介護保険事業所一覧
令和３年１０月１日現在

＊高梁市内の介護保険事業所を掲載しています。
＊電話番号の市外局番は「0866」です。
＊サービス実績のない事業所や掲載を希望しない事業所を省略している場合があります。
＊（介護予防）居宅療養管理指導を行っている事業所はスペースの都合により掲載しておりません。
＊「★」は地域密着型事業所です。地域密着型サービスとは、住み慣れた自宅や地域での生活を継続することを目的としている
ため、高梁市の地域密着型サービスを利用できる方は、認定を受けた高梁市民となります。
＊（注１）は認定をお持ちでない方もご利用いただけます。
＊（注２）～（注５）は「要支援１～２」の方はご利用いただけません。

居宅介護支援
対象者：

適切にサービス利用できるよう、本人や家族に変わり、介護支援
専門員（ケアマネジャー）がケアプランを作成します。
介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
順正学園居宅介護支援センター
高梁市社会福祉協議会居宅介護支援事業所たかはし
すずらん居宅介護支援事業所
ゆうゆう村在宅介護支援センター
グリーンヒル順正居宅介護支援事業所
白和荘居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所Ｎｏａ
備北介護支援センター「あけぼの」
医療法人宏仁会介護支援センターむつみの園
居宅介護支援事業所遊
介護老人保健施設ひだまり苑指定居宅介護支援事業所
高梁市社会福祉協議会居宅介護支援事業所たかはし西

（介護予防）小規模多機能型居宅介護
対象者：

支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
★ 小規模多機能型居宅介護 高梁
★ 小規模多機能型居宅介護 ちかのり
★ 小規模多機能型居宅介護施設 まごころの里 高梁

電話番号
22-4092
22-7244
22-2387
22-6308
23-1230
22-9363
070-3158-8438

23-0255
42-2767
42-5333
48-4800
45-3131

郵便番号
716-8508
716-0029
716-0034
716-0034
716-0068
716-0003

所在地

事業所番号

伊賀町8
向町21-3
東町1860-1
東町1866-3
松原町神原2281-8
高倉町大瀬八長2663-1

3370900304
3370900080
3370900262
3370900015
3370900098
3370900023

719-2123 高倉町飯部3934

3370900718

716-0062 落合町近似1390-1

3370900544

716-0111 成羽町下原1004-1

3373200025

716-0121 成羽町成羽2628

3370900429

716-0201 川上町地頭2337-1

3370900361

716-0304 備中町布賀3513-2

3373200082

事業所に所属の介護支援専門員（ケアマネジャー）がケアプランを
作成します。サービスとして、通いを中心に、利用者の希望などに応
じて、訪問や宿泊を組み合わせたサービスを行います。

電話番号
21-3010
22-3366
42-3535

所在地
郵便番号
716-0061 落合町阿部2029-1
716-0062 落合町近似1324-1
716-0064 落合町福地380-1

事業所番号
3390900094
3390900045
3390900136

事業所に所属の介護支援専門員（ケアマネジャー）がケアプランを
作成します。また、サービスとして、通いを中心に、利用者の希望な
どに応じて、訪問や宿泊、訪問看護を組み合わせたサービスを行い
介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ ます。

看護小規模多機能型居宅介護
対象者：

事業所名
★ 看護小規模多機能型居宅介護ホームなごみの森

所在地
電話番号 郵便番号
56-1001 716-0044 原田南町1170-1

事業所番号
3390900151

日常生活で常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所
します（原則介護３以上）。入浴、排せつ、食事等の日常生活上の
世話、機能訓練、健康管理など療養上の世話を受けることができま
す。ユニット型（㋴）とは、食堂などの共用スペースが併設された居
介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 室タイプのひとつです。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象者：

事業所名
特別養護老人ホーム グリーンヒル順正
特別養護老人ホーム グリーンヒル順正（ユニット型）
特別養護老人ホーム 白和荘
特別養護老人ホーム 白和荘（ユニット型）
★ 地域密着型特別養護老人ホーム 高倉荘
★ 特別養護老人ホーム ちかのり
★ 特別養護老人ホーム まごころの里 高梁
特別養護老人ホーム まごころの里 備中
特別養護老人ホーム 有漢荘
高梁市特別養護老人ホーム 鶴寿荘

㋴
㋴
㋴
㋴
㋴
㋴

介護老人保健施設
介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

対象者：

事業所名
老人保健施設 ゆうゆう村
高梁市介護老人保健施設 ひだまり苑

介護医療院
介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

対象者：

事業所名
大杉病院介護医療院
高梁中央介護医療院

電話番号
23-1234
23-1234
22-5529
22-5529
26-1555
22-6611
42-3535
42-5600
57-3310
42-2001

郵便番号
716-0068
716-0068
716-0003
716-0003
719-2123
716-0062
716-0064
716-0064
716-1321
716-0111

所在地
松原町神原2281-8
松原町神原2281-8
高倉町大瀬八長2663-1
高倉町大瀬八長2663-1

事業所番号

高倉町飯部3344-1
落合町近似1326-1
落合町福地380-1
落合町福地394
有漢町有漢7945-16
成羽町下原268-1

3390900102

3370900148
3370900635
3370900130
3370900643
3390900144
3390900128
3370900569
3373100183
3373200199

病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な方
が入所します。医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを
一体的に受けることができます。

所在地
電話番号 郵便番号
22-0666 716-0034 東町1866-3
48-4800 716-0201 川上町地頭2337-1

事業所番号
3350980003
3353280013

長期的な医療と介護の両方を必要とする方を対象に、日常的な
医学管理や見取りやターミナルケア等の医療機能と、生活施設とし
ての機能を提供できる施設です。

所在地
電話番号 郵便番号
22-5155 716-0028 柿木町28-1
56-3897 716-0033 南町53

事業所番号
33B0900016
33B0900024

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）な
どで、入居している方に対し、入浴・排せつ。食事等の介護や機能
訓練が受けられます。外部の指定介護サービス事業所と連携して
支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ サービスを提供する施設もあります。

（介護予防）特定施設入居者生活介護
対象者：

事業所名
軽費老人ホームケアハウス ちかのり荘
介護付有料老人ホーム さくらの苑

所在地
電話番号 郵便番号
22-3366 716-0062 落合町近似1324-2
23-0255 716-0062 落合町近似1390-1

事業所番号
3370900692
3370900593 注１

認知症の方が少人数（５～９人）の家庭的な雰囲気の中で、それ
ぞれの能力に応じて、家事などを分担し、共同生活を送ります。入
浴、排せつ、食事等できない部分の介護、その他の日常生活上の
支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 世話、機能訓練を受けられます。

（介護予防）認知症対応型共同生活介護
対象者：

★
★
★
★
★
★
★
★

事業所名
グループホーム ウェルネス津川
グループホーム ケアポート生き活き館 巨瀬
グループホーム 高梁 ２号館
グループホーム高梁
認知症対応型共同生活介護 ちかのり苑
グループホームささゆり苑
グループホームやすらぎ荘
グループホームびっちゅう

電話番号
22-1881
25-9818
21-3012
21-3021
22-3366
29-9112
45-9080
45-9037

郵便番号
716-0002
716-1311
716-0061
716-0061
716-0062
716-0334
716-0304
716-0311

所在地
津川町今津1826-1
巨瀬町5540-1
落合町阿部2029-1
落合町阿部2215-3
落合町近似1324-1
成羽町長地453-5
備中町布賀3513-2
備中町平川6385-10

事業所番号
3390900086
3390900078
3390900110
3390900052
3390900037
3373200157
3370900320
3373200298

（訪問型サービス）訪問介護
対象者： 事業対象 支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
高梁訪問介護ステーション あゆみ
順正学園訪問介護センター
高梁市社会福祉協議会訪問介護事業所
（高梁市社会福祉協議会訪問介護事業所 高梁西サテライト）
訪問介護センターすずらん
備北介護センター「うらら」
在宅ケアサービスステーションなりわ

（介護予防）訪問看護
対象者：

支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
高梁医師会立訪問看護ステーションやまびこ
医療法人清梁会 高梁中央病院 在宅サポート室
訪問看護ステーションなごみの森
高梁市国民健康保険成羽病院訪問看護ステーション
高梁市川上診療所医科

自宅等でホームヘルパーなどによる身体介護（入浴、排せつなど）
や生活援助（調理、掃除、買い物など）を受けられます。

電話番号
22-3607
22-4092
22-7244
（48-9770）

22-2773
23-0255
42-5500

所在地
郵便番号
716-0011 本町7-2
716-8508 伊賀町8
716-0029 向町21-3
（716-0201） （川上町地頭2070-1）
716-0034 東町1860-1
716-0062 落合町近似1390-1
716-0121 成羽町成羽2337-1

事業所番号
3370900676
3370900296
3370900155
3370900106
3370900726
3370900668 注２

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、床ず
れの手当てや、健康チェックなど療養上の世話を受けられます。

電話番号
22-8777
21-1088
56-1001
42-3443
48-4188

郵便番号
716-0029
716-0033
716-0044
716-0111
716-0201

所在地
向町4
南町53
原田南町1170-1
成羽町下原301
川上町地頭2340

事業所番号
3360990000
3310910074 注３
3360990026
3363290002
3370900478

医師の指示に基づき、理学療法士等が利用者の自宅を訪問し、
心身機能の維持回復、日常生活を助けるためのリハビリテーションを
支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 行います。

（介護予防）訪問リハビリテーション
対象者：

事業所名
医療法人慶真会 大杉病院
医療法人清梁会 高梁中央病院 在宅サポート室
医療法人 宏仁会 まつうらクリニック

電話番号
22-5155
21-1088
42-2315

所在地
郵便番号
716-0028 柿木町24
716-0033 南町53
716-0111 成羽町下原1004-1

事業所番号
3310910199
3310910074 注４
3313210142

日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能
訓練などをうけられます。通常の通所介護は利用定員が19人以上
で、地域密着型通所介護は利用定員が18人以下の小規模な通所
支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 介護です。

（通所型サービス）通所介護
対象者： 事業対象

事業所名
★

★
★
★

★
★

デイサービスすずらん
デイサービスセンターたけんち
グリーンヒル順正通所介護事業所
白和荘通所介護事業所
老人デイサービスセンター高倉荘
デイサービスひなたぼっこ美の里
デイサービス「はなみずき」
通所介護事業所 有漢荘
高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業所
デイサービスひまわり
デイサービスＹＯＵ
高梁市社会福祉協議会川上デイサービスセンター
高梁市社会福祉協議会備中デイサービスセンター

電話番号
22-1870
22-3344
23-1231
22-8201
26-1555
56-3677
23-0255
57-9922
42-4188
42-5577
42-3273
48-9770
45-3131

郵便番号
716-0036
716-0052
716-0068
716-0003
719-2123
716-0062
716-0062
716-1321
716-0111
716-0121
716-0121
716-0201
716-0304

所在地
松原通2023-1
玉川町玉2097
松原町神原2281-8
高倉町大瀬八長2663-1

事業所番号

高倉町飯部3344-1
落合町近似576-2
落合町近似1390-1
有漢町有漢7945-18
成羽町下原281-1
成羽町成羽2337-1
成羽町成羽2628
川上町地頭2070-1
備中町布賀3513-2

3370900585

3370900338
3370900379
3370900189
3370900031
3370900627
3370900510
3373100092
3373200215
3370900528
3370900551
3373200165
3373200090

（介護予防）通所リハビリテーション
対象者：

支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
医療法人慶真会 大杉病院
老人保健施設ゆうゆう村
医療法人 三渓会 三村医院
医療法人 宏仁会 まつうらクリニック
高梁市介護老人保健施設ひだまり苑

（介護予防）短期入所生活介護
対象者：

支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
特別養護老人ホーム グリーンヒル順正
特別養護老人ホームグリーンヒル順正（ユニット型）
白和荘短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム白和荘（ユニット型）
老人短期入所施設 高倉荘
短期入所生活介護ちかのり
短期入所生活介護事業所 有漢荘
高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘

（介護予防）短期入所療養介護
対象者：

支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
大杉病院介護医療院
高梁中央介護医療院
老人保健施設ゆうゆう村
高梁市介護老人保健施設ひだまり苑

（介護予防）福祉用具貸与
特定（介護予防）福祉用具販売
対象者：

医療機関や介護老人保健施設に通い、食事や入浴など日常生
活上の支援や利用者の心身機能の維持回復を目的とした、作業療
法その他必要なリハビリテーションをうけられます。

電話番号
22-5155
22-0666
25-9011
42-2700
48-4800

郵便番号
716-0028
716-0034
716-1311
716-0111
716-0201

所在地
柿木町24
東町1866-3
巨瀬町5085-1
成羽町下原1004-1
川上町地頭2337-1

事業所番号
3310910199
3350980003
3310910256
3313210142
3370900452

特別養護老人ホームなどの施設に短期入所してもらい、食事、入
浴、その他必要な日常生活上の支援や機能訓練などをうけられま
す。

電話番号
23-1234
23-1234
22-5529
22-5529
26-1555
22-6611
57-3310
42-2001

郵便番号
716-0068
716-0068
716-0003
716-0003
719-2123
716-0062
716-1321
716-0111

所在地
松原町神原2281-8
松原町神原2281-8
高倉町大瀬八長2663-1
高倉町大瀬八長2663-1

事業所番号

高倉町飯部3344-1
落合町近似1326-1
有漢町有漢7945-16
成羽町下原268-1

3370900577

3370900148
3370900635
3370900049
3370900643
3370900619
3373100100
3373200199

介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、
医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生
活上の支援などがうけられます。

電話番号
22-5155
56-3897
22-0666
48-4800

郵便番号
716-0028
716-0033
716-0034
716-0201

所在地
柿木町28-1
南町53
東町1866-3
川上町地頭2337-1

事業所番号
33B0900016
33B0900024 注５
3350980003
3370900460

日常生活や介護に役立つ福祉用具をレンタルや販売を行いま
す。

支援１ 支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

事業所名
介護ショップ ハイビス
株式会社 ＭＩＥＲＵ 高梁事業所
さくらメディカルサービス高梁営業所

電話番号
22-7200
22-7550
21-2060

所在地
郵便番号
716-0035 栄町1955-17
716-0001 津川町八川12-1
716-0062 落合町近似267-32

事業所番号
3370900270
3370900700
3370900445

