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・介護サービス（居宅）の種類

サービスの利用についての相談

施設に入って利用する居宅サービス

・介護サービス（施設）の種類

生活介護が中心

介護やリハビリが中心

医療が中心

・地域密着型サービス

複合的なサービス

日帰りサービス

グループホーム

夜間サービス

・福祉用具貸与・購入、住宅改修

　在宅で利用するサービスを中心に、「施設に通う」「短期間施設に入所する」など、さま
ざまな種類のサービスが用意されています。これらのサービスの中から、利用者の希望
に合うものを組み合わせて利用できます。

サービスの種類

自宅を訪問してもらう

特定施設入居者生活介護

訪問看護

居宅療養管理指導

訪問リハビリテーション

医師の指導のもとで

施設に通う

居宅介護支援

訪問介護（ホームヘルプサービス）

訪問入浴介護

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

短期入所生活介護（ショートステイ）

通所リハビリテーション（デイケア）

通所介護（デイサービス）

夜間対応型訪問介護

認知症対応型共同生活介護

　住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制
で提供されるサービスです。利用者は市町村の住民に限定され、市町村が事業者の指
定や監督を行います。

認知症対応型通所介護

短期間施設に泊まる

　施設サービスは、どのような介護が必要かによって３つのタイプに分かれます。この中
から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約します。

小規模多機能型居宅介護

環境を整える

介護療養型医療施設

小規模施設サービス

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

居宅介護住宅改修

特定福祉用具購入

福祉用具貸与（レンタル）

地域密着型特定施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

-1- 



☆介護予防支援

事　業　所　名 郵便番号 所　　在　　地 営業エリア

下呂市地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　　　（下呂市）

509-2517
萩原町萩原1166番地8
星雲会館内

電話
FAX

53-2100
52-3915

萩原 小坂 馬
瀬及び

下呂の一部

下呂市地域包括支援センター金山支所

　　　　　　　　　　　　　　（下呂市）
509-1622

金山町金山973番地2
金山保健センター内

電話
FAX

32-3320
34-0005

金山地域
及び

下呂の一部

☆居宅介護支援

事　業　所　名 所　　在　　地 営業エリア

小坂ケアサポートセンター
（下呂市社会福祉協議会）

509-3106
小坂町大島1807番地
健康ふれあいセンター内

電話
FAX

62-0038
62-3813

小坂地域

萩原ケアサポートセンター
（下呂市社会福祉協議会）

509-2517 萩原町萩原875番地2
電話
FAX

52-2940
52-3423

萩原地域
馬瀬地域

あさんず介護サービス
（合同会社あさんず介護サービス）

509-2508 萩原町尾﨑6番地5
電話
FAX

54-1070
54-1070

下呂市内

ＮＰＯ法人ケアパレット在宅プランニングセンター

（特定非営利活動法人ケアパレット ）
509-2201 東上田492番地1

電話
FAX

24-2244
24-2248

下呂地域
萩原地域

下呂ケアサポートセンター
（下呂市社会福祉協議会）

509-2202
森883番地1
下呂福祉会館内

電話
FAX

23-3022
25-4581

下呂地域

ファミリア下呂居宅介護支援事業所
（医療法人悠山会）

509-2202 森2273番地
電話
FAX

25-7272
25-3003

下呂市内

下呂在宅介護支援センター
（社会福祉法人慈恵会）

509-2203 小川1000番地2
電話
FAX

23-1515
23-1513

下呂地域

ひなたぼっこ居宅介護支援事業所
（有限会社ひなたぼっこ）

509-2311 乗政1259番地5
電話
FAX

26-2973
26-2974

下呂地域

金山ケアサポートセンター
（下呂市社会福祉協議会）

509-1695
金山町大船渡600番地8
金山振興事務所３F

電話
FAX

32-3652
34-0058

金山地域

あんしんケアセンター居宅介護支援事業所
（株式会社あんしんケアセンター ）

509-1622 金山町金山2632番地
電話
FAX

32-3804
34-2032

金山地域

　サービス事業所の詳細情報はこちらのホームページからご覧になれます。

http://www.kaigokensaku.jp/21/index.php

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

　利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、ケアマネジャーがサービス利用の相談やアドバイス、ケア
プランの作成や見直し、介護サービス事業所との連絡調整、介護保険施設の紹介等を行います。

連絡先

連絡先

　介護相談の最初の窓口となるのが「地域包括支援センター」です。要支援の方のケアマネジメントや、高齢
者や家族、地域住民からの総合的な介護や福祉に関する相談や支援に対応する窓口となっています。
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訪問介護（ホームヘルプサービス）

    
 
〒509-3106                       （下呂市社会福祉協議会） 
 

 所在地 小坂町大島1807番地     電話 62-0038  ＦＡＸ 62-3813 
 
○営業エリア  小坂地域              ○サービス利用時間     8:15～17：15 
○休業日    年末年始（12月29日～1月3日） 

小坂ホームヘルパーステーション 
        健康ふれあいセンター内 

      

〒509-2517                       （下呂市社会福祉協議会） 
 

所在地 萩原町萩原875番地2    電話 52-3773   ＦＡＸ 52-3423 
             

            萩原ホームヘルパーステーション馬瀬出張所 
       

〒509-2612 
  
所在地 馬瀬名丸1041番地      電話 47-2225   ＦＡＸ 47-2228 
 
○営業エリア  萩原、馬瀬地域        ○サービス利用時間     8：15～17：15 
○休業日    年末年始（12月29日～1月3日） ※馬瀬出張所は日曜休業です。 
                                                                              （別途対応あり） 

萩原ホームヘルパーステーション 

 

〒509-2517                        （株式会社 新生メディカル） 
 
所在地 萩原町萩原900番地      電話 52-3996  ＦＡＸ 52-3977 
 

○営業エリア  萩原、下呂市街地域 ○サービス利用時間     0：00～24：00 
○休業日    なし 

（株）新生メディカル 萩原ステーション 

 ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事
等の介護そのほかの日常生活を送るうえで必要とな
るサービスを行います。 
 要支援者には介護予防を目的として、日常生活を
送るうえで必要となる支援等が受けられます。 
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訪問介護（ホームヘルプサービス）

 

〒509-2517                        （下呂市社会福祉協議会） 
 

所在地 森883番地1           電話 23-3022  ＦＡＸ 25-4581 
 

○営業エリア  下呂地域               ○サービス利用時間     8：15～17：15 
○休業日    年末年始（12月29日～1月3日） 
 

下呂ホームヘルパーステーション 下呂福祉会館内 

 

〒509-1622                             （下呂市社会福祉協議会） 
 

所在地 金山町大船渡600番地８     電話 32-3652  ＦＡＸ  34-0058 
 
○営業エリア  金山地域          ○サービス利用時間     8：15～17：15 

○休業日    年末年始（12月29日～1月3日） 

金山ホームヘルパーステーション 金山振興事務所３F 
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〒509-2202                       （医療法人 悠山会） 
 

所在地 森2273番地           電話 25-7272  ＦＡＸ 25-3003 
 

○営業エリア  市内全域                 ○サービス利用時間     7：00～21：00 
○休業日    なし 
 

ファミリア下呂 



通所介護（デイサービス）

 
  〒509-3106                    （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 
  

  所在地 小坂町大島1807番地     電話 62-0038  ＦＡＸ 62-3813 
 
○営業エリア         小坂地域                                     
○定員             35人(土、日曜日は20人) 
○サービス利用時間    9：20～16：30 
○休業日           年末年始（12月31日～1月3日） 

小坂デイサービスセンター 
     健康ふれあいセンター内 

  〒509-2502                    （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 
 

  所在地 萩原町四美861番地1     電話 56-4010  ＦＡＸ 56-4011 
 
○営業エリア         萩原地域                   

○定員             40人 
○サービス利用時間    9：20～16：30 
○休業日           日曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 

やすらぎセンター 四美 

  〒509-2517                    （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 
 

  所在地 萩原町萩原1166番地8    電話 52-4688  ＦＡＸ 52-4689 
 
○営業エリア         萩原地域                        
○定員             30人 

○サービス利用時間    9：10～16：20 
○休業日           年末年始（12月31日～1月3日） 

やすらぎセンター 萩 

 デイサービスセンターで、入浴、排泄、食事等の介護、
そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス
及び機能訓練を日帰りで受けられます。 
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  〒509-2505                   （特定非営利活動法人おおむらさきの会） 
 

  所在地 萩原町古関401番地4     電話 53-1020  ＦＡＸ 53-1021 
 

○営業エリア         萩原地域、下呂、小坂、馬瀬地域一部      
○定員             12人 
○サービス利用時間    9:30～16:35 

○休業日           日曜日、8月15・16日、年末年始（12月29日～1月3日） 

デイサービスセンター みんなみんなよーこそ  

   
  〒509-2518                         （日産工業株式会社） 
 
  所在地 萩原町上呂850番地1    電話 56-1025  ＦＡＸ 56-1026 
 
○営業エリア         萩原・下呂・小坂・馬瀬地域                     
○定員             午前15人  午後15人 
○サービス利用時間    9:00～12:15   13:30～16:45 

レッツ倶楽部 下呂白樺 



通所介護（デイサービス）

  〒509-2422                     （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 
  

  所在地 田口678番地2           電話 27-2010  ＦＡＸ 27-1771 
 
○営業エリア          下呂地域            
○定員             29人 
○サービス利用時間    9：10～16：20 
○休業日           土曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 

上原デイサービスセンター  

  〒509-2311                         （社会福祉法人慈恵会） 
 

  所在地 乗政1267番地5         電話 26-3633  ＦＡＸ 26-3640 
 

○営業エリア         下呂地域                   
○定員             25人 
○サービス利用時間    9：30～15：45 

○休業日           日曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 

さわやかデイサービスセンター 下呂 

  〒509-2133                      （下呂市社会福祉協議会） 
 

  所在地 和佐字島田2400番地      電話 28-4013  ＦＡＸ 28-4018 
 

○営業エリア         下呂地域の中原地区                
○定員             15人 
○サービス利用時間    9：00～16:10 

○休業日           土曜日（平成25年7月度まで）、日曜日 
                、年末年始（12月31日～1月3日） 

なごみ庵 

-
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  〒509-2202                             （下呂市社会福祉協議会） 

 

  所在地 森883番地1           電話 25-2082  ＦＡＸ 25-4581     
  
○営業エリア         下呂地域          
○定員             29人 
○サービス利用時間    9：10～16：20 
○休業日           日曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 

下呂デイサービスセンター 下呂福祉会館内 

   

  〒509-2202                             （医療法人 悠山会） 

 

  所在地 森2273番地           電話 25-7272  ＦＡＸ 25-3003     
  
○営業エリア         市内全域          
○定員             20人 
○サービス利用時間    9：00～12：30，13：30～17：00 
○休業日           土曜日、日曜日 

ファミリア下呂  



通所介護（デイサービス）

                              （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 

  所在地 金山町金山973番地2      電話 34-0170  ＦＡＸ 34-0171  
  
○営業エリア         金山地域           
○定員             25人 
○サービス利用時間    9：20～16：30 
○休業日           土曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 
 

金山第1デイサービスセンター 
       金山やすらぎ館内 

                              （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 

  所在地 金山町金山973番地7     電話 34-0170  ＦＡＸ 34-0171 
 
○営業エリア         金山地域           
○定員             35人 
○サービス利用時間    9：20～16：30 
○休業日           日曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 
 

金山第２デイサービスセンター 
       かなやまサニーランド内 
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  〒509-2612                  （指定管理者 下呂市社会福祉協議会） 
 

  所在地 馬瀬名丸1041番地      電話 47-2225  ＦＡＸ 47-2228 
 
○営業エリア         馬瀬地域                     
○定員             25人 

○サービス利用時間    9：20～16：30 
○休業日           日曜日、年末年始（12月31日～1月3日） 

デイサービスセンター つつじ苑 

〒509-1622 

  〒509-1622                          （株式会社 讃建） 
 

  所在地 金山町金山3479番地2     電話 34‐0025  ＦＡＸ 34‐0076 
 

○営業エリア         金山地域（東地区除く）                   
○定員             15人 
○サービス利用時間    9：30～15：30 

○休業日           土、日曜日、年始（１月１日～１月３日） 

コミュニティベース 讃照庵 

〒509-1622 



通所リハビリテーション

〒509-2505                        （医療法人社団共寿会） 
 

所在地 萩原町古関野畑873番地1  電話 53-0151  ＦＡＸ 53-0152 
 
○営業エリア         萩原地域及び下呂地域の北部         
○定員             25名 
○サービス利用時間    9：30～15：30（介護予防は前後半2部制） 
○休業日           土曜日、日曜日、年末年始、ゴールデンウィーク 

介護老人保健施設 共寿 

 介護老人保健施設で利用者の心身機能の維持回復、日
常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーションを
日帰りで受けられます。 

〒509-2203                       （近藤医院） 
 

所在地 小川281番地1  電話 23-2555  ＦＡＸ 25-7775 
 
○営業エリア         下呂地域         
○定員             10名 
○サービス利用時間    9：00～15：30 
○休業日           土曜日、日曜日、国民の祝日、 
                 年末年始（12月29日～1月3日）、8月14日、15日 

元気リハ小川谷 
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訪問リハビリテーション
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〒509-3106                              （下呂市） 

所在地 小坂町大島1963番地   電話 62-2212  ＦＡＸ 62-3613 
 
○営業エリア                  小坂地域（小坂地域以外は要相談） 
○サービス利用時間    午後１時００分～午後５時１５分まで 
○休業日                       土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 
 

〒509-1693                          （下呂市） 
所在地 金山町金山973番地6    電話 32-2121  ＦＡＸ 34-0006 
 
○営業エリア                  金山地域（金山地域以外は要相談） 
○サービス利用時間    午前８時１５分～午後５時まで              
○休業日                       日曜日、年末年始（１２月３０日～１月３日・その他） 

下呂市立金山病院 

 理学療法士又は作業療法士が、家庭を訪問して心身の
機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的と
するリハビリテーションが受けられます。 

〒509-2506 
所在地 萩原町羽根41番地    電話 52-3444  ＦＡＸ 52-3443 
 
○営業エリア                  萩原地域及び萩原地域周辺（左記以外は応相談） 
○サービス利用時間    月・火・水・金曜日      午前９時００分～午後５時まで 
                  木・土曜日        午前９時００分～午後０時まで 
○休業日                       日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は 
                 基本的に休み 

萩原北醫院 

下呂市立小坂老人保健施設 



訪問入浴介護

                             （下呂市社会福祉協議会） 
所在地 小坂町大島1807番地   電話 62-0038  ＦＡＸ 62-3813 
 
○営業エリア         小坂地域       
○サービス利用時間    13:00～15:00 
○休業日           土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

小坂訪問入浴サービスセンター 健康ふれあいセンター内 

〒509-2517                       （下呂市社会福祉協議会） 
 

所在地 萩原町萩原875番地2   電話 52-3773  ＦＡＸ 52-3423 
 
○営業エリア         萩原、馬瀬地域    
○サービス利用時間    9：30～15：00 
○休業日           土曜日、日曜日、年末年始（12月29日～1月3日） 

萩原訪問入浴サービスセンター 

                                   （下呂市社会福祉協議会） 

所在地 森883番地1         電話 23-3022  ＦＡＸ 25-4581 
 
○営業エリア         下呂地域       
○サービス利用時間    13：00～16：00 

○休業日           土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

下呂訪問入浴サービスセンター 
          下呂福祉会館内 
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                                   （下呂市社会福祉協議会） 

所在地 金山町大船渡600番地８    電話 32-3652  ＦＡＸ 34-0058 
 
○営業エリア         金山地域       
○サービス利用時間    13:00～15:00 
○休業日           土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

金山訪問入浴サービスセンター 
       金山振興事務所３F 

 入浴が困難な寝たきりの方等の家庭を、
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車
等で訪問し、入浴の介助が受けられます。 

〒509-3106 

〒509-2202 

〒509-1622 



☆みなし事業所

訪問看護

みなし事業所とは保険医療機関として指定されている病院・診療
所が介護保険法の申請をしなくても一定の要件を満たせば介護事
業の指定を受けているとみなされる事業所です。

〒509-2506 
 

所在地 萩原町羽根41番地     電話 52-3444  ＦＡＸ 52-3443 
 

○営業エリア         萩原地域及び萩原地域の周辺   
○サービス利用時間    9：00～17：00 
○休業日           日曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）は 
                 基本的に休み ※12月30日は午前のみ開院 

萩原北醫院 
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 看護師や准看護師等が家庭を訪問して、療養
上の世話または必要な診療の補助が受けられ
ます。 
 ただし、主治医が訪問看護が必要と認めた場

〒509-2202 
 

所在地 森791番地27   
                      電話 23-0231  ＦＡＸ 23-0232 
 
○営業エリア         下呂、萩原、馬瀬地域及び小坂地域の一部  

○サービス利用時間    8:30～17:15 
○休業日           土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 
                  

下呂訪問看護ステーション 

〒509-1614 
 

所在地 金山町大船渡620番地10  電話 33-2727  ＦＡＸ 33-2726   
 

○営業エリア         金山地域      
○サービス利用時間    8：30～17：15 
○休業日           土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 
                  

下呂訪問看護ステーション・金山事業所 



短期入所生活介護（ショートステイ）

 
  〒509-2506               （指定管理者 社会福祉法人下呂福祉会） 
 

  所在地 萩原町羽根2710番地3  
                     電話 52-3766  ＦＡＸ 52-3067 
 

  ○定員  28人      
  ○部屋の種類  個室、2人部屋、3人部屋 
  ○送迎可能な地域     下呂市内全域 

特別養護老人ホーム あさぎりサニーランド 

  〒509-1622             （指定管理者 社会福祉法人下呂福祉会） 
 

  所在地 金山町金山973番地7  
                     電話 32-4800  ＦＡＸ 34-0128 
 
○定員  20人      ○部屋の種類  個室、2人部屋 
○送迎可能な地域    下呂地域・金山地域 

特別養護老人ホーム かなやまサニーランド 

   〒509-2311                    （社会福祉法人慈恵会） 
 

   所在地 乗政1267番地5 
                     電話 26-3630  ＦＡＸ 26-3640 
 

○定員  20人      ○部屋の種類  ユニット型個室 
○送迎可能な地域    下呂地域・萩原地域 

特別養護老人ホーム さわやかナーシング下呂 
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 特別養護老人ホーム等の施設で短期
間生活してもらい、その施設で行われる
入浴、排泄、食事等の介護、そのほか
の日常生活を送るうえで必要となる
サービス及び機能訓練が受けられます。 



短期入所療養介護（ショートステイ）

   〒509-2505                   （医療法人社団共寿会） 
 

   所在地 萩原町古関野畑873番地1    
                     電話 53-0151  ＦＡＸ 53-0152 
 

○定員            特になし、空床を利用     

○部屋の種類       従来型個室、2人部屋、4人部屋            
○送迎可能な地域    概ね片道30分以内 

介護老人保健施設 共寿 

   〒509-3106                           （下呂市） 
 

   所在地 小坂町大島1963番地   
                      電話 62-2212  ＦＡＸ 62-3613 
 

○定員           特になし、空床を利用     
○部屋の種類      従来型個室、2人部屋 

下呂市立小坂老人保健施設 
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 介護老人保健施設等の施設で
短期間生活してもらい、看護、医
学的な管理の必要となる介護や機
能訓練そのほかに必要となる医療、
日常生活上の支援が受けられま
す。 



介護老人福祉施設（特養）

 

   〒509-2506                  （指定管理者 社会福祉法人下呂福祉会） 
 

   所在地 萩原町羽根2710番地3    電話 52-1279  ＦＡＸ 52-3067 
 
 

○定員  70人       ○部屋の種類  2人部屋、4人部屋 

特別養護老人ホーム あさぎりサニーランド 

   〒509-1622                （指定管理者 社会福祉法人下呂福祉会） 
 

   所在地 金山町金山973番地7     電話 32-4800  ＦＡＸ 34-0128 
 
 
○定員  50人       ○部屋の種類  個室、2人部屋、4人部屋 

特別養護老人ホーム かなやまサニーランド 

   〒509-2311                        （社会福祉法人慈恵会） 
 

   所在地 乗政1267番地5        電話 26-3630  ＦＡＸ 26-3640 
 

 

○定員  80人       ○部屋の種類  全室ユニット型個室 

特別養護老人ホーム さわやかナーシング下呂 
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 従来の特別養護老人ホームにあたりま
す。 
 施設サービス計画に基づいて、入浴、排
泄、食事等の介護そのほかの日常生活を
送るうえで必要となるサービス、機能訓練、
健康管理及び療養上のサービスを提供す
ることを目的とする施設です。 
 要介護と認定された方が利用できます。 



地域密着型　介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設(老健)

  〒509-2505                        （医療法人社団共寿会） 
 

   所在地 萩原町古関野畑873番地1 
                        電話 53-0151  ＦＡＸ 53-0152 
 
 

○定員  82人       ○部屋の種類  従来型個室、2人部屋、4人多床室 

介護老人保健施設 共寿 

  〒509-3106                             （下呂市） 
 

   所在地 小坂町大島1963番地 
                      電話 62-2212  ＦＡＸ 62-3613 
 
 

○定員  29人       ○部屋の種類  従来型個室、2人部屋 

下呂市立小坂老人保健施設 
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 施設サービス計画に基づいて、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能
訓練そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的とす
る施設です。 
 また、介護老人保健施設を利用できるのは、「要介護」と認定された方です。 
 ただし、症状が安定期にあって、介護老人保健施設でのサービスを必要とする
場合に限ります。  

 定員３０人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や
健康管理が受けられます。 

  〒509-2614                      （社会福祉法人髙佳会） 
 

   所在地 馬瀬惣島1518番地    
                     電話 47-2626  ＦＡＸ 47-2727 
 
 

○定員  29人       ○部屋の種類  全室個室 

馬瀬特別養護老人ホームいきいき 



認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

                      （特定非営利活動法人 すずらんの木） 

 〒509-2506   所在地 萩原町羽根437番地1 
                       電話 53-2062  ＦＡＸ 52-3805 
 

○定員  18人       ○部屋の種類  全室個室 
 

グループホーム すずらんの木 

                         （医療法人 悠山会） 

 〒509-2202   所在地 森2273番地 
                       電話 25-7272  ＦＡＸ 25-3003 
 
○定員  18人       ○部屋の種類  全室個室 
 

グループホーム ファミリア下呂 

 利用者が共同生活を送る場（住居）
で入浴、排泄、食事等の介護そのほ
かの日常生活を送るうえで必要となる
サービス等や機能訓練を受けられま
す。 
 認知症対応型共同生活介護を利用
できるのは、認知症で、かつ「要介
護」・「要支援２」と認定された方です。 
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認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

                            （特定非営利活動法人  うらら） 

 〒509-1622   所在地 金山町金山988番地1  
                       電話 32-2131  ＦＡＸ 32-2130 
 

○定員   18人       ○部屋の種類  全室個室 
 

グループホーム うらら金山 
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                              （社会福祉法人 髙佳会） 

 〒509-2614   所在地 馬瀬惣島1518番地  
                       電話 47-2626  ＦＡＸ 47-2727 
 

○定員    9人       ○部屋の種類  全室個室 
 

馬瀬グループホームいきいき 

                                      （医療法人 悠山会） 

 〒509-3105   所在地 小坂町坂下716番地1 
                       電話 62-3508  ＦＡＸ62-3507  
 

○営業エリア       市内全域         
○定員   18人      ○部屋の種類 全室個室 

ファミリア小坂 



認知症対応型通所介護

                              （特定非営利活動法人 すずらんの木） 

 〒509-2506   所在地 萩原町羽根437番地1  
                      電話 53-2062  ＦＡＸ 52-3805 
 
○営業エリア       萩原・下呂・小坂地域       ○定員    3人 
○サービス利用時間  8：30～18：00（時間延長可）   ○休業日   なし 

グループホーム すずらんの木 

 認知症の高齢者が、老人デイサービスセンター等を訪れて、入浴、排泄、
食事等の介護そのほか日常生活を送るうえで必要となるサービス等や機
能訓練が日帰りで受けられます。 

                              （特定非営利活動法人 すずらんの木） 

 〒509-2506   所在地 萩原町羽根438番地1  
                      電話 52-2997  ＦＡＸ 52-2998 
 
○営業エリア       下呂市内                ○定員    12人 
○サービス利用時間  7：30～19：30             ○休業日   なし 

デイホーム すずらんの木 

                                        （医療法人 悠山会） 

 〒509-2205  所在地 少ヶ野1248番地1  
                      電話 25-7738  ＦＡＸ 25-7728 
 
○営業エリア       下呂市内               ○定員    12人 
○サービス利用時間  9：00～16：00             ○休業日   土、日曜日 

ファミリア下呂・少ヶ野デイ 
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小規模多機能型居宅介護

                                （医療法人 悠山会） 

 〒509-2202  所在地 森2273番地  
                      電話 25-7272  ＦＡＸ 25-3003 
 
○営業エリア      萩原、下呂地域        ○部屋の種類 個室 
○定員          登録25人 通いサービス15人 宿泊サービス6人 

ファミリア下呂 
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                                      （医療法人 悠山会） 

 〒509-2205   所在地 少ヶ野1248番地1 
                       電話 25-7738  ＦＡＸ 25-7728 
 

○営業エリア       萩原、下呂地域        ○部屋の種類 個室 
○定員           登録25人 通いサービス15人 宿泊サービス9人 

ファミリア下呂・少ヶ野 

 小規模な居住型の施設で、「通い」を中心に「訪問」、「短期間の宿泊」
等を組み合わせて、食事・入浴等の介護や支援が受けられます。 

                                      （医療法人 悠山会） 

 〒509-3105   所在地 小坂町坂下716番地1 
                       電話 62-3508  ＦＡＸ62-3507  
 

○営業エリア       市内全域        ○部屋の種類 個室 
○定員           登録25人 通いサービス15人 宿泊サービス9人 

ファミリア小坂 



事業所名 郵便番号 住所 営業エリア 休業日

有限会社はせべ家具店 509-1622 金山町金山1898番地
電話
FAX

32-2476
32-3978

市内全域
日曜日
年始（1月1日～3日）

みどりの店（有） 509-2202 森2430番地1
電話
FAX

25-5519
25-5887

市内全域
日曜日、
年末年始
（12月31日～1月3日）

（ヒーリングプラス）

ヒーリング＋
509-2202 森1329番地3

電話
FAX

25-6848
24-2397

市内全域
日曜日
年末年始

正直屋　介護支援サービス 509-2202 森872番地18
電話
FAX

25-3220
25-4511

市内全域
水曜日、第3日曜日
年始
（1月1日～1月3日）

福祉用具のつみき 509-2514 萩原町中呂197番地1
電話
FAX

52-1286
52-1945

市内全域

日曜日、祝祭日、
お盆（8月13日～16日）
年末年始
　（12月31日～1月5日）

上記の事業所で相談や貸与を受けることができます。

①腰掛便座　②特殊尿器　③入浴補助用具　④簡易浴槽
⑤移動用リフトの釣り具の部分

※ただし特定福祉用具を購入できるのは、家庭で生活を送る、要介護、要支援と認定された人です。
※年間１０万円までが限度で、その１割が自己負担です。（毎年４月１日から１年間）

　　　　①手すり　②スロープ　③歩行器　④歩行補助つえ
　　　　⑤車いす　⑥車いす付属品　⑦特殊寝台　⑧特殊寝台付属品

　※⑬は、要介護４・５の方のみ利用できます。

　　　　⑫移動用リフト　⑬自動排せつ処理装置
　　　　⑨床ずれ防止用具　⑩体位変換器　⑪認知症老人徘徊感知機器

　※原則、要支援１・２の方、要介護１の方は、①～④のみ利用できます。

　福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、貸与にはなじまないものを購入
する事が出来ます。具体的には下記の５品目です。

　利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたうえで、福祉用具の貸し出しを
受けることができます。また、適切な福祉用具を選定するための援助、その取付けや調
整なども行います。

福祉用具購入

特定福祉用具貸与（レンタル）

連絡先
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番号
1
2

3
4
5
6
7

8
9

11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

平成26年6月18日作成

お問い合わせ先 

〒５０９－２５１７ 下呂市萩原町萩原１１６６－８ 
下呂市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係 

上呂 

禅昌寺 

焼石 

飛騨宮田 

42 

飛騨小坂 

飛騨萩原 

下呂 

飛騨金山 

1 

2 
4 

11 12 

8 9 10 

13 

14 

15 

16 

24 

29 

21 

27 28 

30 

19 

26 

20 
23 

33 

32 31 38 

34 
35 

37 

5 

41 

7 

17 

39 
40 

6 

22 

18 

3 

25 

36 

番号 事　　業　　者　　名

1 下呂市立小坂老人保健施設

小坂ケアサポートセンター

小坂ホームヘルパーステーション

小坂デイサービスセンター

小坂訪問入浴サービスセンター

3 ファミリア小坂

4 やすらぎセンター　四美

5 レッツ倶楽部　下呂白樺

6 あさんず介護サービス

7 すずらんの木

8 萩原北醫院

萩原ケアサポートセンター

萩原ホームヘルパーステーション

萩原訪問入浴サービスセンター

10 やすらぎセンター　萩

11 下呂市地域包括支援センター

12 あさぎりサニーランド

13 介護老人保健施設　共寿

14 デイサービスセンター　みんなみんな　よーこそ

15 新生メディカル萩原ステーション

16 福祉用具のつみき

17 ケアパレット在宅プランニングセンター

18 ヒーリング＋

19 ファミリア下呂

20 みどりの店

21 下呂在宅介護支援センター

22 元気リハ小川谷

23 正直屋　介護支援サービス

下呂ケアサポートセンター

下呂ホームヘルパーステーション

下呂デイサービスセンター

下呂訪問入浴サービスセンター

25 下呂訪問看護ステーション

26 ファミリア下呂・少ヶ野

さわやかナーシング下呂

さわやかデイサービスセンター　下呂

28 ひなたぼっこ居宅介護支援事業所

29 上原デイサービスセンター

30 なごみ庵

31 下呂市立金山病院

32 かなやまサニーランド

金山第1デイサービスセンター

金山第２デイサービスセンター

34 うらら金山

35 下呂市地域包括支援センター金山支所

金山ケアサポートセンター

金山ホームヘルパーステーション

金山訪問入浴サービスセンター

37 下呂訪問看護ステーション・金山事業所

38 有限会社はせべ家具店

39 あんしんケアセンター居宅介護支援事業所

40 コミュニティベース讃照庵

41 粋いき・馬瀬の元気館

デイサービスセンター　つつじ苑
萩原ホームヘルパーステーション馬瀬出張所

2

9

27

42

24

33

36


