
R2.8.1現在 事業所一覧②

事業所数 41箇所
名称 総合事業の有 住所 電話番号 異動状況

オレンジケアステーション 有 篠場町１０－２５ 43-5540

（有）介護サービス友　訪問介護事業所 有 本郷３－２－２１ 31-6057

カミングケアステーション 有 萩生１３０－５２ 43-1776

光介護サービス 有 喜光地町１－６－３５ 66-1239

ひろ 有 土橋１－４－４０ 66-2712

ヘルパーステーションおくらの里 有 御蔵町１１－２３ 31-6116

ヘルパーステーションひと 有 中西町３－２０ 66-2577

（株）悠遊社　新居浜事業所 有 瀬戸町１－１５ 31-8111

ライフケア 有 中筋町１－６－４ 40-2964

訪問介護事業所　こころ 有 中村２-４-２５ 40-8388

訪問介護ステーション　きらめき 有 萩生２３４８－４４ 66-1299

ヘルパーステーション若草 有 本郷２－３－２１ 47-5720

訪問介護ステーション　すみの 有 中筋町２－１－５ 40-7788

コープえひめ訪問介護事業所新居浜 有 東田２－１５２７ 31-6270

訪問介護事業所　ひつじが丘 有 北内町４－９－６ 47-6421

訪問介護　あすなろ北内 有 北内町１－２－２６ 47-7414 Ｒ1.6.1休止

セントケアにいはま 星原町１５－４７ 43-3985

ケア・ステーション青い鳥 有 久保田町３－９－２７ 65-3770

ケアサポート・ライカ 新須賀町１－８－６３ 32-9772 H30.2.1休止

サン訪問介護　新居浜事業所 有 久保田町３－３－２８ 31-2532

ＪＡ新居浜市 有 坂井町３－１０－４０ 47-5900

指定訪問介護事業所すみれ 有 新須賀町３－１－５０ 32-1055

新居浜市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 有 庄内町６－１１－４６ 32-8339

ヘルパーステーション医師会 有 庄内町４－７－５４ 33-4106

ヘルパーステーションお茶屋の里 有 西の土居町２－８－２３ 35-3900

ヘルパーステーション芳光 有 北新町１２－５２ 65-3322

ヘルパーステーション若水館 有 若水町１－９－１３ 31-5015

訪問介護事業所きぼうの苑 有 西の土居町２－８－１２ 33-4477

訪問介護事業所プラチナガーデン 有 一宮町２－６－７２ 31-3366 H31.4.1休止

若水在宅ケアステーション 有 若水町１－７－４５ 37-5401

アシストジャパンヘルパーステーション東予 有 久保田町３－１－１２ 32-1047

アースサポート新居浜 西原町２－２－２０１２ 34-0200 H30.3.1休止

ファイトえひめ 有 西の土居町１－３－２８ 31-5078

ヘルパーステーション桃花 有 久保田町１－３－５０ 37-2535

ニカサ新居浜店 有 久保田町２－１０－１２ 47-0878

ヘルパーステーションゆうらり 有 庄内町５－１１－３２ 33-6730

ニチイケアセンターにいはま 有 西の土居町１－４－３２ 31-2710 Ｒ1.11.20指定

ヘルパーステーションあさひ 有 新須賀町４－１１－８ 66-8821 Ｒ2.3.20指定

高齢者福祉実践センター 有 多喜浜２－７－６４ 67-1920

指定訪問介護事業所アソカ園 有 清住町１－３６ 46-5355

（有）東予ケア・サービス 有 垣生１－６－２５ 45-3931

ニチイケアセンターたきはま 有 阿島１－７－２４ 67-1137

ヘルパーステーションきらら 有 垣生３－１３－８ 46-2687

ヘルパーステーション　野の花 有 南小松原町８－６８ 65-1058

ヘルパーステーション　オリーブ 有 田の上３－５－４９ 66-7366

訪問介護

上部

川東

川西



R2.8.1現在 事業所一覧③

事業所数 2箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

上部 セントケアにいはま 有 星原町１５番４７号 43-3985

川西 アースサポート　新居浜 有 西原町２－２－２０１２ 34-0200

事業所数 13箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

訪問看護ステーションそよ風さん 有 萩生１０６１ 40-5539

訪問看護ステーションれんげの会 有 角野新田町１－１－２８ 43-5653

伴野訪問看護ステーション 有 船木甲７８７－２ 66-8118

セントケア訪問看護ステーションにいはま 有 星原町１５番４７号 41-7855

訪問看護ステーション医師会 有 庄内町４－７－５４ 33-7951

若水訪問看護ステーション 有 若水町１－７－４５ 37-1599

タートル訪問看護リハステーション 有 西の土居町１－４－３４ 36-0090

十全訪問看護リハステーション　ずっと 有 北新町１番５号 47-6165

訪問看護ステーション　はぴねす 有 若水町２－４－３８ 35-3050

新田診療所 有 新田町１－９－９ 34-0207 Ｒ1.10.1指定

訪問看護リハステーション新田 有 新田町１－９－９ 47-6400 Ｒ2.1.1指定

訪問看護ステーションしののめ 有 東雲町２－６－６５ 34-9622

訪問看護ステーションたかつ 有 高津町３－２０ 31-5700

事業所数 13箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

岩﨑病院 有 中萩町２－５ 41-6030

老人保健施設ふなき久和園 有 船木甲３６５６－８ 41-2800

すみ整形外科・リハビリ科 有 土橋１－１２－４３ 66-1201 H30.6.1休止

中萩診療所　リハビリセンターなかはぎ 有 萩生１０６１ 40-2008

老人保健施設リハビリステーション三恵荘 有 萩生６７－６０ 40-3366

立花病院 有 喜光地町１－１３－２９ 41-4118

新田診療所 有 新田町１－９－９ 34-0007

介護老人保健施設若水ケアセンター 有 若水町１－９－１３ 31-5022

新居浜協立病院 有 若水町１－７－４５ 37-2000

ながやす整形外科クリニック 有 宮西町１－１５ 090-2892-1360

住友別子病院 有 王子町３－１ 37-7111

医療法人　宮下整形外科・内科 有 松神子３－１－２６ 67-1560

高津診療所 有 高津町３－２０ 31-5553

老人保健施設はぴねすケアセンター 有 多喜浜２－１－５０ 46-5177

上部

川東

訪問入浴介護

訪問看護

通所リハビリテーション

川東

川西

川西

上部



R2.8.1現在 事業所一覧④

事業所数 33箇所
名称 総合事業の有 住所 電話番号 異動状況

通所介護事業所　ハートランド三恵 有 萩生１７ 40-0006

デイサービスセンターおくらの里 有 御蔵町１１－２３ 31-6113

デイサービスセンター風のうた 有 萩生１０６１ 40-5570

（有）デイサービスセンターふれんど 有 萩生２８９６－２ 40-2775

デイサービスセンターわっはっは 有 岸の上町１－１０－４０ 31-6617

デイサービスでんでんむし 有 中西町３－２０ 31-6385

ベストケア・デイサービスセンターいずみ 有 星原町１２－４６ 31-6630

豊園荘 有 船木２２１６－２９ 40-1111

デイサービスみんなの家 有 船木４６２０番地２ 31-8710

デイサービス友 有 本郷３－４－３７ 47-4260

デイサービスセンターふたばの森 有 船木３１０１－１ 47-4542

デイサービスセンター　すみの 有 中筋町２－１－５ 40-7077

デイサービス風花 有 萩生１０６１ 40-2526

デイサービスあさひの里 有 中村２－４－２５ 31-8788

さわやか新居浜館デイサービスセンター 有 東田３乙１１－７７ 66-2266

ケアサポート・ライカ 有 新須賀町１－８－６３ 32-9772

通所介護事業所　きぼうの苑 有 西の土居町２－８－１２ 33-4477

通所介護事業所プラチナガーデン 有 一宮町２－６－７２ 31-3223

デイサービスセンターおくじま 有 北新町１２－５２ 65-3093

介護プラザサン 有 久保田町１－８－１２ 33-6385

シニアセンターvivid 有 徳常町５－８ 35-1000

ケアプラザ「サン愛」久保田事業所 有 久保田町１－８－１０ 65-3430

ケアプラザ「サン愛」坂井事業所 有 坂井町１－８－２０ 36-3581

ベストケア・デイサービスセンターひうち 有 泉池町１１－１１ 32-1820

デイサービスセンターゆうらり 有 庄内町５－１１－３２ 33-6730

ニチイケアセンターたきはま 有 阿島１－７－２４ 67-1137

指定通所介護事業所アソカ園 有 郷３－１６－５８ 46-5514

通所介護事業所　おいでんや 有 多喜浜１－２－１６ 46-4545

デイサービスセンターさくらんぼ 有 東雲町１－４－３３ 65-1003

デイサービスセンターピッパラ 有 高田１－１－３ 33-1927

デイサービスセンターゆとりーさ 東雲町２－６－６５ 34-9677

デイサービスわいわいクラブ 有 高津町３－２０ 31-1818

デイサービス子馬 有 高田２－５－６３ 47-7822

事業所数 13箇所
名称 総合事業の有 住所 電話番号 異動状況

カミングケアステーション 有 萩生１３０－５２ 43-1776

ひろ 有 土橋１－４－４０ 66-2712

デイサービスいずみかわ 有 瀬戸町１－２ 41-6117

あすなろ北内　チヨの里 有 北内町１－２－２６ 47-7417

介護予防運動デイサービス　リハサロン船木 有 船木４０４７－４ 27-6050

デイサービスセンターお茶屋 有 西の土居町２－８－２３ 36-5339

いきいきらいふSPA中の茶屋 有 西の土居町２－８－２１ 31-3955

デイサービス花みずき 有 若水町２－７－３３ 31-3204

デイサービスセンター　ファイト　えひめ 有 西の土居町１－３－２８ 31-5078

デイサービス花園 有 久保田町２－１２－３４ 47-6331

療養通所介護事業所はぴねす 若水町２－４－３８ 35-3008 H29.1.1休止

デイサービス竹トンボ 有 落神町３－１１ 46-1134

デイサービスのんびりさん 有 桜木町８－３７ 31-5011

デイサービス　ひまわり 有 東雲町２－１２－４４ 33-6688 H29.11.1休止

リハステージ　郷 有 清住町１－３６ 46-5256

川東

上部

川西

上部

川西

通所介護              

地域密着型通所介護

川東



R2.8.1現在 事業所一覧⑤

事業所数 14箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

指定短期入所生活介護事業所ふたば荘 有 船木９５９－３ 40-0515

短期入所生活介護事業所おくらの里 有 御蔵町１１－２３ 31-6113

短期入所生活介護事業所ハートランド三恵 有 萩生１７ 40-0006

短期入所生活介護事業所ハートランド三恵南館 有 萩生１７ 40-0006 Ｒ1.10.1指定
豊園荘 船木甲２２１６－２９ 40-1111

ショートステイふたばの森 有 船木３１０１－１ 47-4541

短期入所生活介護事業所　広瀬の里 有 御蔵町１１－２０ 47-3367 R2.2.1休止
さわやか新居浜館 有 東田３乙１１－７７ 66-2266

シニアリビング八雲ガーデン 有 八雲町８－２４ 37-5100

短期入所生活介護事業所きぼうの苑 有 西の土居町２－８－１２ 33-4477

短期入所生活介護事業所若水館 若水町１－９－１３ 31-2000

ベストケア・ショートステイひうち 有 泉池町１１－１１ 32-1821

短期入所生活介護事業所なの花 郷３－１６－５８ 46-5514

指定短期入所生活介護事業所　アソカ園 清住町１－３６ 46-5353

ユニット型短期入所生活介護事業所　うみかぜ 有 阿島１－７－２０ 67-1100

事業所数 6箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

せいだ循環器内科 有 横水町２－５１ 40-1717

ふなき久和園 有 船木甲３６５６－８ 41-2800

リハビリステーション三恵荘 有 萩生６７－６０ 40-3366

若水ケアセンター 有 若水町１－９－１３ 31-3000

医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 有 王子町３－１ 47-7533

川東 はぴねすケアセンター 有 多喜浜２－１－５０ 46-5177

事業所数 10箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

（株）井手組 有 七宝台町甲２３７５－９９ 40-4008

コープえひめ福祉用具貸与事業所新居浜 有 東田２－１５２７ 31-6270

サンマルト 有 寿町１１番３４号 41-6033

ケアサービスアサヒ　新居浜営業所 有 西喜光地町９番３５号 66-7760

うららか福祉サービス株式会社 有 江口町１－４８ 32-3337

（株）翼 有 中須賀町１－１－３５ 35-0122

（株）曽我商会新居浜営業所 有 西原町２－７－７５ 31-0230
四国医療サービス株式会社福祉事業部新居浜営業所 有 阿島１－１－５１ 67-1007

（株）トーカイ新居浜営業所 有 又野１－２－８ 46-3737

介護レンタル　スマイル 有 郷３－６－１０ 45-2530

事業所数 10箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

（株）井手組 有 七宝台町甲２３７５－９９ 40-4008

コープえひめ福祉用具貸与事業所新居浜 有 東田２－１５２７ 31-6270

サンマルト 有 寿町１１番３４号 41-6033

ケアサービスアサヒ　新居浜営業所 有 西喜光地町９番３５号 66-7760

うららか福祉サービス株式会社 有 江口町１－４８ 32-3337

（株）翼 有 中須賀町１－１－３５ 35-0122

（株）曽我商会新居浜営業所 有 西原町２－７－７５ 31-0230
四国医療サービス株式会社福祉事業部新居浜営業所 有 阿島１－１－５１ 67-1007

（株）トーカイ新居浜営業所 有 又野１－２－８ 46-3737

介護レンタル　スマイル 有 郷３－６－１０ 45-2530

川西

短期入所療養介護

川東

上部

川西

川東

上部

川西

川西

川東

福祉用具貸与

上部

特定福祉用具販売

上部

短期入所生活介護



R2.8.1現在 事業所一覧⑥

事業所数 4箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

ケアサポートセンター西連寺 有 西連寺町１－１１－２１ 44-5000

デイサービス　しずか 有 東田３乙１１－９１ 40-7717

ケアプラザ「サン愛」萩生事業所（共用型） 有 萩生６９２－１ 47-5031 Ｈ31.1.21休止

なごみの里「金栄」 有 高木町８－２６ 31-1753

なごみの里「金子」 有 庄内町６－１１－４６ 64-9753

事業所数 31箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

グループホーム桜(18床) 有 船木甲３６５６－８ 41-2882

グループホーム微笑の家(18床) 有 船木甲５８１－２ 41-1838

グループホーム「むつみの家」(18床) 有 中萩町９－５２ 43-1022

グループホーム夕日館(6床) 有 萩生２７２０－１ 40-3444

街かどケアホームのりか(18床) 有 萩生１３１－８０ 40-5156

グループホームけやきの里(18床) 大生院１５４－３ 31-8070

グループホーム「サン愛」(18床) 有 萩生６９２－１ 47-5031

グループホームLOHAS・KOTI(18床) 有 船木甲２２１６－３９ 41-5400

グループホームふたばの森(18床) 有 船木３００１－３ 47-4543

グループホーム微笑の家なかむら(18床) 有 中村２－４－２５ 41-7738

グループホーム集い(18床) 有 東田３乙１１－８６ 66-1060

グループホームうわばら(18床) 有 上原４－１－１５ 47-0900

グループホームたちばな（18床） 有 宮原町４－３ 47-7061

グループホームあすなろ（18床） 有 北内町１－２－２９ 47-5656 Ｒ２.５.1指定

グループホームおくじま(18床) 有 北新町１２－５２ 65-3093

グループホームおてだま(27床) 有 若水町１－９－１３ 31-2155

グループホーム香り草(8床) 有 新田町２－８－２４ 65-3681

グループホーム上の茶屋(18床) 有 西の土居町２－８－１５ 35-3339

グループホーム下の茶屋(18床) 有 西の土居町２－８－２３ 36-5139

グループホームとらや(18床) 有 若水町２－７－３３ 31-3203

グループホームはなれ茶屋(18床) 有 西の土居町２－８－２１ 32-4685

グループホーム・カミングケアステーション(18床) 有 政枝町２－３－３２ 47-6081

グループホーム　プラチナガーデン（18床） 有 一宮町２－６－７２ 31-3222

グループホームあおぞら(9床) 有 南小松原町８－６８ 65-3511

グループホームしおさい(18床) 有 阿島１－７－２７ 46-4050

グループホーム竹トンボ(18床) 有 落神町３－１１ 46-1113

グループホームほの花(18床) 有 郷３－１６－３３ 46-5516

あったかほーむ　たかつ(18床) 有 高津町３－２０ 32-6880

グループホーム　かがやき(18床) 有 阿島１－７－２０ 67-1100

グループホーム多喜浜(18床) 有 多喜浜２－４－４３ 45-5566

グループホームあかがね(18床) 有 垣生５－８－４５ 31-9232

事業所数 7箇所
名称 予防の有 住所 電話番号 異動状況

憩いのいえ 船木甲５８１－２ 43-1131

セントケア新居浜本郷 本郷１－３－２４ 66-1090

小規模多機能ホーム　泉川 有 岸の上町１－１２－２８ 40-2345

ケアサポートセンター八雲 有 八雲町８－２４ 35-1008

ケアサポートセンター若水 有 若水町１－７－６ 65-1700

小規模多機能施設　宝寿園 有 荷内町６－２１ 67-1012

垣生倶楽部 有 垣生４－３－３５ 67-1688

認知症対応型共同生活介護　　　　　(536床)

川西

上部

川東

川西

小規模多機能型居宅介護

川東

認知症対応型通所介護

上部

川西



R2.8.1現在 事業所一覧⑦

事業所数 3箇所
名称 電話番号 異動状況

上部 上部24時間ヘルパーステーション　野の花 47-6680

川西 ヘルパーステーション　若水館 31-5015

川東 ヘルパーステーション　野の花 65-1058

事業所数 9箇所
名称 電話番号 異動状況

おくらの里(100床) 31-6113

ハートランド三恵(40床) 40-0006

ハートランド三恵南館(40床) 40-0006

ふたば荘(80床) 40-0515

豊園荘(80床) 40-1111

きぼうの苑(120床) 33-4477

若水館(70床) 31-2000

プラチナプレイス（80床） 35-3000

川東 アソカ園(50床) 46-5353

事業所数 7箇所
名称 電話番号 異動状況

ふたばの森(29床) 47-4541

広瀬の里(29床) 47-3367

宝閑荘（29床） 40-7717

川西 シニアリビング八雲ガーデン(29床) 37-5100

なの花(29床) 46-5514

うみかぜ(29床) 67-1100

つばき(29床) 45-5011

事業所数 5箇所
名称 電話番号 異動状況

ふなき久和園(80床) 41-2800

リハビリステーション三恵荘(100床) 40-3366

若水ケアセンター(100床) 31-3000

医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑（２７床） 47-7533

川東 はぴねすケアセンター(80床) 46-5177

事業所数 1箇所
名称 電話番号 異動状況

上部 せいだ循環器内科 40-1717

事業所数 1箇所
名称 予防の有 電話番号 異動状況

上部 さわやか新居浜館 有 東田３乙１１－７７ 66-2266

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

萩生１０６１番地

御蔵町１１－２０

地域密着型介護老人福祉施設　　　　(２０３床）

東田３－乙１１－９１

住所
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)　　(６６０床)

若水町１－９－１３

垣生５－８－４６

八雲町８－２４

船木３１０１－１

住所

萩生１７

清住町１－３６

西の土居町２－８－１２

萩生１７

住所

若水町１－９－１３

阿島１－７－２０

船木甲３６５６－８

一宮町２－６－７２

上部

住所

御蔵町１１－２３

船木９５９－３

川東

　事業所として指定があったものとみなされますので上記に掲載している事業所以外でも実施しております。

特定施設入居者生活介護

※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導は、病院・診療所であれば「指定を受けない申し出」をしない限り、

横水町２－５１

萩生６７－６０

多喜浜２－１－５０

介護療養型医療施設

川西
王子町３－１

住所

介護老人保健施設　　　　　　　　(３８７床)

上部

郷３－１６－５８

南小松原町８－６８

若水町１－９－１３

上部

船木２２１６－２９

川西


