日常生活支援総合事業事業所一覧（R3.4.1現在）
圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

690-0015

島根県松江市上乃木７丁目６番１号 か
0852-55-8588 0852-55-8589 医療法人 古沢整形外科医院
もと整形外科クリニック２階

690-0332

島根県松江市鹿島町佐陀本郷６４０番
地１

松江 訪問型Ａ２

3260190081 訪問看護・介護ステーション すずらん

松江 訪問型Ａ２

3270100013

松江 訪問型Ａ２

3270100096 ニチイケアセンター 浜乃木

690-0044 島根県松江市浜乃木６－６－２３

0852-55-6433 0852-55-6444 株式会社 ニチイ学館

松江 訪問型Ａ２

3270100161 津田訪問介護センター

690-0017 島根県松江市西津田十丁目１９－５０

0852-28-3101 0852-28-3161 社会福祉法人 松豊会

松江 訪問型Ａ２

3270100211 訪問介護事業所 ケアサービス松江

690-0888 島根県松江市北堀町２１１

0852-55-7168 0852-21-3955 有限会社 ケアサービス松江

松江 訪問型Ａ２

3270100286 大庭指定訪問介護事業所

690-0035 島根県松江市佐草町２番２

0852-31-3775 0852-21-0815 社会福祉法人 敬仁会

松江 訪問型Ａ２

3270100369 ヘルパーステーション すみれ

690-0874 島根県松江市中原町３１３－１

0852-24-4002 0852-24-4007 株式会社 すみれ

松江 訪問型Ａ２

3270100401 生協ヘルパーステーション

690-0035 島根県松江市佐草町４５６－１

0852-20-7655 0852-24-3908 松江保健生活協同組合

松江 訪問型Ａ２

3270100468

690-0031 島根県松江市山代町９３４－５

0852-31-3328 0852-27-6982 社会福祉法人 しらゆり会

松江 訪問型Ａ２

3270100476 持田ヘルパーステーション

690-0812 島根県松江市川原町２９２－２

0852-34-1515 0852-34-1562 医療法人社団 回春会

松江 訪問型Ａ２

3270100518 法吉ヘルパーステーション

690-0861 島根県松江市法吉町６２９－２

0852-25-5403 0852-21-8087 社会福祉法人 みずうみ

松江 訪問型Ａ２

3270100633 サンキ・ウエルビィ介護センター松江

690-0011 島根県松江市東津田１７８７番地

0852-20-6310 0852-20-6313 サンキ・ウエルビィ株式会社

松江 訪問型Ａ２

3270100773 ふれあいヘルパーステーション

690-0017 島根県松江市西津田七丁目１４番２１号 0852-26-7608 0852-67-6476 松江保健生活協同組合

松江 訪問型Ａ２

3270100831 ヘルパーステーションふれあい

690-1114 島根県松江市野原町５８５番地

0852-34-1870 0852-34-1882 社会福祉法人 ふれあい

松江 訪問型Ａ２

3270100856 ヘルパーステーション まごころ

690-0012 島根県松江市古志原１丁目１４番１号

0852-61-4155 0852-25-5302

特定非営利活動法人 まごころ
サービス松江センター

松江 訪問型Ａ２

3270100922 特定非営利活動法人 はっぴいライフ

690-0065

0852-28-6266 0852-28-6267

特定非営利活動法人 はっぴい
ライフ

松江 訪問型Ａ２

3270101029

松江 訪問型Ａ２

3270101359 ヘルパーステーション しんじ

699-0406

島根県松江市宍道町佐々布２１４５－１
0852-66-7170 0852-66-7175 有限会社 アダチ
７２

松江 訪問型Ａ２

3270101912 訪問介護事業所 花きりん

690-0012

島根県松江市古志原２丁目１８番２３－
0852-61-5757 0852-61-5758 株式会社 花麒麟
２０２号サニーサイド・らいふ

松江 訪問型Ａ２

3270102001 学園ヘルパーステーション

690-0825 島根県松江市学園二丁目７番１６号

0852-26-9906 0852-27-4456 松江保健生活協同組合

松江 訪問型Ａ２

3270102043 訪問介護事業所 たまゆの杜

699-0202 島根県松江市玉湯町湯町１９２４番１

0852-62-8502 0852-62-8505 社会福祉法人 隠岐共生学園

松江 訪問型Ａ２

3270102076 にこにこヘルパーさん

690-0017 島根県松江市西津田２丁目９番９号

0852-25-8011 0852-25-8021 株式会社 きずな

松江 訪問型Ａ２

3270102167 北陽マイズホームヘルパー

690-0049 島根県松江市袖師町９番３５

0852-28-3316 0852-28-3325 北陽福祉サービス株式会社

松江 訪問型Ａ２

3270102183 ケア・サポート コスモス

690-0015 島根県松江市上乃木二丁目７番１７号

0852-24-1516 0852-61-6011 株式会社 コスモス

松江 訪問型Ａ２

3270102225 アースサポート松江

690-0012 島根県松江市古志原１丁目６番１号

0852-28-6311 0852-28-6322 アースサポート株式会社

松江 訪問型Ａ２

3270102266 いつつぼし

690-0861 島根県松江市法吉町５０－１２

0852-25-5907 0852-25-5907 有限会社 松江ＣＧ工房

松江 訪問型Ａ２

3270102282 訪問介護ステーション アゼリア

690-0876 島根県松江市黒田町４７５番７

0852-60-5860 0852-60-5862 医療法人社団 水澄み会

松江 訪問型Ａ２

3270102332 松江２４時間介護センター

690-0815 島根県松江市西持田３４１番地１

0852-25-8023 0852-32-0080 株式会社 オレンジロード

松江 訪問型Ａ２

3270102365 訪問介護事業所 愛桜

690-0803 島根県松江市鹿島町名分１３４８‐２

0852-82-9115 0852-82-9116 社会福祉法人 かしま福祉会

松江 訪問型Ａ２

3270102449 こころねヘルパーステーション

690-0001 島根県松江市東朝日町３７番地１

0852-67-1566 0852-25-8363 医療法人 峻和会

松江 訪問型Ａ２

3270102563 ヘルパーステーション心暖

699-0202 島根県松江市玉湯町湯町１９０番地１

0852-62-1166 0852-62-2711 株式会社 ユニティー

松江 訪問型Ａ２

3270102670 こころねヘルパーステーション西津田

690-0017 島根県松江市西津田三丁目１３番３号

0852-67-2003 0852-23-7001 株式会社メディカル・ケア西日本

松江 訪問型Ａ２

3270102696 サンキ・ウエルビイ介護センター秋鹿

690-0262 島根県松江市岡本町１０４１番１号

0852-88-3337 0852-88-3370 サンキ・ウエルビィ株式会社

松江 訪問型Ａ２

3270102746 訪問介護のコクア

690-0859

島根県松江市国屋町字池代り３７８番
地２４

松江 訪問型Ａ２

3270102845

699-0110

島根県松江市東出雲町錦新町８－１－
0852-52-6310 0852-52-6910 株式会社 全労済ウィック
１

松江 訪問型Ａ２

3270102910 嵩の杜訪問介護事業所

社会福祉法人 松江市社会福祉協議
会 松江社協介護センター

老人ホームヘルプサービス事業 ねぎ
らい

湖北ふれあい しんじ湖温泉ヘルパー
ステーション

全労済在宅介護サービスセンター ほ
ほえみ

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

島根県松江市灘町１－３５ 白潟トーケ
ンレジデンス５０２

690-0859 島根県松江市国屋町４９８－６

690-0823 島根県松江市西川津町５３３－１

0852-82-1707 0852-82-2582

社会福祉法人 松江市社会福
祉協議会

0852-67-2252 0852-67-6211 社会福祉法人 湖北ふれあい

0852-36-7207 0852-36-7239 合同会社 ＫＯＫＵＡ

0852-60-0808 0852-60-1133 北陽福祉サービス株式会社
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圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

松江 訪問型Ａ２

3270102993 ライブアシスト松江訪問介護事業所

松江 訪問型Ａ２

3270103033

松江 訪問型Ａ２

ヘルパーステーション 彩りテラス～東
朝日町～

郵便番号
699-0110

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

島根県松江市東出雲町錦新町６丁目４
0852-67-2544 0852-67-2545 株式会社 ライブアシスト
－１

690-0001 島根県松江市東朝日町２７８番地１０

0852-23-0388 0852-67-2533 株式会社 Ｈｏｍｅ Ｔｅｒｒａｃｅ

3270103082 こころねヘルパーステーション嫁島町

690-0047 島根県松江市嫁島町１１番５号

0852-25-5001 0852-23-9990 株式会社メディカル・ケア西日本

松江 訪問型Ａ２

3270103165 こころねヘルパーステーション石橋町

690-0881 島根県松江市石橋町３１番地１

0852-67-1061 0852-25-7666 株式会社メディカル・ケア西日本

松江 訪問型Ａ２

3270103207 訪問介護ステーション まちびと

690-0024 島根県松江市馬潟町９８番地１

0852-67-1837 0852-67-1165 株式会社 サン・リンク

松江 訪問型Ａ２

3270103264 千鳥訪問介護事業所

699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋１１９６

0852-52-7575 0852-52-7117 医療法人 ちどり

松江 訪問型Ａ２

3270103298 訪問介護 もみの木苑

690-0108 島根県松江市東出雲町出雲郷７７１－４ 0852-67-1158 0852-67-1159 株式会社 まつえ福祉会

松江 訪問型Ａ２

3270103470 ヘルパーステーション なかよし

690-0012 島根県松江市古志原４丁目１９－４３

0852-24-7537 0852-24-9206 社会福祉法人 上口福祉会

松江 訪問型Ａ２

3270103579 訪問介護事業所 かがやき

690-0033 島根県松江市大庭町１８１２－２

0852-25-3855 0852-25-2758 株式会社ラッシュ

松江 訪問型Ａ２

3270103637 ヘルパーステーションなずな

690-0876 島根県松江市黒田町６０

0852-67-6444 0852-67-6433 （有） ＫＣサポート

松江 訪問型Ａ２

3270103652 ヘルパーステーション八重の郷

690-0015 島根県松江市上乃木二丁目２１番１０号 0852-33-7552 0852-67-3182 株式会社 八重の郷

松江 訪問型Ａ２

3270103710 ヘルパーステーションおおね

690-1406 島根県松江市八束町二子１０２５番地１ 0852-76-2588 0852-76-9288 株式会社 なかうみの郷

松江 訪問型Ａ２

3270103793 こころねヘルパーステーション内中原

690-0873 島根県松江市内中原町２００番地２

松江 訪問型Ａ２

3270103819 ヘルパーステーション しるし

699-0112

松江 訪問型Ａ２

3270103892 訪問介護事業所玉湯ひまわり

699-0202 島根県松江市玉湯町湯町１１８６番地１ 0852-62-1234 0852-61-8889 株式会社ライフサポート山陰

松江 訪問型Ａ２

3270103900 訪問介護事業所千本ひまわり

690-0036 島根県松江市東忌部町１８３番地７

0852-33-9110 0852-33-9111 株式会社ライフサポート山陰

松江 訪問型Ａ２

3270103926 訪問介護事業所はくいし

699-0402 島根県松江市宍道町白石１８４番地３

0852-61-8350 0852-61-8351 株式会社エムケア

松江 訪問型Ａ２

3270104007 訪問介護事業所ひまわり

690-0015 島根県松江市上乃木１０丁目２番１４号 0852-67-1221 0852-20-6861 株式会社ライフサポート山陰

松江 訪問型Ａ２

3270104015 こころねヘルパーステーション春日町

690-0897 島根県松江市春日町１５７番地４

0852-67-1275 0852-26-0555 株式会社メディカル・ケア西日本

松江 訪問型Ａ２

3270104049 ヘルパーステーションいちばた

690-0874 島根県松江市中原町３８－４

0852-21-5212 0852-23-8787 一畑電気鉄道株式会社

松江 訪問型Ａ２

3270104122 ニチイケアセンター松江北

690-0877

松江 訪問型Ａ２

3270104130 訪問介護事業所わかば

690-0056 島根県松江市雑賀町２２１番地

0852-22-0787 0852-22-0771 株式会社S＆Yサポート

松江 訪問型Ａ２

3270104155 訪問介護事業所よいとこ２４

690-0017 島根県松江市西津田２丁目１－１４

0852-67-2725 0852-67-2726

松江 訪問型Ａ２

3270104239 こころねヘルパーステーション北田町

690-0883 島根県松江市北田町７１－１

0852-61-5561 0852-23-1223 株式会社メディカル・ケア西日本

松江 訪問型Ａ２

3270104262 訪問介護事業所 あおぞら

690-0033 島根県松江市大庭町１８１１－３

0852-20-2123 0852-20-2122 株式会社 ラッシュ

松江 訪問型Ａ２

3270104296 こころねヘルパーステーション東津田

690-0011 島根県松江市東津田町１１３６番地１

0852-67-7575 0852-25-2600 株式会社メディカル・ケア西日本

松江 訪問型Ａ２

3270401866 ヘルパーステーション優樹

699-0407 島根県松江市宍道町伊志見４１０番地

0852-66-9333 0852-66-9335 株式会社 ナノケアめろす

松江 訪問型Ａ２

3271100111

社会福祉法人 松江市社会福祉協議
会 松南介護センター

690-2103 島根県松江市八雲町西岩坂３５５－１

0852-54-1485 0852-54-9996

松江 訪問型Ａ２

3271100145

社会福祉法人 山陰家庭学院 ゆうな
ぎ訪問介護事業所

690-1212 島根県松江市島根町野波２３１８番地３ 0852-85-3700 0852-85-3702 社会福祉法人 山陰家庭学院

松江 訪問型Ａ２

3271100236 東寿苑ホームヘルパーステーション

松江 訪問型Ａ２

3271100244

社会福祉法人 松江市社会福祉協議
会 宍道介護センター

699-0405 島根県松江市宍道町上来待２１３－１

0852-66-7311 0852-66-2209

社会福祉法人 松江市社会福
祉協議会

松江 訪問型Ａ２

3271100343

社会福祉法人 松江市社会福祉協議
会 美保関介護センター

690-1315 島根県松江市美保関町片江２２６８番８ 0852-72-2233 0852-72-2288

社会福祉法人 松江市社会福
祉協議会

安来 訪問型Ａ２

3270200029 ヘルパーステーションやすぎ

安来 訪問型Ａ２

3270200086

安来 訪問型Ａ２

3270200144 しらさぎ苑ホームヘルパーステーション 692-0064 島根県安来市古川町８２９－１

0854-28-6529 0854-28-8589 社会福祉法人 やすぎ福祉会

安来 訪問型Ａ２

3270200268 エプロンの会

0854-22-0808 0854-22-0840

社会福祉法人 安来市社会福祉協議
会 指定訪問介護事業所

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

699-0108

0852-67-2797 0852-26-1717 株式会社メディカル・ケア西日本

島根県松江市東出雲町意宇東１丁目６
0852-61-6300 0852-61-5400 サインポスト合同会社
番地３

島根県松江市春日町１６１ 春日町Fテ
ナント

島根県松江市東出雲町出雲郷４９３番
地

株式会社 ニチイ学館

株式会社訪問介護事業所よい
とこ２４

社会福祉法人 松江市社会福
祉協議会

0852-52-5998 0852-52-7399 社会福祉法人 草雲会

692-0011 島根県安来市安来町８９９－１

0854-23-2299 0854-23-2729 社会医療法人 昌林会

692-0206 島根県安来市伯太町安田１６８７番地

0854-37-1432 0854-37-1258

692-0011 島根県安来市安来町１５７６番地１の２

社会福祉法人 安来市社会福
祉協議会

特定非営利活動法人 エプロン
の会
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圏域

事業所番号

事業所名

安来 訪問型Ａ２

3270200425

ＪＡしまね やすぎヘルパーステーショ
ン

安来 訪問型Ａ２

事業種別

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

692-0014 島根県安来市飯島町１２０５番地１

0854-23-8230 0854-23-8231 島根県農業協同組合

3271200051 太陽ヘルパーステーション

692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬１９１１－１

0854-32-9260 0854-32-3661

雲南 訪問型Ａ２

3271300059 ヘルパーステーションたんぽぽ

699-1821 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７番地６

0854-52-2940 0854-52-2568 社会福祉法人 よこた福祉会

雲南 訪問型Ａ２

3271300109 仁多ヘルパーステーション

699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６番地

0854-54-2200 0854-54-2202 社会福祉法人 仁多福祉会

雲南 訪問型Ａ２

3271400149 訪問介護事業所 おおぎ

699-1251 島根県雲南市大東町大東１０３８番地

0854-43-9100 0854-43-9218

雲南 訪問型Ａ２

3271400255 ニチイケアセンターあかがわ

699-1232

雲南 訪問型Ａ２

3271400339 ヘルパーステーションかも

699-1105 島根県雲南市加茂町宇治３２８番地

0854-49-8098 0854-49-9426 社会福祉法人 かも福祉会

雲南 訪問型Ａ２

3271400511 訪問介護事業所 えん

690-2702 島根県雲南市掛合町入間２８０番地３

0854-62-1922 0854-62-0827

雲南 訪問型Ａ２

3271400578 なごみヘルパーステーション

699-1221 島根県雲南市大東町飯田９２番地１

0854-47-7370 0854-47-7371 株式会社さくら長寿会

雲南 訪問型Ａ２

3271400602

ＪＡしまね 雲南すずらん福祉センター
訪問介護事業所

699-1395

雲南 訪問型Ａ２

3271500104

飯南町社会福祉協議会訪問介護事業
所

690-3401 島根県飯石郡飯南町野萱１８２６－２

雲南 訪問型Ａ２

3271500161 訪問介護事業所みとや

690-2404

雲南 訪問型Ａ２

3271500179 訪問介護事業所かけや

690-2701 島根県雲南市掛合町掛合８５３番地１

0854-62-9050 0854-62-9051

雲南 訪問型Ａ２

3271500377 訪問介護支援事業所 琴引の里

690-3207 島根県飯石郡飯南町頓原２００１

0854-72-0800 0854-72-1011 社会福祉法人 友愛会

雲南 訪問型Ａ２

3281300016 訪問介護 ともに

699-2313 島根県仁多郡奥出雲町三沢５０１－１

0854-54-0040 0854-54-0502 ＮＰＯ法人 ともに

雲南 訪問型Ａ２

3281400030 ケアポートよしだ 訪問介護

690-2313 島根県雲南市吉田町深野８４番地６

0854-75-0346 0854-75-0456 社会福祉法人 よしだ福祉会

出雲 訪問型Ａ２

3270300118 ＮＰＯ法人たすけあい平田

691-0012 島根県出雲市西代町１０３２－４

0853-62-0257 0853-62-0258

特定非営利活動法人 たすけあ
い平田

出雲 訪問型Ａ２

3270300126

691-0001 島根県出雲市平田町２３０８－９

0853-62-9060 0853-62-9070

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

出雲 訪問型Ａ２

3270400066 清流園訪問介護事業所

693-0011 島根県出雲市大津町３５２９番地

0853-21-6600 0853-24-1118 社会福祉法人 静和会

出雲 訪問型Ａ２

3270400116 第二ことぶき園訪問介護事業所

693-0031 島根県出雲市古志町２１０５－１

0853-20-2686 0853-20-2688 社会福祉法人 ことぶき福祉会

出雲 訪問型Ａ２

3270400157

693-0214 島根県出雲市所原町２７１５－１

0853-48-2300 0853-48-2301

出雲 訪問型Ａ２

3270400165 有限会社 ケアサービス出雲

693-0021 島根県出雲市塩冶町９８０－３

0853-21-0986 0853-23-0197 有限会社 ケアサービス出雲

出雲 訪問型Ａ２

3270400199 ニチイケアセンター 出雲

693-0015 島根県出雲市大津朝倉３丁目４－５

0853-20-7377 0853-20-7380 株式会社 ニチイ学館

出雲 訪問型Ａ２

3270400272 ひまわり園ホームヘルプステーション

699-0822 島根県出雲市神西沖町２４７９番地６

0853-43-2633 0853-43-2747 社会福祉法人 ひまわり福祉会

出雲 訪問型Ａ２

3270400454 サンキ・ウエルビィ介護センター出雲

693-0054 島根県出雲市浜町９６－１

0853-20-7495 0853-20-7497 サンキ・ウエルビィ株式会社

出雲 訪問型Ａ２

3270400496 ＣＳいずも訪問介護事業所

693-0002 島根県出雲市今市町北本町５－５－３７ 0853-31-4165 0853-31-4166

特定非営利活動法人 コミュニ
ティサポートいずも

出雲 訪問型Ａ２

3270400652 ケアサポートやわらぎ

693-0033 島根県出雲市知井宮町１１９２番地９

0853-21-4820 0853-21-7280

株式会社 ケアステーションや
わらぎ

出雲 訪問型Ａ２

3270400769 有限会社 えるだー

693-0008 島根県出雲市駅南町３丁目１２番地１

0853-24-9688 0853-24-9754 有限会社 えるだー

出雲 訪問型Ａ２

3270400918

ふれあいサービスごうばら訪問介護事
業所

691-0001 島根県出雲市平田町１８１６番地１５

0853-62-9901 0853-62-9908 有限会社 ごうばら

出雲 訪問型Ａ２

3270400991

社会福祉法人ＪＡいずも福祉会 みど
りの郷大社

699-0722 島根県出雲市大社町北荒木４６０

0853-53-1333 0853-53-6133

出雲 訪問型Ａ２

3270401346 やまゆり訪問介護事業所

693-0522 島根県出雲市佐田町八幡原２６２番地

0853-85-8006 0853-85-2929 社会福祉法人 やまゆり

出雲 訪問型Ａ２

3270401486 あおぞら介護センター出雲

693-0032 島根県出雲市下古志町６２７－２

0853-22-0228 0853-22-0236 株式会社 みのり

出雲 訪問型Ａ２

3270401569 花水木

691-0003 島根県出雲市灘分町７８６番地１

0853-63-5031 0853-63-4627 社会福祉法人 ひらた福祉会

出雲 訪問型Ａ２

3270401593 介護ステーション さくら

693-0067 島根県出雲市矢尾町２７３番地

0853-25-0021 0853-25-0020 プライム有限会社

出雲 訪問型Ａ２

3270401726 ヘルパーステーション すずらん

693-0024

島根県出雲市塩冶神前６丁目１番８号
Ａ－１０２

0853-24-7717 0853-30-0538 コニファー 株式会社

出雲 訪問型Ａ２

3270402054 ケア・ステーション ピース

693-0021

島根県出雲市塩冶町２０７８－１ララ
ポートＡ102号

0853-25-7919 0853-25-7929 株式会社 空

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉会 み
どりの郷平田

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉会 み
どりの郷出雲

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

社会福祉法人 太陽とみどりの
里

社会福祉法人 雲南市社会福
祉協議会

島根県雲南市大東町仁和寺１９１８番地
0854-43-8576 0854-43-8577 株式会社 ニチイ学館
７

特定非営利活動法人 未来の
華

島根県雲南市木次町里方１０９３番地１
0854-42-9120 0854-42-9149 島根県農業協同組合
１９
0854-76-2299 0854-76-2086

社会福祉法人 飯南町社会福
祉協議会

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２１２番
社会福祉法人 雲南市社会福
0854-45-5533 0854-45-2211
地３
祉協議会
社会福祉法人 雲南市社会福
祉協議会

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

3/16ページ

圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

島根県出雲市天神町８６９番地 天神ビ
0853-24-7671 0853-23-8110 株式会社 ニチイ学館
ル３階 ３０３号室

出雲 訪問型Ａ２

3270402070 ニチイケアセンター出雲みなみ

693-0005

出雲 訪問型Ａ２

3270402153 ライラック訪問介護事業所

693-0062 島根県出雲市中野町７５７－３

0853-24-7570 0853-24-7885 株式会社 ライラック

出雲 訪問型Ａ２

3270402161 訪問介護グッドライフ

693-0028 島根県出雲市塩冶善行町１４番地３

0853-27-9991 0853-27-9992 株式会社 コスモス

出雲 訪問型Ａ２

3270402187 訪問介護ステーションはる

693-0011 島根県出雲市大津町４５５－１４

0853-25-8065 0853-25-8165 株式会社 ラッシュライフ

出雲 訪問型Ａ２

3270402211 こころねヘルパーステーション渡橋町

693-0004 島根県出雲市渡橋町３４６番地

0853-25-8039 0853-23-3501 株式会社メディカル・ケア西日本

出雲 訪問型Ａ２

3270402328 訪問介護事業所 みずほの里

691-0003 島根県出雲市灘分町２３９番地２

0853-31-4815 0853-63-3670 株式会社 テーリング

出雲 訪問型Ａ２

3270402401 デイサービス 金太郎の家（訪問介護） 699-0501 島根県出雲市斐川町学頭１５１０－２

出雲 訪問型Ａ２

3270402591 ＪＡしまね斐川介護センター

699-0593 島根県出雲市斐川町荘原２１７２番地３ 0853-73-9635 0853-73-9636 島根県農業協同組合

出雲 訪問型Ａ２

3270402625 訪問介護事業所 わごころ

691-0003 島根県出雲市灘分町１０６４－８

0853-25-7636 0853-25-7316 株式会社エムケア

出雲 訪問型Ａ２

3270402724 西出雲ヘルパーステーション

693-0041 島根県出雲市西園町２７３－１

0853-25-8781 0853-25-8782

出雲 訪問型Ａ２

3270402799 寿生訪問介護

693-0011 島根県出雲市大津町３６２７－２２

0853-25-9222 0853-25-9100 社会福祉法人 出雲南福祉会

出雲 訪問型Ａ２

3270402831 こうじや訪問介護事業所

691-0001 島根県出雲市平田町７４２９

0853-31-4829 0853-31-4830 株式会社糀屋

出雲 訪問型Ａ２

3270402849

出雲 訪問型Ａ２

3270402872 ナカヤ寿楽

693-0044 島根県出雲市荒茅町３１０６番地

0853-31-9988 0853-31-9989 株式会社 ナカヤ

出雲 訪問型Ａ２

3270402922 訪問介護事業所たんぽぽ

693-0044 島根県出雲市荒茅町２７８０番地２８

0853-28-3666 0853-28-3667 株式会社ライフサポート山陰

出雲 訪問型Ａ２

3270402930 ヘルパーステーション ひまり

693-0212 島根県出雲市馬木町２２４－１

0853-48-9058 0853-48-0047 株式会社 ひまり

出雲 訪問型Ａ２

3270403128 ニチイケアセンター斐川

699-0631

出雲 訪問型Ａ２

3270403136 ＣＳいずも訪問介護事業所 碧

699-0732 島根県出雲市大社町入南８０－１

0853-53-8066 0853-53-8078

出雲 訪問型Ａ２

3270403151 ヘルパーステーション 花鈴

691-0073 島根県出雲市美野町５０４

0853-67-0222 0853-67-9181 有限会社 伊野本陣

出雲 訪問型Ａ２

3270403219

こころねヘルパーステーション塩冶有
原町

693-0023

出雲 訪問型Ａ２

3271600045

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉会 み
どりの郷湖陵

699-0813 島根県出雲市湖陵町三部１２３１－１

出雲 訪問型Ａ２

3271600276 ヘルパーステーション ふるさと苑

出雲 訪問型Ａ２

3271600375

出雲 訪問型Ａ２

32A0400028 こころねヘルパーステーション今市町

大田 訪問型Ａ２

3270500022

大田 訪問型Ａ２

こころねヘルパーステーション大津新
崎

ひかわ生協ヘルパーステーションあお
ぞら

693-0012

島根県出雲市大津新崎町３丁目１８番
地

0853-31-4832 0853-31-4870 社会福祉法人 金太郎の家

0853-31-8112 0853-23-2780 株式会社サードライフモア

島根県出雲市斐川町直江４９１４番地７
直江テナントD １棟２階D号室

島根県出雲市塩冶有原町５丁目６１番
地

株式会社 ソーシャルプランニン
グネットワーク

株式会社 ニチイ学館
特定非営利活動法人 コミュニ
ティサポートいずも

0853-27-9156 0853-23-1211

株式会社 メディカル・ケア西日
本

0853-43-3931 0853-43-3933

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

699-0741 島根県出雲市大社町中荒木１７４５－２ 0853-53-6703 0853-53-6701 社会福祉法人 まほろばの郷
699-0631 島根県出雲市斐川町美南１５０５番地１ 0853-73-3555 0853-72-7534 ひかわ医療生活協同組合
693-0001 島根県出雲市今市町３３０－５

0853-25-7911 0853-23-8811 株式会社メディカル・ケア西日本

694-0011 島根県大田市川合町川合１０８１－２

0854-84-9218 0854-82-9379

3270500360 幸久の家ヘルパーステーション

694-0024 島根県大田市久利町久利６９１

0854-84-7392 0854-82-4690 有限会社 幸久の家

大田 訪問型Ａ２

3270500477 しろがねの里訪問介護事業所

694-0064 島根県大田市大田町大田ロ９８５－４

0854-83-1887 0854-83-1855 株式会社 しろがねの里

大田 訪問型Ａ２

3270500675 訪問介護ステーション さつか

694-0052 島根県大田市久手町刺鹿１９０２番地２ 0854-83-7222 0854-83-1220 株式会社 コーユー

大田 訪問型Ａ２

3270500741

大田 訪問型Ａ２

3271700068 訪問介護事業所しおさい

邑智 訪問型Ａ２

3271800199

邑智 訪問型Ａ２

ビラおおだホームヘルパーステーショ
ン

ＪＡしまね石見銀山ホームヘルパース
テーション

社会福祉法人 大田市社会福
祉事業団

694-0041 島根県大田市長久町長久ハ５６－１

0854-82-9598 0854-82-9616 島根県農業協同組合

699-2301 島根県大田市仁摩町仁万８４３

0854-88-9139 0854-88-9140 社会福祉法人 仁摩福祉会

699-4621 島根県邑智郡美郷町粕渕１９５番地１

0855-75-1353 0855-74-6310

3271800249 ホームヘルパーステーションかわもと

696-0001 島根県邑智郡川本町川本３８３－１

0855-72-2636 0855-72-2640 医療法人 仁寿会

邑智 訪問型Ａ２

3271800264 ヘルパーステーション すみれ

696-0313

邑智 訪問型Ａ２

3271800280 瑞穂西訪問介護事業所

696-0224 島根県邑智郡邑南町上亀谷２１８１－１ 0855-83-2010 0855-83-2009 社会福祉法人 おおなん福祉会

邑智 訪問型Ａ２

3271800306 川本福祉会訪問介護事業所

696-0003 島根県邑智郡川本町因原５１８番１

邑智 訪問型Ａ２

3271800405 邑南社協東部事業所

696-0603

美郷町社会福祉協議会訪問介護事業
所

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

社会福祉法人 美郷町社会福
祉協議会

島根県邑智郡邑南町山田３３番地６ 三
0855-83-1820 0855-83-0288 医療法人 徳祐会
上医院（２偕）

島根県邑智郡邑南町下口羽３８４番地
安心センターはすみ

0855-72-1316 0855-72-1666 社会福祉法人 川本福祉会
0855-87-0843 0855-87-0844

社会福祉法人 邑南町社会福
祉協議会
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圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名
社会福祉法人 邑南町社会福
祉協議会

邑智 訪問型Ａ２

3271800421 邑南社協西部訪問介護事業所

696-0102 島根県邑智郡邑南町中野３８４８番地２ 0855-95-0090 0855-95-1599

邑智 訪問型Ａ２

3271800603 ヘルパーステーションまほろば

696-0704 島根県美郷町都賀本郷１５８番地１

0855-82-2163 0855-82-2170 社会福祉法人 吾郷会

浜田 訪問型Ａ２

3270600095 ヘルパーステーション合歓の郷

699-2841 島根県江津市後地町８２１番地

0855-55-3131 0855-55-3535 社会福祉法人 花の村

浜田 訪問型Ａ２

3270600137 青山ヘルパーステーション

695-0024 島根県江津市二宮町神主イ５１３番地１ 0855-54-3140 0855-52-7220 社会福祉法人 いわみ福祉会

浜田 訪問型Ａ２

3270600152 株式会社 爽やかケア山陰

695-0011 島根県江津市江津町８９０-２

0855-54-0570 0855-54-0571 株式会社 爽やかケア山陰

浜田 訪問型Ａ２

3270600277 よろこぼう屋 ヘルパーズ

695-0017 島根県江津市和木町１１７３番地３

0855-52-0817 0855-52-0388 有限会社 よろこぼう屋

浜田 訪問型Ａ２

3270600327 有福ホームヘルパーステーション

695-0156 島根県江津市有福温泉町５４６番地

0855-56-0234 0855-56-0235 株式会社 祥福

浜田 訪問型Ａ２

3270600558

浜田 訪問型Ａ２

3270690013 白寿園

浜田 訪問型Ａ２

3270700101

浜田 訪問型Ａ２

訪問介護事業所 Ｓｍｉｌｅ Ｇａｒｄｅｎ つ
695-0021 島根県江津市都野津町２３７２－６
のづ

浜田市社会福祉協議会 指定介護訪
問介護事業所

695-0011 島根県江津市江津町１１１０

0855-52-7222 0855-52-7258 株式会社 浜野屋
0855-52-0006 0855-52-0207

社会福祉法人 恩賜財団 済生
会支部 島根県済生会

697-0016

島根県浜田市野原町８５９－１ 浜田市
社会福祉法人 浜田市社会福
0855-22-9595 0855-22-6930
総合福祉センター内
祉協議会

3270700135 指定訪問介護事業所・美川

697-1331

島根県浜田市内村町５６７番地 ケアハ
0855-27-5005 0855-27-5001 社会福祉法人 浜田福祉会
ウス美川内

浜田 訪問型Ａ２

3270700309 スマイル ヘルパーステーション

697-0052 島根県浜田市港町２９４－１１

0855-23-5596 0855-23-5586 社会医療法人 清和会

浜田 訪問型Ａ２

3270700390 有限会社 三晃

697-0006 島根県浜田市下府町１５７９番地２

0855-24-8582 0855-24-8583 有限会社 三晃

浜田 訪問型Ａ２

3270700556 介護屋さん ほっと

697-0062 島根県浜田市熱田町７０５番地１

0855-25-5439 0855-25-5401 有限会社 ホットケアセンター

浜田 訪問型Ａ２

3270700580 弥栄ヘルパーひだまり

697-1122 島根県浜田市弥栄町木都賀イ５３９－１ 0855-48-2740 0855-48-2220 社会福祉法人 弥栄福祉会

浜田 訪問型Ａ２

3270700614 ほのぼのヘルパーステーション

679-0003 島根県浜田市国分町１９８１番地３９

0855-28-0183 0855-24-8512 有限会社 福寿

浜田 訪問型Ａ２

3270700739 サンキ・ウエルビィ介護センター浜田

697-0006 島根県浜田市下府町８２１－７

0855-28-0377 0855-28-0378 サンキ・ウエルビィ 株式会社

浜田 訪問型Ａ２

3270700937 ハート介護センター

697-0026 島根県浜田市田町１４６６－１

0855-23-1186 0855-28-7260 株式会社Ｆｒｏｍハート

浜田 訪問型Ａ２

3270701018 ヘルパー あんず

697-0023 島根県浜田市長沢町３１３１－１

0855-28-7373 0855-28-7473 合同会社 杏

浜田 訪問型Ａ２

3270701083 ヘルパーステーション 絆

697-0024 島根県浜田市黒川町１０８番地４９

0855-28-7572 0855-28-7672 有限会社 二本木建築

浜田 訪問型Ａ２

3270701216 ＪＡしまね いわみ中央福祉センター

697-0023 島根県浜田市長沢町４５５－４

0855-22-8918 0855-22-8146 島根県農業協同組合

浜田 訪問型Ａ２

3270701257 株式会社 輪

697-0015 島根県浜田市竹迫町２９０１番地

0855-25-5810 0855-25-5820 株式会社 輪

浜田 訪問型Ａ２

3270701315 ほほえみライフヘルパー事業所

697-0006 島根県浜田市下府町３２７－１１９

0855-25-5388 0855-22-1644 合同会社アットハンド

浜田 訪問型Ａ２

3270701323 ヘルパーステーションそうえん

697-0034 島根県浜田市相生町４２１９－１

0855-25-5922 0855-25-5923 株式会社荘苑コーポレーション

浜田 訪問型Ａ２

3271800330 訪問介護センター さくらえ

699-4225 島根県江津市桜江町小田１３８番地１

0855-92-1441 0855-92-1440 社会福祉法人 桜江福祉会

浜田 訪問型Ａ２

3271900262 あいの会

699-3211 島根県浜田市三隅町三隅３７０番地３

0855-32-2763 0855-32-2773

浜田 訪問型Ａ２

3271900403 ヘルパーあさひ

697-0425 島根県浜田市旭町今市６１６番地

0855-45-0330 0855-45-0330 社会福祉法人 旭豊福祉会

益田 訪問型Ａ２

3260890086 訪問ステーション 秋桜

699-5132 島根県益田市横田町２０１９番地

0856-25-1605 0856-25-1607 株式会社ｓｈｉｚｕｋａ

益田 訪問型Ａ２

3270800067 益田市医師会ホームヘルプ事業所

699-3676 島根県益田市遠田町３７２１番地１２

0856-22-4385 0856-22-8554 公益社団法人 益田市医師会

益田 訪問型Ａ２

3270800075 万葉苑

698-0041

益田 訪問型Ａ２

3270800091 デイサービスセンター共楽苑

698-2254 島根県益田市桂平町イ１０７－３

0856-29-0085 0856-29-0072 社会福祉法人 わかくさ福祉会

益田 訪問型Ａ２

3270800166

益田市社会福祉協議会指定訪問介護
事業所

698-0036 島根県益田市須子町３－１

0856-22-7256 0856-23-4177

益田 訪問型Ａ２

3270800216

社会福祉法人西益田福祉会 清流苑
訪問介護事業所

699-5133 島根県益田市神田町イ１９７－２

0856-31-5037 0856-31-5038 社会福祉法人 西益田福祉会

益田 訪問型Ａ２

3270800570 匹見指定訪問介護事業所

益田 訪問型Ａ２

3270800620 地域生活支援センター ポケットプラザ 698-0003 島根県益田市乙吉町イ１１０－１

益田 訪問型Ａ２

3270800794 あすかヘルパーステーション

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

島根県益田市高津町四丁目６番４０号
「ますだ」ハイツ内

0856-22-2023 0856-22-2024 社会福祉法人 梅寿会

698-1211 島根県益田市匹見町匹見イ１２０８番地 0856-56-7031 0856-56-7031

698-0043

島根県益田市中島町イ１４５４番地１あ
すか福祉センター中ノ島

特定非営利活動法人 あいの
会

0856-31-8221 0856-23-6651

社会福祉法人 益田市社会福
祉協議会

社会福祉法人 益田市社会福
祉協議会
社会福祉法人 希望の里福祉
会

0856-25-7777 0856-31-4520 医療法人 あすか
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圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

益田 訪問型Ａ２

3270800893 益田ヘルパーステーション さくらんぼ

益田 訪問型Ａ２

3270800943

益田 訪問型Ａ２

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名
益田市訪問看護・介護ステー
ション 株式会社さくらんぼ

698-0024 島根県益田市駅前町３－１９

0856-23-3408 0856-23-3408

698-0003 島根県益田市乙吉町イ７９４－２

0856-32-0610 0856-22-3536 島根県農業協同組合

3270800968 ヘルパーステーションいわみ

698-0011 島根県益田市染羽町１番２７号

0856-25-7190 0856-25-7192 ケアサポートいわみ 株式会社

益田 訪問型Ａ２

3272000088 美都町ホームヘルパーステーション

698-0203 島根県益田市美都町都茂１８７１番地９ 0856-52-3203 0856-52-3201

社会福祉法人 益田市社会福
祉協議会

益田 訪問型Ａ２

3272100052 日原訪問介護事業所

699-5221 島根県鹿足郡津和野町日原１４番地

0856-74-1617 0856-74-1621

社会福祉法人 津和野町社会
福祉協議会

益田 訪問型Ａ２

3272100128 吉賀町ホームヘルパーステーション

699-5523 島根県鹿足郡吉賀町六日市５８０－４

0856-77-0995 0856-77-0980

社会福祉法人 吉賀町社会福
祉協議会

益田 訪問型Ａ２

3272100136 津和野訪問介護事業所

699-5604

益田 訪問型Ａ２

3272100326 ぎんなん

699-5513 島根県鹿足郡吉賀町六日市２６３番地

隠岐 訪問型Ａ２

3272200076

社会福祉法人 海士町社会福祉協議
会

684-0403

隠岐 訪問型Ａ２

3272200159

社会福祉法人 西ノ島町社会福祉協
議会

684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町美田２４８５番地 08514-6-1470 08514-6-0082

社会福祉法人 西ノ島町社会福
祉協議会

隠岐 訪問型Ａ２

3272200241 知夫村社協指定訪問介護事業所

684-0103 島根県隠岐郡知夫村多沢６６４番地

社会福祉法人 知夫村社会福
祉協議会

隠岐 訪問型Ａ２

3272200357 静和園訪問介護事業所

685-0011

隠岐 訪問型Ａ２

3272200498 ふれあい五箇訪問介護事業所

685-0301 島根県隠岐郡隠岐の島町北方２７８番２ 08512-5-3541 08512-5-3542 社会福祉法人 ふれあい五箇

隠岐 訪問型Ａ２

3272200522 あたご会訪問介護ステーション

685-0311 島根県隠岐郡隠岐の島町郡４２５番５

隠岐 訪問型Ａ２

3272200670 サポートセンターみゆき

684-0303

島根県隠岐郡西ノ島町美田３０７８番地
08514-6-0150 08514-6-1978 社会福祉法人 西ノ島福祉会
１９

隠岐 訪問型Ａ２

3272200795 博愛訪問介護事業所

685-0027

島根県隠岐郡隠岐の島町原田３９０番
地３

隠岐 訪問型Ａ２

3282259054 住吉ホームヘルプステイション

685-0104

島根県隠岐郡隠岐の島町都万１７９１－
08512-6-3200 08512-6-3211 社会福祉法人 高田会
１

松江 訪問型Ａ２緩和

3270100211 訪問介護事業所 ケアサービス松江

690-0888 島根県松江市北堀町２１１

0852-55-7168 0852-21-3955 有限会社 ケアサービス松江

松江 訪問型Ａ２緩和

3270100369 ヘルパーステーション すみれ

690-0874 島根県松江市中原町３１３－１

0852-24-4002 0852-24-4007 株式会社 すみれ

松江 訪問型Ａ２緩和

3270103652 ハッピーＳＵＮ

690-0015 島根県松江市上乃木二丁目２１番１０号 0852-33-7552 0852-67-3182 株式会社 八重の郷

松江 訪問型Ａ２緩和

3271100236 東寿苑ホームヘルパーステーション

699-0108

大田 訪問型Ａ２緩和

3270500477 しろがねの里訪問介護事業所

694-0064 島根県大田市大田町大田ロ９８５－４

大田 訪問型Ａ２緩和

3270500675 訪問介護ステーション さつか

694-0052 島根県大田市久手町刺鹿１９０２番地２ 0854-83-7222 0854-83-1220 株式会社 コーユー

大田 訪問型Ａ２緩和

3271700068 訪問介護事業所しおさい

699-2301 島根県大田市仁摩町仁万８４３

0854-88-9139 0854-88-9140 社会福祉法人 仁摩福祉会

松江 訪問型Ａ３

3270102670 こころねヘルパーステーション西津田

690-0017 島根県松江市西津田三丁目１３番３号

0852-67-2003 0852-23-7001 株式会社メディカル・ケア西日本

浜田 訪問型Ａ３

3270600095 ヘルパーステーション合歓の郷

699-2841 島根県江津市後地町８２１番地

0855-55-3131 0855-55-3535 社会福祉法人 花の村

浜田 訪問型Ａ３

3270600137 青山ヘルパーステーション

695-0024 島根県江津市二宮町神主イ５１３番地１ 0855-54-3140 0855-52-7220 社会福祉法人 いわみ福祉会

浜田 訪問型Ａ３

3270600152 株式会社 爽やかケア山陰

695-0011 島根県江津市江津町８９０-２

0855-54-0570 0855-54-0571 株式会社 爽やかケア山陰

浜田 訪問型Ａ３

3270600277 よろこぼう屋 ヘルパーズ

695-0017 島根県江津市和木町１１７３番地３

0855-52-0817 0855-52-0388 有限会社 よろこぼう屋

浜田 訪問型Ａ３

3270600558

浜田 訪問型Ａ３

3270690013 白寿園

浜田 訪問型Ａ３

3270700101

浜田 訪問型Ａ３

ＪＡしまねヘルパーステーションにじヶ
丘

島根県鹿足郡津和野町森村イ１０２５番
社会福祉法人 津和野町社会
0856-72-1494 0856-72-3535
地
福祉協議会

島根県隠岐郡海士町海士３９６９番地１
社会福祉法人 海士町社会福
08514-2-0010 08514-2-0600
海士町保健福祉センターひまわり内
祉協議会

08514-8-2270 08514-2-2076

島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１０８８番
08512-2-7502 08512-2-9072 社会福祉法人 隠岐共生学園
地

島根県松江市東出雲町出雲郷４９３番
地

訪問介護事業所 Ｓｍｉｌｅ Ｇａｒｄｅｎ つ
695-0021 島根県江津市都野津町２３７２－６
のづ

浜田市社会福祉協議会 指定介護訪
問介護事業所

0856-77-0234 0856-77-1863 鹿足郡養護老人ホーム組合

695-0011 島根県江津市江津町１１１０

08512-5-3811 08512-5-3812 社会福祉法人 愛宕会

08512-2-8866 08512-2-9332 社会福祉法人 博愛

0852-52-5998 0852-52-7399 社会福祉法人 草雲会
0854-83-1887 0854-83-1855 株式会社 しろがねの里

0855-52-7222 0855-52-7258 株式会社 浜野屋
0855-52-0006 0855-52-0207

社会福祉法人 恩賜財団 済生
会支部 島根県済生会

697-0016

島根県浜田市野原町８５９－１ 浜田市
社会福祉法人 浜田市社会福
0855-22-9595 0855-22-6930
総合福祉センター内
祉協議会

3270700135 指定訪問介護事業所・美川

697-1331

島根県浜田市内村町５６７番地 ケアハ
0855-27-5005 0855-27-5001 社会福祉法人 浜田福祉会
ウス美川内

浜田 訪問型Ａ３

3270700556 介護屋さん ほっと

697-0062 島根県浜田市熱田町７０５番地１

浜田 訪問型Ａ３

3270700580 弥栄ヘルパーひだまり

697-1122 島根県浜田市弥栄町木都賀イ５３９－１ 0855-48-2740 0855-48-2220 社会福祉法人 弥栄福祉会

浜田 訪問型Ａ３

3270700937 ハート介護センター

697-0026 島根県浜田市田町１４６６－１

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

0855-25-5439 0855-25-5401 有限会社 ホットケアセンター

0855-23-1186 0855-28-7260 株式会社Ｆｒｏｍハート
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浜田 訪問型Ａ３

3270701257 株式会社 輪

697-0015 島根県浜田市竹迫町２９０１番地

0855-25-5810 0855-25-5820 株式会社 輪

浜田 訪問型Ａ３

3271800330 訪問介護センター さくらえ

699-4225 島根県江津市桜江町小田１３８番地１

0855-92-1441 0855-92-1440 社会福祉法人 桜江福祉会

浜田 訪問型Ａ３

3271900262 あいの会

699-3211 島根県浜田市三隅町三隅３７０番地３

0855-32-2763 0855-32-2773

松江 通所型Ａ６

3210112730 虹デイサービス

690-0035 島根県松江市佐草町４５６－１

0852-24-1212 0852-27-0087 松江保健生活協同組合

松江 通所型Ａ６

3210113092 生協ふれあいデイサービス

690-0017 島根県松江市西津田７－１４－２１

0852-31-8014 0852-67-6438 松江保健生活協同組合

松江 通所型Ａ６

3211111111 生協東出雲診療所

699-0101

松江 通所型Ａ６

3270100096 ニチイケアセンター 浜乃木

690-0044 島根県松江市浜乃木６丁目６－２３号

0852-55-6455 0852-55-6444 株式会社 ニチイ学館

松江 通所型Ａ６

3270100252

690-1114 島根県松江市野原町４１７－２

0852-34-1661 0852-34-1666 社会福祉法人 ふれあい

松江 通所型Ａ６

3270100351 大庭通所介護事業所

690-0035 島根県松江市佐草町２番地２

0852-21-7765 0852-21-0815 社会福祉法人 敬仁会

松江 通所型Ａ６

3270100443 デイサービス わかくさ

690-0834 島根県松江市朝酌町２８－１

0852-39-9077 0852-39-9088 医療法人 若草

松江 通所型Ａ６

3270100484 老人デイサービス事業 きらめき

690-0031 島根県松江市山代町９３４－５

0852-31-3370 0852-27-6982 社会福祉法人 しらゆり会

松江 通所型Ａ６

3270100526 法吉デイサービスセンター

690-0860 島根県松江市西法吉町３５－２０

0852-27-8893 0852-27-5105 社会福祉法人 みずうみ

松江 通所型Ａ６

3270100575 ハピネデイサービスセンター松江

690-0825 島根県松江市学園２丁目３３番２７号

0852-20-5115 0852-21-1661 株式会社 ハピネライフ一光

松江 通所型Ａ６

3270100914 健笑庵・いくま

690-0865 島根県松江市西生馬町４８２番地

0852-36-4192 0852-36-4196 有限会社 ケアサポートことぶき

松江 通所型Ａ６

3270100971 カラフルデイサービスセンター

690-0882 島根県松江市大輪町４２０番地４０

0852-36-3010 0852-36-3011 社会福祉法人 豊心会

松江 通所型Ａ６

3270101060 デイサービスセンター えびすの郷

690-1501

島根県松江市美保関町美保関８６９番
地１０

0852-73-9200 0852-73-9211 社会福祉法人 隠岐共生学園

松江 通所型Ａ６

3270101185 デイサービス 敬愛苑

690-0063

島根県松江市寺町１９８－５７ボートピ
ア松江ビル４階

0852-60-2330 0852-60-2330 日本海観光株式会社

松江 通所型Ａ６

3270101219 健笑庵 のぎ

690-0044 島根県松江市浜乃木５－２－２３

0852-60-0660 0852-60-0661 有限会社 ケアサポートことぶき

松江 通所型Ａ６

3270101250 デイサービス きねづか

690-1102 島根県松江市上本庄町５７２番地３

0852-34-1088 0852-34-1088 有限会社 杵柄

松江 通所型Ａ６

3270101292 デイホーム「しあわせ」

690-1221 島根県松江市美保関町北浦９７８

0852-75-0111 0852-75-0113

松江 通所型Ａ６

3270101565 学園デイサービス

690-0825 島根県松江市学園二丁目７番１６号

0852-20-2552 0852-27-4456 松江保健生活協同組合

松江 通所型Ａ６

3270101615 ぬくもりの里デイサービスセンター

690-0031 島根県松江市山代町８２６－１

0852-60-5551 0852-60-5552 有限会社 シー・エス・ピー

松江 通所型Ａ６

3270101680

松江 通所型Ａ６

3270101748 宍道デイサービスセンター だんだん

699-0406

松江 通所型Ａ６

3270101763 堂形クラブ デイサービス

690-0851 島根県松江市堂形町８４３番地

0852-20-2000 0852-20-7955 かんなび株式会社

松江 通所型Ａ６

3270101946 あいかの里第１デイサービスセンター

690-0262 島根県松江市岡本町１１３８

0852-88-9015 0852-88-9012 社会福祉法人 湖北ふれあい

松江 通所型Ａ６

3270101961 ふれあいセンター 友愛

699-0406

松江 通所型Ａ６

3270101987 デイホーム きたうら

690-1221 島根県松江市美保関町北浦９７８

0852-75-0180 0852-75-0180

松江 通所型Ａ６

3270102092 サン・フラワーデイサービスセンター

690-1114 島根県松江市野原町才ノ神５８５番地

0852-34-1880 0852-34-1882 社会福祉法人 ふれあい

松江 通所型Ａ６

3270102258 生協ふらここデイサービス

690-0035

松江 通所型Ａ６

3270102290 デイサービスセンター アゼリア

690-0876 島根県松江市黒田町４７５番７

0852-60-5860 0852-60-5862 医療法人社団 水澄み会

松江 通所型Ａ６

3270102357 デイサービスセンター Ａｓｐａ

690-0859 島根県松江市国屋町４９８‐６

0852-23-8600 0852-23-8606 社会福祉法人 湖北ふれあい

松江 通所型Ａ６

3270102464 デイサービス かりん

690-0855 島根県松江市浜佐田町９５８－６

0852-36-4963 0852-36-5963 株式会社 メルシー

松江 通所型Ａ６

3270102555 あおぞらデイサービス

690-0011 島根県松江市東津田町１８０６－１

0852-27-5215 0852-27-5216 株式会社ラッシュ

松江 通所型Ａ６

3270102571 心暖デイサービスセンター

699-0202 島根県松江市玉湯町湯町１９０番地１

0852-62-0230 0852-62-2711 株式会社 ユニティー

松江 通所型Ａ６

3270102662 こころの都デイサービスセンター

699-0407

社会福祉法人 ふれあい 本庄デイ
サービスセンター

鹿島デイサービスセンター「こぢょっこ
らと」

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

特定非営利活動法人 あいの
会

島根県松江市東出雲町揖屋１１３７番地
0852-52-2264 0852-52-4309 松江保健生活協同組合
１

特定非営利活動法人 しあわせ
サービス

690-0801 島根県松江市鹿島町上講武８９４番地１ 0852-82-3355 0852-82-3356 有限会社 Ｃ・Ｓ・Ｇ
島根県松江市宍道町佐々布２５４番地１
特定非営利活動法人 福祉ア
0852-66-7155 0852-66-7156
０
ミーゴの会

島根県松江市宍道町佐々布２１４５－１
0852-66-3923 0852-66-7175 有限会社 アダチ
７２

島根県松江市佐草町尾尻前４５８－１
高齢者向け優良賃貸住宅 ふらここ

島根県松江市宍道町伊志見７１－２番
地

特定非営利活動法人 しあわせ
サービス

0852-61-1165 0852-24-3220 松江保健生活協同組合

0852-66-7511 0852-66-7522 株式会社 ナノケアめろす
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松江 通所型Ａ６

3270102720 デイサービス二子

690-1406 島根県松江市八束町二子１０２５番地１ 0852-76-2588 0852-76-9288 株式会社 なかうみの郷

松江 通所型Ａ６

3270102761 デイサービス ゆうゆう

690-0024 島根県松江市馬潟町３４９－２９

松江 通所型Ａ６

3270102803 デイサービス晴春

699-0101

松江 通所型Ａ６

3270102811 ココ・リハ 春日

690-0877 島根県松江市春日町１５５番地１

0852-67-5622 0852-67-5633 株式会社 建装

松江 通所型Ａ６

3270102829 デイサービス 陽恵苑

690-0024 島根県松江市馬潟町９２番地１

0852-38-8127 0852-38-7282 社会福祉法人 陽恵福祉会

松江 通所型Ａ６

3270102837

松江 通所型Ａ６

3270102878 介護デイサービスらぶらぶ

松江 通所型Ａ６

3270102886

松江 通所型Ａ６

3270102902 通所介護事業所花きりん

699-0111

松江 通所型Ａ６

3270102985 デイサービス湖畔の家

690-1406 島根県松江市八束町二子１１７８番地１ 0852-76-2588 0852-76-9288 株式会社 なかうみの郷

松江 通所型Ａ６

3270103009 わこうデイサービス浜乃木

690-0044 島根県松江市浜乃木６丁目８－３１

0852-67-5028 0852-25-5775 株式会社 わこう介護サービス

松江 通所型Ａ６

3270103025

690-0001 島根県松江市東朝日町２７８番地１０

0852-23-0388 0852-67-2533 株式会社 Ｈｏｍｅ Ｔｅｒｒａｃｅ

松江 通所型Ａ６

3270103041 シンキデイサービス

690-0048 島根県松江市西嫁島町１－３－３０

0852-67-3562 0852-67-3563 株式会社 真輝

松江 通所型Ａ６

3270103124 ココ・リハ乃木

690-0015 島根県松江市上乃木５－１２－２１

0852-67-6125 0852-67-6126 株式会社 建装

松江 通所型Ａ６

3270103132 まる福デイサービス

690-0044 島根県松江市浜乃木２丁目１５番３２号 0852-61-6901 0852-61-6902 合同会社 まる福

松江 通所型Ａ６

3270103140 せいきょう幸町デイサービス

690-0041 島根県松江市幸町１５７１番地

松江 通所型Ａ６

3270103256 デイ喫茶 六連星

690-2103 島根県松江市八雲町西岩坂１０４２番地 0852-67-6393 0852-67-6390

松江 通所型Ａ６

3270103280 デイサービス もみの木苑

699-0108 島根県松江市東出雲町出雲郷７７１－４ 0852-67-1158 0852-67-1159 株式会社 まつえ福祉会

松江 通所型Ａ６

3270103306 さくらデイサービス

690-0033 島根県松江市大庭町１８０８－１０

0852-65-0332 0852-65-0286 株式会社ＨＡＭＡＤＡグループ

松江 通所型Ａ６

3270103439 デイサービス松寿

690-0863 島根県松江市比津町２９５番５

0852-61-5678 0852-61-0678 社会福祉法人 開花

松江 通所型Ａ６

3270103462 リハサロン 明日夢

690-0825 島根県松江市学園２丁目３０－２２

0852-61-3600 0852-61-3601 株式会社 メルシー

松江 通所型Ａ６

3270103496 デイサービスきたえるーむ松江古志原

690-0012 島根県松江市古志原１丁目９－５

0852-60-2435 0852-60-2436 株式会社 オープンハート

松江 通所型Ａ６

3270103504 もちだの郷デイサービス

690-0814 島根県松江市東持田町５２０番地１

0852-26-9400 0852-26-9401 社会福祉法人 隠岐共生学園

松江 通所型Ａ６

3270103611 アイル松江

690-0823 島根県松江市西川津町４２２１

0852-61-6525 0852-61-1652 アイル山陰株式会社

松江 通所型Ａ６

3270103660 デイサロン えんじゅ

690-0888 島根県松江市北堀町３２番地

0852-28-0127 0852-28-0127 株式会社エンジュ

松江 通所型Ａ６

3270103686 デイホーム楽

690-1221 島根県松江市美保関町北浦３００

0852-75-0139 0852-75-0139

松江 通所型Ａ６

3270103702 八重の郷デイサービスセンター

690-0015 島根県松江市上乃木二丁目２１番１０号 0852-33-7552 0852-67-3182 株式会社 八重の郷

松江 通所型Ａ６

3270103744 デイサービス サイン

699-0112

松江 通所型Ａ６

3270103785 あおぞら八重垣ディサービスセンター

690-0015 島根県松江市上乃木二丁目２７番２０号 0852-31-6030 0852-31-6031 株式会社 ケアガイド

松江 通所型Ａ６

3270103835 デイサービス 一休庵・東津田

690-0011 島根県松江市東津田町４６５－３

0852-24-8690 0852-67-2238 株式会社エムケア

松江 通所型Ａ６

3270103876 だんだんデイサービス東津田

690-0011 島根県松江市東津田町１８７７－３

0852-61-8871 0852-61-8872 株式会社ラッシュ

松江 通所型Ａ６

3270104072 スワンデイサービス

690-0044 島根県松江市浜乃木３丁目３－２６

0852-21-3845 0852-21-3846 株式会社ラッシュ

松江 通所型Ａ６

3270104171 ながれぼし 松江

699-0202 島根県松江市玉湯町湯町１４８－２

0852-67-5824 0852-67-5963 株式会社 CHORAKU R&K

松江 通所型Ａ６

3270104197 ツクイ松江城西

690-0878 島根県松江市黒田町３５９－１

0852-59-5773 0852-59-5774 株式会社ツクイ

松江 通所型Ａ６

3270104205 合同会社 春咲花 ケアセンター咲花

690-0056 島根県松江市雑賀町４０－１

0852-27-7530 0852-55-6500 合同会社 春咲花

松江 通所型Ａ６

3270104221 ツクイ松江古志原

690-0012 島根県松江市古志原５丁目１４番４号

0852-60-2155 0852-60-2156 株式会社ツクイ

0852-67-6111 0852-67-6113 株式会社 ゆうゆう

島根県松江市東出雲町揖屋１２０８番地
0852-52-7078 0852-67-2638 株式会社 飛鳥
９

全労済在宅介護サービスセンターほほ
島根県松江市東出雲町錦新町８丁目１
699-0110
0852-52-6310 0852-52-6910 株式会社 全労済ウィック
えみ
番１号

介護予防センター 早稲田イーライフ
田和山

デイサービス 彩りテラス～東朝日町
～

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

690-0023 島根県松江市竹矢町１８０１番地４

0852-67-6066 0852-67-6068 有限会社 松江ファミリー農園

690-0046 島根県松江市乃木福富町６０番地

0852-67-2099 0852-67-2098

株式会社 中林建築設計事務
所

島根県松江市東出雲町意宇南五丁目４
0852-67-5010 0852-67-5011 株式会社 花麒麟
番１

0852-28-1388 0852-28-1384 松江保健生活協同組合
株式会社かすみコーポレーショ
ン

特定非営利活動法人 しあわせ
サービス

島根県松江市東出雲町意宇東１丁目６
0852-61-5300 0852-61-5400 サインポスト合同会社
－３
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事業所番号

事業所名

松江 通所型Ａ６

3271100152

社会福祉法人 山陰家庭学院 うみ通
所介護事業所

松江 通所型Ａ６

3271100210 東寿苑デイサービスセンター

699-0108

島根県松江市東出雲町出雲郷４９３番
地

松江 通所型Ａ６

3271100228 憩いデイサービスセンター

699-0102

島根県松江市東出雲町下意東２８１０－
0852-52-4484 0852-67-1004 社会福祉法人 草雲会
２

松江 通所型Ａ６

3271100277 日吉デイサービスセンター

690-2102 島根県松江市八雲町東岩坂８０６番地

松江 通所型Ａ６

3271100301 ゆめハウスデイサービスセンター

699-0403 島根県松江市宍道町西来待２０７１－１ 0852-66-3012 0852-66-1004

松江 通所型Ａ６

3271100350

松江 通所型Ａ６

3271100426 デイサービス あとむ苑

690-0804 島根県松江市鹿島町北講武８８５番地５ 0852-82-9250 0852-82-9251 社会福祉法人 かしま福祉会

松江 通所型Ａ６

3290100647 デイサービス あかり

690-0876 島根県松江市黒田町６０

0852-67-6548 0852-67-6433 有限会社 ＫＣサポート

松江 通所型Ａ６

3290100662 デイサービス ノワ

690-0044 島根県松江市浜乃木七丁目２番１０号

0852-67-1911 0852-67-1931

松江 通所型Ａ６

3290100704 さくらデイサービス橋北

690-0881 島根県松江市石橋町２２５番地

0852-40-9104 0852-40-9104 株式会社ＨＡＭＡＤＡグループ

松江 通所型Ａ６

3290100720 デイサービスセンター らいふ嫁島

690-0048 島根県松江市西嫁島１丁目３－３

0852-61-8868 0852-61-8869 株式会社松江にゅーよーく

松江 通所型Ａ６

3290100746 らぶらぶデイサービスセンター

690-0023 島根県松江市竹矢町１８３４番地

0852-37-0683 0852-37-0678 有限会社 松江ファミリー農園

松江 通所型Ａ６

3290100753 第２らぶらぶデイサービス

690-0023 島根県松江市竹矢町１８３４番地

0852-37-0683 0852-37-0678 有限会社 松江ファミリー農園

松江 通所型Ａ６

3290100779 あいデイサービス

690-0823 島根県松江市西川津町４９１－１３

0852-65-0332 0852-65-0286 株式会社ＨＡＭＡＤＡグループ

松江 通所型Ａ６

3290100787 はな福デイサービス

699-0201 島根県松江市玉湯町玉造１０２番１３

0852-61-0980 0852-61-0981 合同会社 まる福

松江 通所型Ａ６

3290100803 ｃｏｈａｍａ ｔｅｒｒａｃｅ

690-0001 島根県松江市東朝日町２３４－１

0852-61-9060 0852-61-9061 株式会社 Ｈｏｍｅ Ｔｅｒｒａｃｅ

松江 通所型Ａ６

3290100829 あかつきデイサービス

690-0033 島根県松江市大庭町１８１１－３

0852-31-2311 0852-31-2312 株式会社 ラッシュ

松江 通所型Ａ６

32A0100016 上口デイサービスセンター

690-0012 島根県松江市古志原六丁目８番１０号

0852-64-0523 0852-21-5993 社会福祉法人 上口福祉会

安来 通所型Ａ６

3270200102

692-0011 島根県安来市安来町９６０－１

0854-23-2252 0854-22-5995 社会福祉法人 せんだん会

安来 通所型Ａ６

3270200169 しらさぎ苑デイサービスセンター

692-0064 島根県安来市古川町８３５－１

0854-28-6212 0854-28-8590 社会福祉法人 やすぎ福祉会

安来 通所型Ａ６

3270200292 ソレイユデイサービスセンターあらしま

692-0007 島根県安来市荒島町１７３４番地

0854-28-6330 0854-28-8520 社会福祉法人 やすぎ福祉会

安来 通所型Ａ６

3270200334 デイサービスセンター フィットネス

692-0011 島根県安来市安来町９３４－２

0854-22-0067 0854-22-0068 社会医療法人 昌林会

安来 通所型Ａ６

3270200342

692-0044 島根県安来市下吉田町２８６番地１

0854-27-0880 0854-27-0881 社会福祉法人 やすぎ福祉会

安来 通所型Ａ６

3270200359 介護支援センター 和み館

692-0041 島根県安来市飯島町１８９－１

0854-21-0511 0854-21-0521 社会福祉法人 草雲会

安来 通所型Ａ６

3270200383 しらさぎ苑 第２デイサービスセンター

692-0064 島根県安来市古川町８５８－５

0854-28-7222 0854-28-7330 社会福祉法人 やすぎ福祉会

安来 通所型Ａ６

3270200391 レッツ倶楽部安来中央

692-0011 島根県安来市安来町７５７番地４

0854-27-7373 0854-27-7374 株式会社平田組

安来 通所型Ａ６

3270200417

692-0014 島根県安来市飯島町１２０５番地１

0854-23-8230 0854-23-8231 島根県農業協同組合

安来 通所型Ａ６

3271200077 太陽デイサービスセンター

692-0412 島根県安来市広瀬町下山佐３３０番３

0854-32-9050 0854-32-9051

社会福祉法人 太陽とみどりの
里

安来 通所型Ａ６

3271200085 比田デイサービスセンター

692-0731 島根県安来市広瀬町西比田１４４５－６ 0854-34-0822 0854-34-0819

社会福祉法人 太陽とみどりの
里

安来 通所型Ａ６

3271200127

692-0206 島根県安来市伯太町安田１６８７番地

0854-37-1432 0854-37-1258

社会福祉法人 安来市社会福
祉協議会

安来 通所型Ａ６

3271200135 広瀬デイサービスセンター

692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬１９１１－１

0854-32-9100 0854-32-9101

社会福祉法人 太陽とみどりの
里

雲南 通所型Ａ６

3271300083 デイサービスセンターほのぼの

699-1821 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７番地６

0854-52-2572 0854-52-2568 社会福祉法人 よこた福祉会

雲南 通所型Ａ６

3271300091 デイサービスセンターにこにこ

699-1821 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７番地１

0854-52-2566 0854-52-2568 社会福祉法人 よこた福祉会

雲南 通所型Ａ６

3271300117 仁多デイサービスセンター

699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６番地

0854-54-2060 0854-54-2061 奥出雲町

雲南 通所型Ａ６

3271300141 デイサービスよこたの郷

699-1822 島根県仁多郡奥出雲町下横田２７－１

0854-52-9866 0854-52-0796 有限会社 クオリティライフ

雲南 通所型Ａ６

3271300208 デイサービスセンターさんさん

699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田１００９番６ 0854-52-2812 0854-52-2828 未来プロジェクト株式会社

事業種別

社会福祉法人 松江市社会福祉協議
会 美保関介護センター

社会福祉法人 せんだん会 デイサー
ビスセンターほほえみの園

せせらぎの里デイサービスセンターよ
しだ

ＪＡしまね やすぎデイサービスセン
ターふれあい

いきいきの郷はくた指定通所介護事業
所

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

690-0402 島根県松江市島根町野波２３１８番地３ 0852-85-3550 0852-85-3702 社会福祉法人 山陰家庭学院

690-1315

0852-52-3330 0852-52-5296 社会福祉法人 草雲会

0852-54-2227 0852-54-2266 社会福祉法人 やくも福祉会
社会福祉法人 島根ライトハウ
ス

島根県松江市美保関町片江２２６８番８
社会福祉法人 松江市社会福
0852-72-2233 0852-72-2288
松江市美保関高齢者生活福祉センター
祉協議会

あっぷらいすふぃーるど合同会
社
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事業種別

事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

雲南 通所型Ａ６

3271400081 木次町デイサービスセンター

699-1323 島根県雲南市木次町東日登３４５－１

雲南 通所型Ａ６

3271400131 通所介護事業所おおぎ

699-1251

島根県雲南市大東町大東１０３８番地
大東健康福祉センター

0854-43-9215 0854-43-9218

社会福祉法人 雲南市社会福
祉協議会

雲南 通所型Ａ６

3271400248 デイサービス ほっと

699-1251 島根県雲南市大東町新庄２８３番地１

0854-43-8008 0854-43-8007

特定非営利活動法人 ほっと大
東

雲南 通所型Ａ６

3271400271 ニチイケアセンターあかがわ

699-1231 島根県雲南市大東町仁和寺１９１８番７ 0854-43-8576 0854-43-8577 株式会社 ニチイ学館

雲南 通所型Ａ６

3271400347 加茂デイサービスセンター

699-1105 島根県雲南市加茂町宇治３２８番地

雲南 通所型Ａ６

3271400446

雲南 通所型Ａ６

3271400487 デイサービス 新庄

699-1251 島根県雲南市大東町新庄２８６－１

0854-43-8055 0854-43-8056

雲南 通所型Ａ６

3271400529 カルチャーセンター あおぞら

699-1223 島根県雲南市大東町下阿用４８９番地

0854-43-8280 0854-43-8281 社会福祉法人 あおぞら福祉会

雲南 通所型Ａ６

3271400537 デイサービスセンター うしお湯治村

699-1253 島根県雲南市大東町中湯石４５９番地

0854-43-9810 0854-43-9811 株式会社 アミーゴ島根

雲南 通所型Ａ６

3271500112

690-3401 島根県飯石郡飯南町野萱１８２６－２

0854-76-2088 0854-76-2086

雲南 通所型Ａ６

3271500146 デイサービスセンターみとや

雲南 通所型Ａ６

3271500211

雲南 通所型Ａ６

ＪＡしまね 雲南すずらん デイサービ
スセンター

飯南町社会福祉協議会 通所介護事
業所

社会福祉法人 よしだ福祉会 ケア
ポートよしだ

699-1311

690-2404

島根県雲南市木次町里方１０９３－１１
９

0854-42-4165 0854-42-2418 社会福祉法人 きすき福祉会

0854-49-6555 0854-49-9426 社会福祉法人 かも福祉会
0854-42-9200 0854-42-9190 島根県農業協同組合
特定非営利活動法人 ほっと大
東

社会福祉法人 飯南町社会福
祉協議会

島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２１２番
社会福祉法人 雲南市社会福
0854-45-9898 0854-45-2211
地３
祉協議会

690-2313 島根県雲南市吉田町深野８４番地６

0854-75-0346 0854-75-0456 社会福祉法人 よしだ福祉会

3271500237 頓原デイサービスセンター

690-3204 島根県飯石郡飯南町佐見４７番地２

0854-72-1124 0854-72-1125 社会福祉法人 友愛会

雲南 通所型Ａ６

3271500302 好老センター通所介護事業所

690-2701 島根県雲南市掛合町掛合１３１０番地

0854-62-0727 0854-62-0767

雲南 通所型Ａ６

3271500351 デイサービス だんだん

690-2401 島根県雲南市三刀屋町伊萱４０－６

0854-45-0101 0854-45-0102 株式会社 アミーゴ島根

雲南 通所型Ａ６

3271500369 デイサービスセンター まごのて

690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名１１６番地１ 0854-76-3901 0854-76-3901 森島建設株式会社

雲南 通所型Ａ６

3291300055 デイサービス奥出雲 ふるさとの家

699-1822 島根県仁多郡奥出雲町下横田８９３

0854-52-2371 0854-52-2371 有限会社 ブルーム

出雲 通所型Ａ６

3270300068

社会福祉法人ほのぼの会 平田ほの
ぼの通所介護事業所

691-0001 島根県出雲市平田町7169

0853-25-7169 0853-62-3369 社会福祉法人 ほのぼの会

出雲 通所型Ａ６

3270300175

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉会 み
どりの郷平田

691-0001 島根県出雲市平田町２３０８番地９

0853-62-9060 0853-62-9070

出雲 通所型Ａ６

3270300183 デイサービスセンターるんびにぃ苑

691-0076

出雲 通所型Ａ６

3270300209 デイサービス ハートキュアひらた

691-0011 島根県出雲市国富町８３２－２

0853-62-5166 0853-62-5605 有限会社 ハートキュアエム

出雲 通所型Ａ６

3270400082 清流園通所介護事業所

693-0011 島根県出雲市大津町３５２９番地

0853-21-8333 0853-22-8739 社会福祉法人 静和会

出雲 通所型Ａ６

3270400132 第二ことぶき園通所介護事業所

693-0031 島根県出雲市古志町２１０５－１

0853-20-2685 0853-20-2688 社会福祉法人 ことぶき福祉会

出雲 通所型Ａ６

3270400157

693-0214 島根県出雲市所原町２７１５－１

0853-48-2300 0853-48-2301

出雲 通所型Ａ６

3270400298 ひまわり園デイサービスセンター

699-0822 島根県出雲市神西沖町２４７９番地６

0853-43-2633 0853-43-2747 社会福祉法人 ひまわり福祉会

出雲 通所型Ａ６

3270400371 あすなろ指定通所介護事業所

693-0006 島根県出雲市白枝町３９５－２

0853-23-0078 0853-23-8544 社会福祉法人 あすなろ会

出雲 通所型Ａ６

3270400413 もくもく苑通所介護事業所

693-0058 島根県出雲市矢野町８４５番地

0853-21-6969 0853-24-3322 社会福祉法人 おおつか福祉会

出雲 通所型Ａ６

3270400538 ハピネデイサービスセンター出雲

693-0004 島根県出雲市渡橋町３０３番地３

0853-23-8840 0853-23-2267 株式会社 ハピネライフ一光

出雲 通所型Ａ６

3270400629

693-0033 島根県出雲市知井宮町１８６８－５

0853-20-0386 0853-20-0387

出雲 通所型Ａ６

3270400942 みせんの里 デイサービスセンター

699-0731 島根県出雲市大社町遙堪６５－２

0853-53-2707 0853-53-2755 社会福祉法人 きづき会

出雲 通所型Ａ６

3270401015 つかさデイサービスセンター

691-0001 島根県出雲市平田町１９５３－３

0853-62-9365 0853-62-9366 有限会社 つかさ

出雲 通所型Ａ６

3270401049

699-0722 島根県出雲市大社町北荒木４８３

0853-53-1333 0853-53-6133

出雲 通所型Ａ６

3270401114 ケアサポート 相生

693-0001 島根県出雲市今市町７４１番地５

0853-24-7733 0853-24-7738 社会福祉法人 壽光会

出雲 通所型Ａ６

3270401122

出雲 通所型Ａ６

3270401171 えきまえデイサービス夢のむら

693-0021 島根県出雲市塩冶町９８０－３

0853-21-0936 0853-23-0197 有限会社 ケアサービス出雲

出雲 通所型Ａ６

3270401254 出雲ケアセンターそよ風

693-0001 島根県出雲市今市町８７６－９

0853-20-0950 0853-20-0956

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉会 み
どりの郷出雲

有限会社 アクティブライフ保知石 つ
どいの里

社会福祉法人ＪＡいずも福祉会みどり
の郷大社

有限会社アクティブライフ保知石 つど
いの丘

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

693-0022

社会福祉法人 雲南市社会福
祉協議会

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

島根県出雲市園町字妻ノ神２６０６番地
0853-69-1536 0853-67-0457 社会福祉法人 真心会
１

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

有限会社 アクティブライフ保知
石

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

島根県出雲市上塩冶町上沢２８４８番地
有限会社 アクティブライフ保知
0853-20-1318 0853-20-1328
２５
石

株式会社ユニマット リタイアメ
ント・コミュニティ
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圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

出雲 通所型Ａ６

3270401288 通所介護事業所 長浜味覚亭

693-0041 島根県出雲市西園町５００－１

出雲 通所型Ａ６

3270401361 通所 やまゆり

693-0522 島根県出雲市佐田町一窪田１９６１－５ 0853-85-8100 0853-85-8010 社会福祉法人 やまゆり

出雲 通所型Ａ６

3270401387 通所 こもれびの家

693-0506

出雲 通所型Ａ６

3270401403 通所 かがやきの家

693-0503 島根県出雲市佐田町須佐７３６番地２

0853-84-9300 0853-84-9300 社会福祉法人 やまゆり

出雲 通所型Ａ６

3270401411 デイサービス 寿生の家

693-0022 島根県出雲市上塩冶町２８５４－５

0853-25-0241 0853-25-0285 医療法人 壽生会

出雲 通所型Ａ６

3270401437 デイサービス ゆうらいふ

693-0044 島根県出雲市荒茅町３５０６－３番地

0853-28-0385 0853-28-0339 株式会社 ライフサポート

出雲 通所型Ａ６

3270401460 浜山デイサービスセンター 野いちご

699-0722

出雲 通所型Ａ６

3270401528 デイサービスもくれん

693-0052 島根県出雲市松寄下町１２８６番地１

0853-25-7230 0853-25-7231 株式会社 もくれん

出雲 通所型Ａ６

3270401551 出雲市里家センター

693-0216 島根県出雲市乙立町３１６２番地

0853-45-0378 0853-45-0370 株式会社 蔵西

出雲 通所型Ａ６

3270401585 花水木

691-0003 島根県出雲市灘分町786-1

0853-63-7203 0853-63-4627 社会福祉法人 ひらた福祉会

出雲 通所型Ａ６

3270401635 デイサービス なすの花

693-0006 島根県出雲市白枝町７８１番地８

0853-20-1288 0853-20-1287 株式会社 スマイル・ガーデン

出雲 通所型Ａ６

3270401650 デイサービスゆうゆう広場

693-0033 島根県出雲市知井宮町５－１

0853-22-8489 0853-22-8491 エイコー電子工業株式会社

出雲 通所型Ａ６

3270401817 デイサービス 優

699-0721 島根県出雲市大社町修理免９番地１

0853-53-1502 0853-53-1513 株式会社 優

出雲 通所型Ａ６

3270401916

699-0812 島根県出雲市湖陵町二部１１９２－１

0853-43-8080 0853-43-7006

出雲 通所型Ａ６

3270401924 あおぞらデイサービス

693-0005 島根県出雲市天神町２２９

0853-23-5556 0853-22-3301 株式会社 みのり

出雲 通所型Ａ６

3270401965 デイサービスもくれん・荒茅

693-0044 島根県出雲市荒茅町２７８０番地３２

0853-27-9651 0853-27-9652 株式会社 もくれん

出雲 通所型Ａ６

3270402047 デイサービス ひまり

693-0212 島根県出雲市馬木町７５８番地２

0853-48-9135 0853-48-2670 株式会社 ひまり

出雲 通所型Ａ６

3270402088 ニチイケアセンター出雲

693-0015 島根県出雲市大津朝倉３丁目４－５

0853-20-7381 0853-20-7380 株式会社 ニチイ学館

出雲 通所型Ａ６

3270402120 デイサービス グッドライフ

693-0028 島根県出雲市塩冶善行町１４番地３

0853-27-9991 0853-27-9992 株式会社 コスモス

出雲 通所型Ａ６

3270402286 株式会社 デイサービス・キートス

693-0051

島根県出雲市小山町４０４番地４
YAMAMOTOビル１F

出雲 通所型Ａ６

3270402310

693-0012

島根県出雲市大津新崎町一丁目２９番
株式会社 中林建築設計事務
0853-25-8412 0853-25-8413
１
所

出雲 通所型Ａ６

3270402336 ココ・リハ平田

691-0002 島根県出雲市西平田町１０４番地３

出雲 通所型Ａ６

3270402419 デイサービス 金太郎の家 やまぶき

699-0501

出雲 通所型Ａ６

3270402427 穂なみデイサービスセンター

693-0064 島根県出雲市里方町１１６番地

出雲 通所型Ａ６

3270402450 ひかわ生協 デイサービス きずな

699-0631 島根県出雲市斐川町直江４８８３番地１ 0853-72-0373 0853-72-8933 ひかわ医療生活協同組合

出雲 通所型Ａ６

3270402492 デイサービスＭＩＬＫ富

699-0621 島根県出雲市斐川町富村１４６５－１

0853-73-8900 0853-73-8901 株式会社 ＣａｒｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

出雲 通所型Ａ６

3270402518 デイサービス ＭＩＬＫ富 ロングラフ

699-0621 島根県出雲市斐川町富村１４６５－１

0853-31-4450 0853-73-8901 株式会社 ＣａｒｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

出雲 通所型Ａ６

3270402583

699-0631 島根県出雲市斐川町直江８８５

0853-73-7314 0853-73-7315 島根県農業協同組合

出雲 通所型Ａ６

3270402641 デイサービス さくら

693-0067 島根県出雲市矢尾町２７３番地

0853-22-6239 0853-25-0020 プライム有限会社

出雲 通所型Ａ６

3270402666

693-0024 島根県出雲市塩冶神前１－６－２７

0853-25-7110 0853-25-7008 ボンウェルフェア株式会社

出雲 通所型Ａ６

3270402757 デイサービスセンター みなとの丘

691-0041 島根県出雲市小津町２８番地１

0853-66-9550 0853-66-9660 みなとの丘グループ株式会社

出雲 通所型Ａ６

3270402765 通所介護事業所みずほの里 らいと

691-0003 島根県出雲市灘分町２３９番地６

0853-31-4833 0853-63-3670 株式会社 テーリング

出雲 通所型Ａ６

3270402781

691-0012 島根県出雲市西代町１０３２－４

0853-31-6500 0853-31-6501

出雲 通所型Ａ６

3270402906 ナカヤ寿楽

693-0044 島根県出雲市荒茅町３１０６番地

0853-31-9988 0853-31-9989 株式会社 ナカヤ

出雲 通所型Ａ６

3270403037

699-0822 島根県出雲市神西沖町１３１５番地

0853-43-3200 0853-43-2030 社会福祉法人 恵寿会

出雲 通所型Ａ６

3270403177 ひかわ生協 デイサービス つむぎ

介護予防センター 早稲田イーライフ
きらり

介護予防センター 早稲田イーライフ
出雲

ＪＡしまねデイサービスセンターつつじ
園

ウェルファ出雲 デイサービスセンター
かえで

ＮＰＯ法人たすけあい平田デイサービ
スセンターさわやか

出雲サンホーム 地域福祉サービスセ
ンターソレイユ

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

0853-28-2828 0853-28-2028 株式会社 蔵西

島根県出雲市佐田町反辺１３６５番地１
0853-84-1022 0853-84-1023 社会福祉法人 やまゆり
３

島根県出雲市大社町北荒木１５１２番地
0853-53-8060 0853-53-8061 有限会社 スギタニ
５

0853-30-0125 0853-25-8082

株式会社 中林建築設計事務
所

株式会社 デイサービス・キート
ス

0853-25-8400 0853-25-8401 株式会社 建装

島根県出雲市斐川町学頭１４６３番地１
0853-72-5110 0853-72-5192 社会福祉法人 金太郎の家
０
0853-20-1020 0853-20-1021

特定非営利活動法人 コミュニ
ティサポートいずも

特定非営利活動法人 たすけあ
い平田

699-0631 島根県出雲市斐川町直江４７７８番地１ 0853-31-4760 0853-31-4761 ひかわ医療生活協同組合
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圏域

事業種別

事業所番号

事業所名

出雲 通所型Ａ６

3270403185 ツクイ出雲下沢

出雲 通所型Ａ６

3271600045

出雲 通所型Ａ６

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

693-0022 島根県出雲市上塩冶町２６５５－２

0853-20-1120 0853-20-1121 株式会社 ツクイ

699-0813 島根県出雲市湖陵町三部１２３１－１

0853-43-3931 0853-43-3933

3271600102 斐川サンホーム指定通所介護事業所

699-0501 島根県出雲市斐川町学頭１３６０－１

0853-72-9200 0853-72-9739 社会福祉法人 恵寿会

出雲 通所型Ａ６

3271600144 出東デイサービスセンター

699-0554 島根県出雲市斐川町三分市１０７７番地 0853-63-3777 0853-63-7007 社会福祉法人 出東福祉会

出雲 通所型Ａ６

3271600177

出雲 通所型Ａ６

3271600235 いなさ園デイサービスセンター

699-0751

出雲 通所型Ａ６

3271600250 デイサービスセンター たき

699-0903 島根県出雲市多伎町小田５０番地８

0853-86-2593 0853-86-2972 社会福祉法人 多伎の郷

出雲 通所型Ａ６

3271600532 デイサービス 暖談

699-0731 島根県出雲市大社町遙堪６６６番地

0853-53-2135 0853-53-2355 株式会社 ピュアライフ島根

出雲 通所型Ａ６

3271600565 デイサービス 向日葵の家

699-0502 島根県出雲市斐川町荘原３１６９－２８

0853-72-5109 0853-27-9737 有限会社 司

出雲 通所型Ａ６

3271600656 ひかわ生協デイサービス ふらみんご

699-0631 島根県出雲市斐川町直江４８８３番地１ 0853-72-0353 0853-72-0322 ひかわ医療生活協同組合

出雲 通所型Ａ６

3271600664 デイサービス新川

699-0505

出雲 通所型Ａ６

3290400526 デイサービスＭＩＬＫ新

699-0505 島根県出雲市斐川町上庄原１６４９

0853-31-9722 0853-31-9733 株式会社 ＣａｒｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

出雲 通所型Ａ６

3290400567 デイサービス こひまり

693-0212 島根県出雲市馬木町２２４－１

0853-48-9057 0853-48-0047 株式会社 ひまり

出雲 通所型Ａ６

3290400583 フロディいずも

693-0033

出雲 通所型Ａ６

3290400625 あんのん

693-0013 島根県出雲市荻杼町５１９－１

出雲 通所型Ａ６

3290400674 穂なみデイサービスセンター ひかわ

699-0624 島根県出雲市斐川町上直江２４３番地３ 0853-25-7946 0853-25-7948

特定非営利活動法人 コミュニ
ティサポートいずも

大田 通所型Ａ６

3270500030 ビラたかやま

694-0431 島根県大田市祖式町５４６－１

0854-85-2015 0854-85-2016

社会福祉法人 大田市社会福
祉事業団

大田 通所型Ａ６

3270500048 ビラあさやま

699-2213 島根県大田市朝山町朝倉７０６－１

0854-85-8553 0854-85-7096

社会福祉法人 大田市社会福
祉事業団

大田 通所型Ａ６

3270500097 ビラおおだディサービスセンター

694-0011 島根県大田市川合町川合１０８１－２

0854-82-9382 0854-82-9379

社会福祉法人 大田市社会福
祉事業団

大田 通所型Ａ６

3270500162 通所介護 サンデイズ双葉園

694-0054

大田 通所型Ａ６

3270500188 幸久の家 デイサービスセンター

694-0024 島根県大田市久利町久利６９１番地

0854-82-4669 0854-82-4690 有限会社 幸久の家

大田 通所型Ａ６

3270500220 デイサービスセンター ゆうイング

694-0044 島根県大田市長久町土江５５－２

0854-84-0079 0854-84-0102 社会福祉法人 放泉会

大田 通所型Ａ６

3270500345 ドリームデイ いろり

694-0052 島根県大田市久手町刺鹿２１９４－１

0854-84-7158 0854-84-7126 有限会社 ドリームシステム

大田 通所型Ａ６

3270500444 デイサービスセンター むつみ苑

699-2305 島根県大田市仁摩町天河内８３１番地

0854-88-3910 0854-88-4194 社会福祉法人 仁摩福祉会

大田 通所型Ａ６

3270500469 デイサービス こうぜんじ

694-0041 島根県大田市長久町長久ロ４２６－２７

0854-82-0305 0854-86-7727 株式会社 コーユー

大田 通所型Ａ６

3270500485 しろがねの里デイサービスセンター

694-0064

大田 通所型Ａ６

3270500550 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ大田店

694-0041 島根県大田市長久町長久イ５０６番地１ 0854-83-7099 0854-82-1954 林商事株式会社

大田 通所型Ａ６

3270500592 デイサービスセンター きれんげ

694-0054 島根県大田市鳥井町鳥井１２０４

0854-82-0233 0854-83-7320 株式会社 きれんげ

大田 通所型Ａ６

3270500626

694-0064 島根県大田市大田町大田イ３５３

0854-83-1367 0854-83-7822 株式会社 しろがねの里

大田 通所型Ａ６

3270500642 デイサービス李づみ野

694-0064 島根県大田市大田町大田ロ２０４－１８

0854-83-7376 0854-83-7375 有限会社 創康

大田 通所型Ａ６

3270500659 デイサービスセンターこころ路

694-0031 島根県大田市静間町１２４１－６

0854-83-7555 0854-83-7556 株式会社ケア・サポート祐瑛

大田 通所型Ａ６

3270500717

694-0054 島根県大田市鳥井町鳥井１１９７－１１

0854-83-7091 0854-83-7092 株式会社 きれんげ

大田 通所型Ａ６

3271700050 湯の郷苑デイサービスセンター

699-2513 島根県大田市温泉津町上村４６１番地

0855-65-3130 0855-65-3812 社会福祉法人 慈光会

邑智 通所型Ａ６

3271800140 やすらぎ荘通所介護事業所

696-0003 島根県邑智郡川本町因原５７０番１

0855-72-2838 0855-72-2727 社会福祉法人 川本福祉会

邑智 通所型Ａ６

3271800272 美郷町デイサービスセンター つくし苑

696-0701 島根県邑智郡美郷町潮村３００番地１

0855-82-2841 0855-82-2842

邑智 通所型Ａ６

3271800322 第１号通所事業 吾郷センター

699-4706 島根県邑智郡美郷町滝原１６７番地１

0855-75-0974 0855-75-0434 社会福祉法人 吾郷会

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉会 み
どりの郷湖陵

社会福祉法人 ＪＡいずも福祉
会

なのはな園介護予防デイサービスセン
島根県出雲市斐川町上直江１８２９番地
社会福祉法人 島根ライトハウ
699-0624
0853-72-1101 0853-72-4030
ター
１
ス

シルバーハイツしろがねデイサービス
センター

デイサービスセンター きれんげ元気
館

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

島根県出雲市大社町杵築西１６４３番地
0853-53-5727 0853-53-5025 社会福祉法人 きづき会
２

島根県出雲市斐川町上庄原字上新川１
0853-73-7363 0853-73-7363 株式会社 ハピネライフ一光
６３４番地５

島根県出雲市塩冶有原町５丁目３６番
地

0853-25-7711 0853-25-7791 合同会社 フロディ出雲
0853-22-0200 0853-22-0041 株式会社 ハート

島根県大田市鳥井町鳥井１８８１番地１
0854-84-0223 0854-84-0224 社会福祉法人 吾郷会
サンデイズ双葉園

島根県大田市大田町大田ロ９８５－４、
９８５－６、９８５－７

0854-83-1887 0854-83-1855 株式会社 しろがねの里

社会福祉法人 美郷町社会福
祉協議会
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邑智 通所型Ａ６

3271800355 瑞穂西デイサービスセンター

696-0224 島根県邑智郡邑南町上亀谷２１８１－１ 0855-83-2011 0855-83-2009 社会福祉法人 おおなん福祉会

邑智 通所型Ａ６

3271800405 邑南社協東部事業所

696-0603 島根県邑智郡邑南町下口羽３４８番地

0855-87-0843 0855-87-0844

社会福祉法人 邑南町社会福
祉協議会

邑智 通所型Ａ６

3271800447 邑南社協西部通所介護事業所

696-0102 島根県邑智郡邑南町中野３８４８番地２ 0855-95-0090 0855-95-1599

社会福祉法人 邑南町社会福
祉協議会

邑智 通所型Ａ６

3271800504 老人デイサービスセンター 希望の郷

696-0103 島根県邑智郡邑南町矢上３８９９－１

0855-95-2940 0855-95-2941 社会福祉法人 石見さくら会

邑智 通所型Ａ６

3271800595 デイサービスやすらぎの里別府

696-1131 島根県邑智郡美郷町別府８番５

0855-75-8185 0855-75-1600 社会福祉法人 敬愛福祉会

邑智 通所型Ａ６

3271800652 楽屋

696-0101 島根県邑智郡邑南町井原３２０７番地６ 0855-95-1313 0855-95-1313 株式会社 楽屋

浜田 通所型Ａ６

3270600103 デイサービスセンター合歓の郷

699-2841 島根県江津市後地町２９１９－３

浜田 通所型Ａ６

3270600160 青山デイサービスセンター

695-0024

浜田 通所型Ａ６

3270600319 よろこぼう屋 デイサービスの家

695-0017 島根県江津市和木町１１７３番地５

0855-52-0817 0855-52-0388 有限会社 よろこぼう屋

浜田 通所型Ａ６

3270600426

695-0004 島根県江津市松川町市村１３２番１

0855-55-3661 0855-55-3662 医療法人社団 水澄み会

浜田 通所型Ａ６

3270600509 そうえんデイサービス

695-0021

島根県江津市都野津町２３７１番地１５
号

0855-53-5404 0855-53-5405 株式会社荘苑コーポレーション

浜田 通所型Ａ６

3270600533 デイホームまったり

695-0016

島根県江津市嘉久志町イ１２４９番地１
２

0855-52-7300 0855-52-7301

浜田 通所型Ａ６

3270600590 ながれぼし 江津

695-0021 島根県江津市都野津町２３６３－７

0855-52-7515 0855-52-7516 株式会社 CHORAKU R&K

浜田 通所型Ａ６

3270690013 白寿園

695-0011 島根県江津市江津町１１１０

0855-52-0050 0855-52-0207

浜田 通所型Ａ６

3270700127

浜田 通所型Ａ６

3270700150 美川デイサービスセンター

697-1331 島根県浜田市内村町３６５番地４

0855-26-0881 0855-26-0337 社会福祉法人 浜田福祉会

浜田 通所型Ａ６

3270700341 デイサービス たんぽぽ

697-0063 島根県浜田市長浜町１９００番地

0855-26-0002 0855-26-0066 社会福祉法人 愛心会

浜田 通所型Ａ６

3270700408 デイサービス はとぽっぽ

697-0033 島根県浜田市朝日町９３番地１２

0855-25-0160 0855-25-0155

浜田 通所型Ａ６

3270700424 デイサービスセンターはまぼうふう

697-0004 島根県浜田市久代町１－７

0855-24-8521 0855-24-8522 医療法人社団 水澄み会

浜田 通所型Ａ６

3270700465 デイサービス偕生

697-0024 島根県浜田市黒川町１９６－１

0855-24-1555 0855-24-1556

浜田 通所型Ａ６

3270700473 デイサービス やまももの家

697-0123 島根県浜田市久代町３０９

0855-28-1155 0855-28-3711 社会福祉法人 けいびん会

浜田 通所型Ａ６

3270700481 有限会社 長寿の里

697-1322 島根県浜田市日脚町５４番地２

0855-27-2956 0855-28-7056 有限会社 長寿の里

浜田 通所型Ａ６

3270700499 デイサービス おあしす かわのせ

697-0006 島根県浜田市下府町９０４番地

0855-28-2088 0855-28-1915 有限会社 川崎組

浜田 通所型Ａ６

3270700523 デイサービス まつばら

697-0422 島根県浜田市松原町１１００番地１

0855-24-1225 0855-24-1226 社会福祉法人 旭福祉会

浜田 通所型Ａ６

3270700598 デイサービス ほのぼのふくちゃん

697-0062 島根県浜田市熱田町１４２１－１

0855-26-0933 0855-26-0933 有限会社 ふくちゃん

浜田 通所型Ａ６

3270700689

697-1326 島根県浜田市治和町２１４－１

0855-27-4882 0855-27-4883 医療法人社団 水澄み会

浜田 通所型Ａ６

3270700754 緑ヶ丘デイサービスセンター

697-0022 島根県浜田市浅井町１２２－２

0855-22-8771 0855-22-8748 社会福祉法人 かなぎ福祉会

浜田 通所型Ａ６

3270700804 デイサービスセンター なごみ

697-0302 島根県浜田市金城町今福２８１番７

0855-42-3084 0855-42-3087 特定非営利活動法人 Ｂｅｉｎｇ

浜田 通所型Ａ６

3270700861 大麻山通所介護事業所

697-1337 島根県浜田市西村町１０３１番地１

0855-27-2662 0855-27-1097 社会福祉法人 たいま山秀峰会

浜田 通所型Ａ６

3270701059 デイサービス みたけや

699-3211 島根県浜田市三隅町三隅１３４１

0855-34-0039 0855-32-0039 株式会社 みたけや

浜田 通所型Ａ６

3270701075 デイサービスセンター絆

697-0023 島根県浜田市長沢町１４８３番地４

0855-24-5844 0855-25-5845 有限会社 二本木建築

浜田 通所型Ａ６

3270701117 デイサービス 心の里 はるにれ

699-3211 島根県浜田市三隅町三隅３８２番地１

0855-32-4007 0855-32-4008

浜田 通所型Ａ６

3270701174 デイサービスあいあい

697-0006 島根県浜田市下府町８７５

0855-25-5019 0855-25-5029 株式会社先前

浜田 通所型Ａ６

3270701224

697-0023 島根県浜田市長沢町１４２８番地６

0855-25-5269 0855-25-5289 社会福祉法人 水澄み会

浜田 通所型Ａ６

3270701240 そうえんデイサービス浜田店

697-0034

浜田 通所型Ａ６

3270701349 美川リハデイ 周布店

697-1321 島根県浜田市周布町イ６１番地１

デイサービスセンター もやいの家松
平

浜田市社会福祉協議会 野原デイ
サービスセンター

デイサービスセンター とびの郷ゆうな
ぎ

デイサービスセンター アルク ロン
グ・レン

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

697-0016

0855-55-3131 0855-55-3535 社会福祉法人 花の村

島根県江津市二宮町神主１９６４番地３
0855-54-3100 0855-54-3101 社会福祉法人 いわみ福祉会
１

合同会社コミュニティーサポート
道知辺

社会福祉法人 恩賜財団 済生
会支部 島根県済生会

島根県浜田市野原町８５９－１ 浜田市
社会福祉法人 浜田市社会福
0855-23-2787 0855-22-6930
総合福祉センター内
祉協議会

特定非営利活動法人 はとぽっ
ぽ

社会福祉法人 島根県社会福
祉事業団

テライ・メディカルサポート株式
会社

島根県浜田市相生町３８１６番地 相生
0855-25-5787 0855-25-5788 株式会社荘苑コーポレーション
第一ビル１Ｆ
0855-28-7844 0855-26-1120 社会福祉法人 浜田福祉会
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浜田 通所型Ａ６

3271800363 桜寿園デイサービスセンター

699-4225 島根県江津市桜江町小田１３８番地１

浜田 通所型Ａ６

3271800371 陽光苑デイサービスセンター

699-4431 島根県江津市桜江町長谷２７２３番地２ 0855-92-8450 0855-92-0711 社会福祉法人 桜江福祉会

浜田 通所型Ａ６

3271900064 弥栄デイサービスセンター

697-1122

島根県浜田市弥栄町木都賀イ５３９番
地１

浜田 通所型Ａ６

3271900163 杉の森デイサービスセンター

699-3212

島根県浜田市三隅町向野田１８８０番地
社会福祉法人 浜田市社会福
0855-32-3710 0855-32-3795
３
祉協議会

浜田 通所型Ａ６

3271900361 デイサービスセンター あいの会

699-3211 島根県浜田市三隅町三隅３７０番地３

0855-32-4380 0855-32-2773

浜田 通所型Ａ６

3271900411 あさひデイサービス

697-0425 島根県浜田市旭町今市６１６番地

0855-45-0330 0855-45-0330 社会福祉法人 旭豊福祉会

浜田 通所型Ａ６

3290600133 デイサービスセンター有福

695-0156 島根県江津市有福温泉町５４６

0855-56-0234 0855-56-0235 株式会社 祥福

浜田 通所型Ａ６

3290700180 花あかり

697-0062 島根県浜田市熱田町５５８－３５

0855-28-7417 0855-28-7418 株式会社 志穏

浜田 通所型Ａ６

3290700198 ほっとリハ

697-0027 島根県浜田市殿町６１番地８

0855-28-7811 0855-28-7822 有限会社 ホットケアセンター

浜田 通所型Ａ６

3290700206 デイサービス にこにこふくちゃん

697-0006 島根県浜田市下府町３２７－４３

0855-25-0767 0855-25-0767 （有） ふくちゃん

浜田 通所型Ａ６

3290700214 共生型デイサービスお天氣いいね

697-0062 島根県浜田市熱田町１１２９番地１

0855-27-4966 0855-25-5266 ＮＰＯ法人あったかいいねっと

浜田 通所型Ａ６

3290700230 そうえんデイサービス熱田店

697-0062 島根県浜田市熱田町１２６５－１

0855-25-5902 0855-25-5903 株式会社荘苑コーポレーション

益田 通所型Ａ６

3270800075 万葉苑

698-0041 島根県益田市高津四丁目６番４０号

0856-22-2023 0856-22-2024 社会福祉法人 梅寿会

益田 通所型Ａ６

3270800091 デイサービスセンター共楽苑

698-2254 島根県益田市桂平町イ１０７－３

0856-29-0085 0856-29-0085 社会福祉法人 わかくさ福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800208

社会福祉法人西益田福祉会 清流苑
通所介護事業所

699-5133 島根県益田市神田町イ１９７－２

0856-31-5037 0856-31-5038 社会福祉法人 西益田福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800224

益田市立デイサービスセンター から
おと苑

699-3506 島根県益田市西平原町６７１番１

0856-31-7070 0856-31-7071 社会福祉法人 鎌手福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800257 デイサービスセンターひれふり苑

699-3674 島根県益田市大草町１０８８番地１０

0856-31-1666 0856-22-7349

益田 通所型Ａ６

3270800281 くしろデイサービスセンター

698-0001 島根県益田市久城町５３１番地

0856-31-2345 0856-31-2348 社会福祉法人 梅寿会

益田 通所型Ａ６

3270800331 七尾苑

698-0007 島根県益田市昭和町１１番２０号

0856-24-0264 0856-24-0322 社会福祉法人 七尾福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800380 指定通所介護事業所 陽だまり

698-0034 島根県益田市赤城町１１番４０号

0856-22-0526 0856-22-0526 特定非営利活動法人 陽だまり

益田 通所型Ａ６

3270800414

699-3762 島根県益田市小浜町４６８－７

0856-28-8125 0856-28-8126 株式会社 ひょうま

益田 通所型Ａ６

3270800612 匹見指定通所介護事業所

益田 通所型Ａ６

3270800661

益田 通所型Ａ６

デイサービスセンター 「しずかさんの
家」

デイサービスセンター 中吉田・しずか
さんの家

0855-92-1441 0855-92-1440 社会福祉法人 桜江福祉会

0855-48-2691 0855-48-2220 社会福祉法人 弥栄福祉会

698-1221 島根県益田市匹見町澄川イ２７７番地１ 0856-56-0398 0856-56-0383

特定非営利活動法人 あいの
会

社会福祉法人 益田東部福祉
会

社会福祉法人 益田市社会福
祉協議会

698-0042 島根県益田市中吉田町５０８－４

0856-31-4534 0856-31-4559 株式会社 ひょうま

3270800687 匹見指定もみじ通所介護事業所

698-1211 島根県益田市匹見町匹見イ１２０８

0856-56-0397 0856-56-0383

益田 通所型Ａ６

3270800703 すこデイサービスとねりこ

698-0036 島根県益田市須子町２７－１６

0856-23-0107 0856-23-1748 社会福祉法人 須子福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800760

デイサービスセンター もやいの家うの
699-3676 島根県益田市遠田町１７９番２
はな

0856-31-7345 0856-31-7346 医療法人社団 水澄み会

益田 通所型Ａ６

3270800778

デイサービスセンター もやいの家ひ
きみ

698-1211 島根県益田市匹見町匹見イ５０番１

0856-56-7077 0856-56-1515 医療法人社団 水澄み会

益田 通所型Ａ６

3270800802 デイサービス たかつ

698-0041 島根県益田市高津１丁目７－１１

0856-31-1322 0856-31-1306 医療法人 金島胃腸科外科

益田 通所型Ａ６

3270800851 デイサービス どんちっち

698-0036 島根県益田市須子町１５番１６号

0856-25-7765 0856-25-7765 またか鍼灸整骨院有限会社

益田 通所型Ａ６

3270800877 すこデイサービス第２とねりこ

698-0036 島根県益田市須子町イ３３４番地９

0856-23-0123 0856-23-1748 社会福祉法人 須子福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800885 デイサービス集いのさと

698-0004 島根県益田市東町３１－１０９

0856-25-7540 0856-25-7548 株式会社ＭＡＴＵ

益田 通所型Ａ６

3270800927 デイサービスセンターひぐらし苑

698-0411 島根県益田市波田町イ５８４－１

0856-26-0044 0856-26-0050 社会福祉法人 暁福祉会

益田 通所型Ａ６

3270800984 デイサービス いわみ

698-0011 島根県益田市染羽町１番２７号

0856-25-7164 0856-25-7165 ケアサポートいわみ 株式会社

益田 通所型Ａ６

3270801008 デイサービスなごみ

698-0003

益田 通所型Ａ６

3270801081 デイサービス「すみよし」

698-0005 島根県益田市本町３－１９

0856-23-6717 0856-23-6718 医療法人 永瀬脳外科内科

益田 通所型Ａ６

3272000096 益田市立美都デイサービスセンター

698-0203 島根県益田市美都町都茂２１５９

0856-52-2870 0856-52-2236

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

島根県益田市乙吉町イ３２２－７ 今見
屋店舗１０１号Ａ

社会福祉法人 益田市社会福
祉協議会

0856-22-7530 0856-22-7537 ワンズクリエイト株式会社

社会福祉法人 益田市社会福
祉協議会
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事業種別

事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

益田 通所型Ａ６

3272100086 にちはらデイサービスセンター

699-5221 島根県鹿足郡津和野町日原５０番地２

益田 通所型Ａ６

3272100094 六日市デイサービスセンター

699-5513 島根県鹿足郡吉賀町六日市５７３番地２ 0856-77-1777 0856-77-0069

益田 通所型Ａ６

3272100102 つわの指定通所介護事業所

699-5605

島根県鹿足郡津和野町後田ロ１２６番
地

益田 通所型Ａ６

3272100185 柿木村デイサービスセンター

699-5301

島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木８０番
社会福祉法人 吉賀町社会福
0856-79-2681 0856-79-2044
地
祉協議会

益田 通所型Ａ６

3272100201 つわぶきデイホーム

699-5612 島根県鹿足郡津和野町中座ロ６６番地

益田 通所型Ａ６

3272100219 七日市デイサービスセンター

699-5513 島根県鹿足郡吉賀町七日市９４２番地５ 0856-78-2070 0856-78-2071

益田 通所型Ａ６

3272100250 通所介護事業所 ホリデイ

699-5212 島根県鹿足郡津和野町河村５０６－３

0856-74-2015 0856-74-2039 堀建設 株式会社

益田 通所型Ａ６

3272100276 つわぶきデイホーム③

699-5611 島根県鹿足郡津和野町町田イ８２番地

0856-72-4185 0856-72-4186 つわぶき有限会社

益田 通所型Ａ６

3272100375 デイサービスセンター 希翔会

699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ４３１

0856-72-0835 0856-72-0836 株式会社 希翔会

益田 通所型Ａ６

3272100409 デイサービスセンター 希翔会 ２号館

699-5604 島根県鹿足郡津和野町森村イ６０５

0856-72-2950

株式会社 希翔会

益田 通所型Ａ６

3290800147 益田市デイサービスセンター湖水園

698-0041 島根県益田市高津六丁目１８－２５

0856-23-7622 0856-24-0966

社会福祉法人 西中国キリスト
教社会事業団

益田 通所型Ａ６

3290800238 デイサービス「まほろば」

698-0041 島根県益田市高津１丁目３６－７

0856-25-7480 0856-25-7481 医療法人 永瀬脳外科内科

益田 通所型Ａ６

32A0800011 デイサービスらくまち

698-0041 島根県益田市高津７丁目２１－１２

0856-22-5030 0856-32-3166 ワンズクリエイト株式会社

隠岐 通所型Ａ６

3272200076

隠岐 通所型Ａ６

3272200217 住吉デイサービスセンター

685-0104

隠岐 通所型Ａ６

3272200514 ふれあい五箇通所介護事業所

685-0301 島根県隠岐郡隠岐の島町北方２７８番２ 08512-5-3541 08512-5-3542 社会福祉法人 ふれあい五箇

隠岐 通所型Ａ６

3272200563 みゆき荘デイサービスセンター

684-0303

隠岐 通所型Ａ６

3272200654 招福苑デイサービスセンター

684-0103 島根県隠岐郡知夫村多沢６６４

隠岐 通所型Ａ６

3272200779 中条デイサービスセンター

685-0027

島根県隠岐郡隠岐の島町原田３９０番
地３

08512-2-5922 08512-2-4415 社会福祉法人 博愛

隠岐 通所型Ａ６

3272200787 高齢者生活福祉センター蓬莱苑

685-0412

島根県隠岐郡隠岐の島町布施６４２番
地１

08512-7-4373 08512-7-4372 社会福祉法人 博愛

隠岐 通所型Ａ６

3272200811 一颯

685-0017 島根県隠岐郡隠岐の島町下西５０９番１ 08512-2-9511 08512-2-9511 株式会社 ＤＯＬＣＩ

隠岐 通所型Ａ６

3272200829 福来の里デイサービスセンター

684-0403 島根県隠岐郡海士町海士１４７０番地１ 08514-2-0002 08514-2-0075 社会福祉法人 だんだん

松江 通所型Ａ６緩和

3270100971 カラフルデイサービスセンター

690-0882 島根県松江市大輪町４２０番地４０

0852-36-3010 0852-36-3011 社会福祉法人 豊心会

松江 通所型Ａ６緩和

3270103439 デイサービス松寿

690-0863 島根県松江市比津町２９５番５

0852-61-5678 0852-61-0678 社会福祉法人 開花

松江 通所型Ａ６緩和

3270103702 八重の郷デイサービスセンター

690-0015 島根県松江市上乃木二丁目２１番１０号 0852-33-7552 0852-67-3182 株式会社 八重の郷

松江 通所型Ａ６緩和

3290100720 デイサービスセンター らいふ嫁島

690-0048 島根県松江市西嫁島１丁目３－３

0852-61-8868 0852-61-8869 株式会社松江にゅーよーく

雲南 通所型Ａ６緩和

3271300117 仁多デイサービスセンター

699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６番地

0854-54-2060 0854-54-2061 奥出雲町

雲南 通所型Ａ６緩和

3271500211 ケアポートよしだ 新シルバー大学

690-2313 島根県雲南市吉田町深野８４番地６

0854-75-0346 0854-75-0456 社会福祉法人 よしだ福祉会

雲南 通所型Ａ６緩和

32A1300011 緩和型デイサービス 奥出雲

699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田１０６３－１ 0854-52-2371 0854-52-2371 有限会社 ブルーム

出雲 通所型Ａ７

3270300068

出雲 通所型Ａ７

3270401403 通所 かがやきの家（かがやきの会）

出雲 通所型Ａ７

3270402583

出雲 通所型Ａ７

社会福祉法人 海士町社会福祉協議
会

万田の郷通所型サービスＡ事業所（だ
んだん教室）

0856-74-0026 0856-74-0027 社会福祉法人 にちはら福祉会
社会福祉法人 吉賀町社会福
祉協議会

0856-72-4050 0856-72-4052 社会福祉法人 つわの福祉会

0856-72-4185 0856-72-4186 つわぶき有限会社

684-0403 島根県隠岐郡海士町海士３９６９番地１ 08514-2-0010 08514-2-0600

社会福祉法人 吉賀町社会福
祉協議会

社会福祉法人 海士町社会福
祉協議会

島根県隠岐郡隠岐の島町都万１７９１－
08512-6-3200 08512-6-3211 社会福祉法人 高田会
１

島根県隠岐郡西ノ島町美田３０７８番地
08514-6-0150 08514-6-1978 社会福祉法人 西ノ島福祉会
１９
08514-8-2001 08514-2-2076

社会福祉法人 知夫村社会福
祉協議会

691-0033 島根県出雲市万田町６９２－２

0853-63-2650 0853-63-2665 社会福祉法人 ほのぼの会

693-0503 島根県出雲市佐田町須佐７３６番地２

0853-84-9300 0853-84-9300 社会福祉法人 やまゆり

ＪＡしまねデイサービスセンターつつじ
園

699-0631 島根県出雲市斐川町直江８８５

0853-73-7314 0853-73-7315 島根県農業協同組合

3270402781

ＮＰＯ法人たすけあい平田介護予防教
室ひびき

691-0012 島根県出雲市西代町１０３２－４

0853-62-0257 0853-62-0258

出雲 通所型Ａ７

3270403037

出雲サンホーム 地域福祉サービスセ
ンターソレイユ

699-0822 島根県出雲市神西沖町１３１５

0853-43-3200 0853-43-2030 社会福祉法人 恵寿会

浜田 通所型Ａ７

3270600103 デイサービスセンター合歓の郷

699-2841 島根県江津市後地町２９１９－３

0855-55-3131 0855-55-3535 社会福祉法人 花の村

浜田 通所型Ａ７

3270600160 青山デイサービスセンター

695-0024 島根県江津市二宮町神主１９６４－３１

0855-54-3100 0855-54-3101 社会福祉法人 いわみ福祉会

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

特定非営利活動法人 たすけあ
い平田
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事業所番号

事業所名

郵便番号

所在地

電話

ＦＡＸ

申請者名

浜田 通所型Ａ７

3270600319 よろこぼう屋 デイサービスの家

695-0017 島根県江津市和木町１１７３番地５

浜田 通所型Ａ７

3270600509 そうえんデイサービス

695-0021

浜田 通所型Ａ７

3270700150 美川デイサービスセンター

697-1331 島根県浜田市内村町３６５番地４

0855-26-0881 0855-26-0337 社会福祉法人 浜田福祉会

浜田 通所型Ａ７

3270700473 デイサービス やまももの家

697-0004 島根県浜田市久代町３０９

0855-28-1155 0855-28-3711 社会福祉法人 けいびん会

浜田 通所型Ａ７

3270700861 大麻山通所介護事業所

697-1337 島根県浜田市西村町１０３１番地１

0855-27-2662 0855-27-1097 社会福祉法人 たいま山秀峰会

浜田 通所型Ａ７

3271800363 桜寿園デイサービスセンター

699-4225 島根県江津市桜江町小田１３８番地１

0855-92-1441 0855-92-1440 社会福祉法人 桜江福祉会

浜田 通所型Ａ７

3271900064 弥栄デイサービスセンター

697-1122

島根県浜田市弥栄町木都賀イ５３９番
地１

0855-48-2691 0855-48-2220 社会福祉法人 弥栄福祉会

浜田 通所型Ａ７

3271900320

697-0121

島根県浜田市金城町下来原１５４１－２
社会福祉法人 浜田市社会福
0855-42-2300 0855-42-2303
０
祉協議会

隠岐 通所型Ａ７

3272200217 住吉デイサービスセンター

685-0104

島根県隠岐郡隠岐の島町都万１７９１－
08512-6-3200 08512-6-3211 社会福祉法人 高田会
１

隠岐 通所型Ａ７

3272200514 ふれあい五箇通所介護事業所

685-0301 島根県隠岐郡隠岐の島町北方２７８番２ 08512-5-3541 08512-5-3542 社会福祉法人 ふれあい五箇

隠岐 通所型Ａ７

3272200712 ございな（デイサービスセンター）

684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町別府２０５－１

隠岐 通所型Ａ７

3272200779 中条デイサービスセンター

685-0027

島根県隠岐郡隠岐の島町原田３９０番
地３

08512-2-5922 08512-2-4415 社会福祉法人 博愛

隠岐 通所型Ａ７

3272200787 高齢者生活福祉センター蓬莱苑

685-0412

島根県隠岐郡隠岐の島町布施６４２番
地１

08512-7-4373 08512-7-4372 社会福祉法人 博愛

隠岐 通所型Ａ７

3272200811 一颯

685-0017 島根県隠岐郡隠岐の島町下西５０９番１ 08512-2-9511 08512-2-9511 株式会社 ＤＯＬＣＩ

浜田市社会福祉協議会 金城さんあ
いデイサービスセンター

※既に指定済の事業者にあっても、変更等により以前と内容が変わっていることがあります。

島根県江津市都野津町２３７１番地１５
号

0855-52-0817 0855-52-0388 有限会社 よろこぼう屋
0855-53-5404 0855-53-5405 株式会社荘苑コーポレーション

08514-7-8488 08514-7-8488 社会福祉法人 シオンの園
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