
※小規模多機能ホーム呉ベタニアホーム長迫は介護のみです。

事　　業　　所　　名 所　　在　　地

中央５－１２－２１呉市社会福祉協議会呉訪問介護事業所

呉中央コスモス園訪問介護事業所 西中央３－６－７

ホームヘルプサービス呉清光園

豊町大長６００５－１

小規模多機能ホーム呉ベタニアホーム長迫

電話番号

８４－５４６０呉市社会福祉協議会安浦訪問介護事業所 安浦町内海北１－７－２

６８－４８００

６７－２０８８

ホームヘルプサービス豊浜 豊浜町豊島３０８２－２８

豊寿園ヘルパーステーション

５３－１１２１

８７－６５５５

呉市社会福祉協議会倉橋訪問介護事業所 倉橋町１２１０－８

呉市社会福祉協議会川尻訪問介護事業所 川尻町西２－３－３３

５１－２５１５

５６－２５５５

呉さざなみ苑訪問介護事業所 音戸町高須３－１７－１５

あかさき園訪問介護事業所 音戸町畑１－２－５１

３４－４００１

３４－２７５５

コスモス園訪問介護事業所 焼山北３－２１－５

ホームヘルプサービス栃ノ木荘 栃原町中倉１５０－２

延寿荘訪問介護事業所 広町字中横路２４４５

成寿園指定訪問介護事業所 広町白岳２－１１－１７

３４－５６５６

３０－３０２０

ホームヘルプサービス温養院 焼山中央６－６－１３

訪問介護事業所後楽荘 焼山町字打田６２３

老人ヘルパーステーションかるが 狩留賀町３－１６

コスモス園天応訪問介護事業所 天応伝十原町１５－３

事　　業　　所　　名 所　　在　　地

訪問介護事業所あすらや荘 郷原町２３８０

ホームヘルプサービス郷原の里 郷原町字鵯畑１８８２－１２

３２－７１００

２８－０９０１警固屋１－１７－１５

３８－０６６６

７１－６７７６

７６－３３７７

２０－２０６６

２８－０５５５

２０－３６０５

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業所申出一覧表

平成２９年２月１日現在
【訪問介護事業所】

【小規模多機能型居宅介護業所】

電話番号

２３－９３１３

ホームヘルプサービス呉保生院 警固屋９－１－３８

ホームヘルプサービス常楽園 警固屋９－１－１

ヘルパーステーションべたにあ 中通４－９－１７ ２５－１１４０

長迫町１０－３ ２３－２００３

７７－０９４９

７７－１５５８
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呉市社会福祉協議会蒲刈通所介護事業所 蒲刈町田戸２３０８－１

６８－４８００

ゆたかデイサービスセンター 豊町大長６００５－１ ６６－２２４４

６６－１１６５

延寿荘通所介護事業所 広町字中横路２４４５ ７１－６７７６

安浦デイサービスセンター 安浦町内海北２－４－２４ ８４－７４００

川尻町西６－１０－１

３４－２７５５

デイサービスセンターあかさき園 音戸町畑１－２－５１

呉市社会福祉協議会下蒲刈通所介護事業所 下蒲刈町下島１７１３－１ ６５－３１２０

たちばな苑デイサービスセンター 倉橋町１４６４９ ５４－１８８１

呉市社会福祉協議会安浦通所介護事業所 安浦町内海北６－３－１ ８５－００７０

恵の海通所介護事業所

５６－２５５５

８７－０２８０

デイサービスセンター栃ノ木荘 栃原町中倉１５０－２

デイサービスセンター後楽荘 焼山町字打田６２３ ３０－３５５８

コスモス園デイサービスセンター 焼山北３－２１－５ ３３－８０００

通所介護事業所仁方 仁方町戸田４４０７ ７０－２２２２

デイサービスセンターあおぎり荘 焼山中央６－６－１３ ３４－５６５６

デイサービスセンター郷原の里 郷原町鵯畑１８８２－１２ ７７－１５５８

デイサービスセンター成寿園 広町字白石免田１３０１０ ７１－８５００

デイサービスセンター仁風園 仁方西神町３５－１１ ７９－０１１２

老人デイサービスセンターかるが 狩留賀町３－１６ ２０－３６０３

コスモス園天応デイサービスセンター 天応伝十原町１５－３ ３８－０６６６

警固屋９－１－１ ２８－０５５５

事　　業　　所　　名 所　　在　　地 電話番号

デイサービスセンター呉ベタニアホーム 本通４－３－２１ ２６－８８４４

デイサービスセンター呉清光園 警固屋１－１７－１５ ２８－０９０１

デイサービスセンター常楽園

【通所介護事業所】

【認知症対応型通所介護事業所】

デイサービスセンター豊浜 豊浜町豊島３０８２－２８

事　　業　　所　　名 所　　在　　地 電話番号

豊町大長６０００ ６６－２２４４

認知症対応型デイサービスセンター　小江 広中迫町１７－１５ ７１－１４５７

呉本通コスモス園デイサービスセンター 本通４－８－１２－１０１ ３２－１７００

豊寿園デイサービスセンター

個別対応デイサービスべたにあ 中通４－９－１７ ２１－１５１０
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郷原町２３８０－１８１ ７７－２２７７

特別養護老人ホーム豊寿園 豊町大長６０００ ６６－３３００

特別養護老人ホーム恵の海 川尻町西６－１０－１ ８７－０２８０

特別養護老人ホーム春香園 安浦町内海北１－２－４２ ８４－３１１８

特別養護老人ホームたちばな苑 倉橋町１４６４９ ５４－１５１５

焼山町字打田６２３

【地域密着型介護老人福祉施設】

事　　業　　所　　名

焼山北３－２１－５ ３３－８０００

栃原町中倉１５０－２ ３４－２７５５

特別養護老人ホーム後楽荘

特別養護老人ホームあかさき園 音戸町畑１－２－５１ ５６－２５５５

所　　在　　地 電話番号

３４－１３８８

広町字中横路２４４５

【介護老人福祉施設】

事　　業　　所　　名 所　　在　　地 電話番号

特別養護老人ホーム成寿園 広町字白石免田１３０１０ ７１－８５００

特別養護老人ホーム常楽園 警固屋９－１－１ ２８－０３７０

特別養護老人ホームかるが 狩留賀町３－１６ ２０－３６０１

特別養護老人ホーム延寿荘

特別養護老人ホームあすらや荘 郷原町２３８０ ７７－０９４９

７１－６７７６

郷原町字鵯畑１８８２－１２７７－１５５８

特別養護老人ホームコスモス園

特別養護老人ホーム郷原の里

特別養護老人ホーム温養院 焼山中央６－６－１３ ３３－３８５８

特別養護老人ホーム栃ノ木荘

特別養護老人ホーム呉本通コスモス園 本通４－８－１２－１０１ ３２－１７００

特別養護老人ホーム仁方 仁方町戸田４４０７ ７０－２２２２

地域密着型ユニット型特別養護老人ホームあかさき園 音戸町畑１－２－５１ ５６－２５５５

特別養護老人ホームのろさん
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特別養護老人ホームのろさん 郷原町２３８０－１８１ ７７－２２７７

短期入所生活介護事業所仁方 仁方町戸田４４０７ ７０－２２２２

事　　業　　所　　名 所　　在　　地 電話番号

【短期入所生活介護事業所】

呉清光園短期入所生活介護事業所 警固屋１－１７－１５ ２８－０９０１

老人短期入所施設かるが 狩留賀町３－１６ ２０－３６０１

常楽園短期入所生活介護事業所 警固屋９－１－１ ２８－０３７０

延寿荘短期入所生活介護事業所 広町字中横路２４４５ ７１－６７７６

成寿園短期入所生活介護事業所 広町字白石免田１３０１０ ７１－８５００

短期入所生活介護事業所あすらや荘 郷原町２３８０ ７７－０９４９

ショートステイ郷原の里 郷原町字鵯畑１８８２－１２７７－１５５８

温養院短期入所生活介護事業所 焼山中央６－６－１３ ３４－５６５６

短期入所生活介護事業所後楽荘 焼山町字打田６２３ ３４－１３８８

５４－１８８１

コスモス園短期入所生活介護事業所 焼山北３－２１－５ ３３－８０００

栃ノ木荘短期入所生活介護事業所 栃原町中倉１５０－２ ３４－２７５５

地域密着型ユニット型特別養護老人ホームあかさき園 音戸町畑１－２－５１ ５６－２５５５

川尻町西６－１０－１ ８７－０２８０

春香園ショート 安浦町内海北１－２－４２ ８４－３１１８

あかさき園短期入所生活介護事業所 音戸町畑１－２－５１ ５６－２５５５

たちばな苑短期入所生活介護事業所 倉橋町１４６４９

呉本通コスモス園短期入所生活介護事業所 本通４－８－１２－１０１ ３２－１７００

豊寿園短期入所生活介護事業所 豊町大長６０００ ６６－３３００

恵の海短期入所生活介護事業所
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