションこはる 御坊市島280-11 0738-20-5109

ケアフルズ 御坊市島695-3 0738-24-0593

訪問介護事業所ホップ御坊 御坊市湯川町小松原371-5 0738-24-3131

ホームヘルプサービスケアビレッジ御坊 御坊市湯川町財部377-6 0738-22-8655

ステーションつくし 御坊市湯川町富安1875-1ハイツナカオカ２F8号 0738-32-1427

かいてきケアステーション 御坊市塩屋町北塩屋1400-6 0738-24-5558

ケアランド御坊 御坊市野口1184 0738-24-1094

美浜町社会福祉協議会 美浜町和田1138-326美浜町地域福祉センター 0738-23-5393

養護老人ホームときわ寮訪問介護事業所 美浜町和田1138-180 0738-22-0783

ホームヘルプ白寿 日高川町船津1664 0738-54-0071

ヘルパーステーション・はるす 日高川町川原河264日高川町保健福祉センター 0738-56-7010

由良町社会福祉協議会 由良町吹井80-88 0738-65-3500

ホームヘルプドリーム 由良町吹井130（由良あかつき園内） 0738-65-2033

訪問介護事業所　ふじの里 日高町荊木字町之坪115-1 0738-63-1800

日高町社会福祉協議会 日高町小中1308 0738-63-2751

日高川町社会福祉協議会　　川辺事業所 日高川町土生160 0738-22-5424

愛あいケアフレンズ 御坊市藤田町吉田726-50 0738-20-1090

ヘルパーステーション中紀 御坊市藤田町吉田324-1 0738-32-3575

印南町社会福祉協議会 印南町印南2009-1 0738-42-1433

ケアサポートふくしん 印南町印南2288-5 0738-20-5272



指定訪問入浴介護事業所

事業所名 住所 電話

ステーションつくし
御坊市湯川町富安1875-1
ハイツナカオカ２F8号 0738-32-1427

日高博愛園デイサービスセンター 御坊市名田町野島1-9 0738-29-2555

日高川町社会福祉協議会　川辺事業所 日高川町土生160 0738-22-5424

印南町社会福祉協議会 印南町印南2009-1 0738-42-1433

指定訪問看護ステーション

事業所名 住所 電話

訪問看護ステーション・キタデ 御坊市湯川町財部724 0738-24-0100

訪問看護ステーションひまわり 美浜町田井313-1 0738-24-3363

訪問看護ステーション中紀 御坊市藤田町吉田324-1 0738-22-8353

指定訪問リハビリステーション

事業所名 住所 電話

博愛園訪問リハビリテーション 御坊市名田町上の722-1 0738-29-3060

老人保健施設プラトン 美浜町田井402-1 0738-22-9666

指定通所介護事業所（デイサービス）

事業所名 住所 電話

三和デイサービス本町店 御坊市薗198-8 0738-52-7170

やまばデイサービスセンター 御坊市薗564-1 0738-20-5056

デイサービスケアビレッジ御坊 御坊市湯川町財部377-6 0738-22-8655

デイサービスセンターキタデ 御坊市湯川町財部728-4 0738-24-3064

ナーシングデイキタデＳｍｉｌｅ 御坊市湯川町財部728-4 0738-52-5020

フィットネスデイキタデＲｅ 御坊市湯川町財部728-4 0738-52-5021

三和デイサービス 御坊市湯川町l小松原607-4 0738-52-7015



三和デイサービス小松原店 御坊市湯川町l小松原599-12 0738-23-0925

日高博愛園デイサービスセンター
御坊市名田町野島1-9特別養護老人
ホーム日高博愛園 0738-29-2555

日高博愛園第2デイサービスセンター 御坊市名田町野島舎ヶ谷3321-3 0738-29-2366

明神の郷 御坊市明神川646 0738-24-1199

美浜町社会福祉協議会 美浜町和田1138-326美浜町地域福祉センター0738-23-5393

ときわ寮美浜デイサービスセンター 美浜町三尾9特別養護老人ホームときわ寮 0738-22-1251

白寿苑デイサービスセンター 日高川町船津1664 0738-54-0072

はるす・デイサービスセンター
日高川町川原河264日高川町保健福祉セ
ンター 0738-56-7010

デイサービスセンター美山の里 日高川町初湯川213-1 0738-57-0320

デイサービスセンター　ほのか 由良町里248-1 0738-52-7656

由良町社会福祉協議会 由良町吹井80-88 0738-65-3500

ゆら博愛園デイサービスセンター 由良町吹井字吹城910-1 0738-35-2505

デイサービスセンター　えなの家 由良町衣奈685 0738-70-0200

通所介護事業所ふじの里 日高町荊木字町之坪115-1 0738-63-1800

日高町社会福祉協議会 日高町小中1308 0738-63-2751

ひだか博愛園みちしおデイサービスセンター 日高町阿尾646 0738-64-8040

ときわ寮川辺園デイサービスセンター
日高川町和佐2081番地の10
特別養護老人ホーム川辺園 0738-53-0909

カルフール・ド・ルポ印南デイサービスセンター 印南町山口150-1 0738-42-8100

カルフール・ド・ルポ印南デイサービスヌーヴォ 印南町山口150-1 0738-42-8210

指定通所リハビリテーション事業所（デイケア）

事業所名 住所 電話

老人保健施設リバティ博愛 御坊市名田町野島1-9 0738-29-3434

老人保健施設プラトン 美浜町田井402-1 0738-22-9666

介護老人保健施設和佐の里 日高川町和佐2136 0738-53-1101

事業所名 住所 電話

指定福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所



住まいるサポート 御坊市薗535 0738-22-0164

有限会社リフレHOMEシオジ 御坊市薗432-1 0738-24-0345

ヒューマンケアキタデ 御坊市湯川町財部726-1 0738-52-7019

せいわ 御坊市湯川町富安1846-1 0738-23-4621

有限会社和歌山ホームケアサービス 御坊市湯川町富安1872-1 0738-23-5455

株式会社旭屋 日高川町皆瀬324 0738-56-0231

ライフケア優 由良町里247-6 0738-65-2234

ニチイケアセンター田辺 田辺市稲成町77-1 0739-24-7713

大黒ヘルスケアセンター 田辺市新庄町3778-2 0739-25-6254

ヤマシタコーポレーション 田辺市宝来町25-16 0739-81-3000

小規模多機能型居宅介護事業所

事業所名 住所 電話

きららファミリー 美浜町和田1232-4 0738-22-5100

小規模多機能ハウスあがら花まる 御坊市藤田町2118-6 0738-32-8588

指定認知症対応型通所介護事業所

事業所名 住所 電話

コミュニティケアキタデゆうゆうⅠ 御坊市薗98-3 0738-32-2338

コミュニティケアキタデゆうゆうⅡ 御坊市薗98-3 0738-32-2338

認知症対応型デイサービスあがら花まる 御坊市藤田町藤井2118-6 0738-32-8588

松風みはまデイサービス 美浜町和田824－9 0738-22-1101

指定認知症対応型共同生活介護事業所

事業所名 住所 電話

グループホーム松風みはま 美浜町和田824-9 0738-22-1101

グループホームサニーワン 日高川町初湯川213-1 0738-57-7070

グループホーム潮風ひだか 日高町小池23 0738-22-3100

グループホームあがら花まる 御坊市藤田町藤井2118-6 0738-32-8588



グループホームあがら花まるⅡ 御坊市藤田町藤井2118-1 0738-32-8589

グループホームカルフール・ド・ルポ印南 印南町山口150-1 0738-42-8080

介護老人福祉施設（特養ホーム）及び短期入所生活介護事業所（ショートステイ）

事業所名 住所 電話

特別養護老人ホーム日高博愛園 御坊市名田町野島1-9 0738-29-3181

特別養護老人ホームごぼうの郷 御坊市熊野44-4 0738-22-5500

特別養護老人ホームときわ寮 美浜町三尾9 0738-22-1251

特別養護老人ホームゆら博愛園 由良町吹井字吹城910-1 0738-35-2500

特別養護老人ホーム白寿苑 日高川町船津1664 0738-54-0071

特別養護老人ホーム美山の里 日高川町初湯川213-1 0738-57-0320

特別養護老人ホームひだか博愛園みちしお 日高町阿尾646 0738-64-8008

特別養護老人ホームときわ寮川辺園 日高川町和佐2081番地の10 0738-53-0909

特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南 印南町山口150-1 0738-42-8100

特別養護老人ホームカルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォ 印南町山口150-1 0738-42-8100

特別養護老人ホームときわ寮梅の里 みなべ町滝437 0739-75-2618

特別養護老人ホーム　虹 みなべ町植田1450-1 0739-84-2551

介護老人保健施設及び短期入所療養介護事業所（ショートステイ）

事業所名 住所 電話

介護老人保健施設リバティ博愛 御坊市名田町野島1-9 0738-29-3434

介護老人保健施設和佐の里 日高川町和佐2136 0738-53-1101

介護老人保健施設プラトン 美浜町田井402-1 0738-22-9666

ケアハウス

事業所名 住所 電話

軽費老人ホームケアハウス博愛 御坊市名田町上の1722-1 0738-29-2231

軽費老人ホームケアハウス博愛みちしお 日高町阿尾646 0738-64-8020



有料老人ホーム

事業所名 　　　　　　　　　　住所 電話

御坊シルバーハイム 御坊市野口1351-1 0738-24-0125

ふじの里 日高町荊木115-1 0738-63-1800

サービス付高齢者向け住宅

事業所名 住所 電話

ケアビレッジ御坊 御坊市湯川町財部377-6 0738-22-8601

ケアビレッジたから 御坊市湯川町財部633-16 0738-22-8055

セカンドクラフト御坊 御坊市湯川町小松原371-5 0738-24-3131


