☆訪問介護

☆通所介護

＊ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事援助
などの身の回りの援助をします。

◆◆ 白浜町 ◆◆

ホームヘルパーステーション南紀
養護老人ホーム椿園
プロデュース
ニチイケアセンター白浜
ケアセンターしおん
ケアサポート空港
白浜町社会福祉協議会訪問介護事業所
訪問介護長寿村
さくらケア白浜

ケアセンターハマユウ
さくらホームヘルプサービス 白浜
ココナツヘルパーステーション

◆◆ 田辺市 ◆◆

田辺市社会福祉協議会龍神事業所
紀南在宅介護サービス
ホームヘルプ２４
ユウガ訪問介護ステーション
有限会社ハートフルケア紀南
ＪＡ紀南訪問介護事業所
田辺市社会福祉協議会田辺事業所
ホームヘルパーＵ
ニチイケアセンター田辺
ケアーセンターひまわり
あじさい介護センター
ケアサポートセンターほほえみ
あけぼの在宅介護サービス
さくらホームヘルプサービス
田辺市高齢者複合福祉施設たきの里訪問介護事業所

響訪問介護事業所
ケアセンターこみの
ゆぅみ介護サービス
訪問介護和が家
ケアサポートカタチ
ライフパートナーひよこ
ヘルパーステーション田辺の郷
シーサイド浜風
さくらんぼ訪問介護事業所
真寿苑ホームヘルプサービス
訪問介護支援センター
ヘルパーステーションソルマーレ
田辺すみれ訪問介護ステーション
ヘルパーステーションゆづき
ときめき訪問介護事業所
在宅介護サービスほっこり
カノンヘルパーステーション
ケアサポートえいと
田辺市社会福祉協議会大塔事業所
田辺市社会福祉協議会中辺路事業所
古道“まごころ”
田辺市社会福祉協議会本宮事業所

◆◆ 上富田町 ◆◆

※の事業所は地域密着型通所介護事業所です。

0739-45-8550
0739-46-0611
0739-82-2035
0739-82-2050
0739-82-1040
0739-82-1484
0739-52-2111
0739-43-5477
0739-82-2531
0739-43-3303
0739-33-7907
0739-20-8111
0739-78-2132
0739-24-5156
0739-25-3637
0739-25-7120
0739-22-5712
0739-25-8349
0739-24-8319
0739-22-0222
0739-24-7713
0739-25-7363
0739-23-3533
0739-81-0588
0739-24-5512
0739-26-3463
0739-26-4830
0739-25-1367
0739-34-6556
0739-25-1410
0735-42-0569
0739-33-7967
0739-81-0945
0739-26-3210
0739-81-1711
0739-36-0092
0739-22-5557
0739-23-3667
0739-24-1911
0739-23-5599
0739-34-2000
0739-25-6745
0739-34-3375
0739-34-3020
0739-81-2585
0739-49-0626
0739-64-1890
0739-64-1628
0735-42-0224

上富田町社会福祉協議会上富田福祉センター 0739-47-4757

ヘルパーステーションあやとり
ホームヘルプすてっぷ
介護センターすもも
訪問介護ステーションきらり
訪問介護ステーションあかり

0739-83-3866
0739-83-3363
0739-83-3788
0739-33-7684
0739-47-4002
ケアセンターおたっしゃ倶楽部田辺事業所 0739-47-0010
ケアサービス六木山
0739-47-1117
訪問介護ステーションぴぃち
0739-34-5100
ケアサポートえがお
0739-47-6449

◆◆ すさみ町 ◆◆

社会福祉法人すさみ町社会福祉協議会
ヘルパーステーションえすみ

0739-55-4104
0739-34-2970

☆訪問入浴介護
＊浴そうを積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護
を行います。

◆◆ 田辺市 ◆◆

田辺市社会福祉協議会田辺事業所
田辺市社会福祉協議会大塔事業所

＊デイサービスセンターなどで、入浴、食事などの
介護サービスや、機能訓練が日帰りで受けられます。

0739-24-8319
0739-49-0626

◆◆ 白浜町 ◆◆

デイサービスセンター南紀
デイサービスセンターぱる
デイサービスセンターシールド
デイサービスセンター白浜日置の郷
白浜デイサービスセンター長寿村
白浜町社会福祉協議会日置川支部
※ケアセンターおたっしゃ倶楽部白浜事業所ぬくもりの家

※デイサービスセンター内の川
※デイサービスセンターたけのこ
※デイサービスでいごの郷
※デイサービスセンター白浜椿の郷
※デイサービスこがうら

◆◆ 田辺市 ◆◆

田辺市社会福祉協議会龍神事業所
田辺市高齢者複合福祉施設 たきの里
社会福祉法人真寿会真寿苑
芳養の里デイサービスセンター
ケアセンターユウガ
真寿苑内ノ浦デイサービスセンター
デイサービスセンター自彊館
デイサービスセンターあおい
デイサービスセンターひなたの里
デイサービス小春日和
デイサービスセンター田辺の郷
ニチイケアセンター田辺
通所介護なかずリハビリテーションセンター

みんなのデイサービスもくれん
デイサービス きたえるーむ田辺滝内
医療法人竹村医院通所介護事業所
田辺市社会福祉協議会大塔事業所（富里）

特別養護老人ホーム白百合ホーム
鮎川園指定通所介護事業所
※デイサービスセンター龍トピア
※田辺市社会福祉協議会田辺事業所
※デイサービスなごみ
※真寿苑三栖谷デイサービスセンター
※通所介護潮風
※デイサービスちかの
※真寿苑三川デイサービスセンター
※ケアセンターおたっしゃ倶楽部田辺第二事業所上秋津の里

※デイサービスセンター稲成
※デイサービスセンターほほえみ
※むつみの家
※ほくそぎデイサービスセンター
※デイサービスあいづ
※リハビリ特化型デイサービス

カラダラボ田辺

※田辺市社会福祉協議会中辺路事業所
※デイサービスセンター「熊野本宮園」
※デイサービスきたえるーむ田辺下屋敷
※リハプライドあきづ
※カノンデイサービス

◆◆ 上富田町 ◆◆

0739-45-8866
0739-42-3570
0739-20-4244
0739-87-2222
0739-45-3907
0739-52-2111
0739-43-7788
0739-45-2611
0739-43-2244
0739-34-2990
0739-46-0600
0739-43-7677
0739-78-2132
0739-26-4830
0739-22-3639
0739-23-2222
0739-24-0118
0739-81-3370
0739-34-6556
0739-26-4037
0739-37-1115
0739-34-0993
0739-26-3210
0739-24-7713
0739-23-5700
0739-33-7876
0739-24-2337
0739-24-6500
0739-63-0707
0739-64-1213
0739-49-0808
0739-77-0071
0739-24-8319
0739-81-0753
0739-33-0034
0739-24-1156
0739-65-8500
0739-62-0606
0739-35-8181
0739-24-4671
0739-81-0588
0739-26-6680
0739-64-8077
0739-25-2750
0739-34-2340
0739-64-1890
0735-42-1556
0739-81-0530
0739-34-3333
0739-34-3020

上富田町社会福祉協議会上富田福祉センター 0739-47-4757

デイサービスセンター愛の園
デイサービスセンターあやとり
デイサービスセンターひだまりの華
※デイサービスセンターむろの家
※デイサービス六木山

0739-47-0105
0739-83-2755
0739-48-1555
0739-20-1898
0739-47-6307
0739-47-1117

社会福祉法人すさみ町社会福祉協議会
※小規模通所介護事業所きたじ

0739-55-4104
0739-55-3947

上富田町社会福祉協議会デイサービスセンターくちくまの

◆◆ すさみ町 ◆◆

☆訪問看護

＊看護師や保健師などが家庭を訪問し、療養の世話、
診療の補助などを行います。

◆◆ 白浜町 ◆◆

訪問看護ステーション南紀
訪問看護ステーションたんぽぽ

◆◆ 田辺市 ◆◆

0739-45-8035
0739-43-5226

田辺市社会福祉協議会龍神訪問看護事業所 0739-78-8050

☆通所リハビリテーション
＊老人保健施設や医療機関でリハビリテーションなど
が日帰りで受けられます。

◆◆ 白浜町 ◆◆

老人保健施設アンソレイユ日置
介護老人保健施設成華苑

0739-43-8190
0739-87-2300
0739-45-8280

医療法人研医会田辺中央病院
介護老人保健施設あきつの
介護老人保健施設田辺すみれ苑

0739-24-5333
0739-35-1010
0739-81-3300

介護老人保健施設けんゆう苑

0739-58-0500

白浜はまゆう病院通所リハビリテーションセンター

◆◆ 田辺市 ◆◆

◆◆ すさみ町 ◆◆

訪問看護ステーションエンゼル
訪問看護ステーションふるさと
スマイリング訪問看護ステーション
訪問看護ステーション田辺メディカル
訪問看護ステーション時計
訪問看護ステーションあおり

0739-25-7110
0739-81-3305
0739-25-5132
0739-25-8550
0739-34-6880
0739-25-0015
ニチイケアセンター田辺訪問看護ステーション 0739-24-7728
ナースステーションVoice
0739-23-3333
訪問看護ステーションたいよう
0739-25-8335
訪問看護ステーション和
0739-24-3560

◆◆ 上富田町 ◆◆

訪問看護ステーションささゆり
訪問看護ステーションめぐみ
訪問看護ステーションすてっぷ
訪問看護ステーションピースフル

0739-48-8155
0739-47-4000
0739-47-3055
0739-48-0297

すさみ町訪問看護ステーション

0739-55-3535

◆◆ すさみ町 ◆◆

☆短期入所生活介護

☆認知症対応型共同生活介護

＊特別養護老人ホームに短期入所し、日常生活の介護や機
能訓練が受けられます。

＊認知症のため介護を必要とする高齢者が共同で生活を営
む住居(グループホーム)において、食事や入浴介護を行いま
す。

◆◆ 白浜町 ◆◆
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

百々千園
成樹園
成実園
白浜日置の郷

0739-45-0335
0739-45-2222
0739-45-2790
0739-87-2222

◆◆ 田辺市 ◆◆
0739-77-0071
0739-22-3639
0739-81-2212
0739-26-3210
0739-64-8071
0739-64-1213
0739-49-0808
0735-42-1556

◆◆ 上富田町 ◆◆
愛の園

0739-47-1234

◆◆ すさみ町 ◆◆
特別養護老人ホーム

グループホーム
グループホーム
グループホーム

パル白浜
アネックスパル
こがうら

はまゆう園

0739-55-3484

グループホーム あきつの
グループホーム 真寿苑
グループホーム ちかの
グループホーム鮎川 いばの里
ニチイケアセンター龍神
グループホーム ゆらり
グループホーム 下湯川苑
グループホーム ほたるの家
あおい介護センターＧＨ
グループホーム なかはや
田辺すみれホーム

☆短期入所療養介護
＊介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所し医
学的な管理のもとで医療、介護や機能訓練などが受けられ
ます。

◆◆ 白浜町 ◆◆

さくら

0739-83-3131

☆介護老人福祉施設
＊日常生活で常に介護が必要で、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が受けられます。

◆◆ 白浜町 ◆◆

白浜はまゆう病院
老人保健施設 アンソレイユ日置
介護老人保健施設 成華苑

0739-43-6200
0739-87-2300
0739-45-2800

◆◆ 田辺市 ◆◆
あきつの
田辺すみれ苑
セントポーリア

0739-22-6028
0739-26-5400
0739-35-1010
0739-81-3300
0739-24-6500

◆◆ すさみ町 ◆◆
国保すさみ病院
介護老人保健施設

0739-35-1010
0739-23-2722
0739-65-8500
0739-48-8220
0739-78-8891
0739-25-8889
0735-42-8500
0739-24-1900
0739-26-4037
0739-23-0008
0739-81-3322

◆◆ 上富田町 ◆◆
上富田グループホーム

玉置病院
自彊館
介護老人保健施設
介護老人保健施設
介護老人保健施設

0739-42-3570
0739-42-3700
0739-43-1451

◆◆ 田辺市 ◆◆

龍トピア指定短期入所生活介護事業所
社会福祉法人真寿会真寿苑
社会福祉法人真寿会第二真寿苑
短期入所生活介護 田辺の郷
ぬるみ川ショートステイサービス
特別養護老人ホーム 白百合ホーム
鮎川園指定短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 熊野本宮園
社会福祉法人神愛会

◆◆ 白浜町 ◆◆

0739-55-2065
0739-58-0500

けんゆう苑

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

百々千園
成樹園
成実園
白浜日置の郷

0739-45-0335
0739-45-2222
0739-45-2790
0739-87-2222

龍トピア
真寿苑
第二真寿苑
田辺の郷
白百合ホーム
鮎川園
熊野本宮園

0739-77-0071
0739-22-3639
0739-81-2212
0739-26-3210
0739-64-1213
0739-49-0808
0735-42-1556

◆◆ 田辺市 ◆◆
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

◆◆ 上富田町 ◆◆
特別養護老人ホーム

☆福祉用具貸与・販売

愛の園

0739-47-1234

◆◆ すさみ町 ◆◆
特別養護老人ホーム

はまゆう園

0739-55-3484

＊車イスやベッドなどの福祉用具の貸し出しや販売を行い
ます。

◆◆ 田辺市 ◆◆
株式会社ヤマシタコーポレーション田辺営業所

株式会社大黒ヘルスケアサービス紀南店
ニチイケアセンター田辺
セイコーメディカル株式会社田辺営業所
介護ショップゆうゆう

0739-81-3000
0739-25-6254
0739-24-0031
0739-25-4535
0739-23-3333

☆介護老人保健施設
＊日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困
難な場合に入所し、医学的な管理のもとでの介護や看護、
リハビリなどが受けられます。

◆◆ 白浜町 ◆◆
老人保健施設 アンソレイユ日置
介護老人保健施設 成華苑

☆小規模多機能型居宅介護
＊通所を中心に、訪問系や泊まりのサービスを組み合わ
せ、多機能なサービスを受けられます。

◆◆ 白浜町 ◆◆
小規模多機能型居宅介護ぱる

0739-42-3700

◆◆ 田辺市 ◆◆

鮎川

いばの里

小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所

◆◆ 田辺市 ◆◆
自彊館
介護老人保健施設
介護老人保健施設
介護老人保健施設

なかはや
きずな館

0739-26-4037
0739-23-2722
0739-22-0222
0739-48-8220
0739-23-0008
0739-78-0821

あきつの
田辺すみれ苑
セントポーリア

0739-26-5400
0739-35-1010
0739-81-3300
0739-24-6500

◆◆ すさみ町 ◆◆
介護老人保健施設

あおい介護センター
小規模多機能型居宅介護事業所 真寿苑
小規模多機能型居宅介護施設 Ｕハウス

0739-87-2300
0739-45-2800

けんゆう苑

0739-58-0500

☆介護療養型医療施設
＊長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所する介護
体制の整った医療施設(病院)です。

◆◆ 白浜町 ◆◆
白浜はまゆう病院

0739-43-6200

◆◆ 田辺市 ◆◆
玉置病院

0739-22-6028

◆◆ すさみ町 ◆◆
国保すさみ病院

0739-55-2065

