
（５）在宅介護支援センター（老人福祉法第20条の7の2）
　　　＊　担当課室　長寿社会課介護サービス指導室　TEL　073-441-2527

施　設　名 所　在　地 電話番号 併設施設 設置主体

 喜成会在宅介護支援センター  〒649-6331  073-461-5263  特養 (福)喜成会

 和歌山市北野128  喜成会

 紀の国在宅介護支援センター  〒641-0044  073-427-3332  診療所 紀の国医療

 和歌山市今福2-1-16  今福診療所 生協

 在宅介護支援センターアンシアナトー  〒640-8422  073-454-8900  特養 (福)

 和歌山市松江東1-7-25  アンシアナトー 河西福祉会

 在宅介護支援センター和歌山生協病院  〒640-8390  073-474-2711  病院 和歌山中央

 和歌山市有本143-1  和歌山生協病院 医療生協

 わかうら園在宅介護支援センター  〒641-0061  073-445-0811  特養 (福)

 和歌山市田野175  わかうら園 わかうら会

 和歌川苑在宅介護支援センター  〒641-0054  073-444-1603  老健 (医)曙会

 和歌山市塩屋6丁目2-70  和歌川苑

 在宅介護支援センターわかまち  〒640-8119  073-427-3261  病院 (医)進正会

 和歌山市和歌町20  寺下病院  

 海南市在宅介護支援センター  〒642-0031  073-483-8100  老健カルフール・ (医)同仁会

 カルフール・ド・ルポ  　    （休止中）  海南市築地1-61  ド・ルポ

 海南市在宅介護支援センター恵友  〒642-0001  073-483-1715  老健恵友ライフ (医)恵友会

（休止中）  海南市船尾265-15  ケアセンター

 海南市在宅介護支援センター辻秀輝  〒642-0032  073-483-3383  病院  (医)辻秀輝

（休止中）  海南市名高178-1  辻秀輝整形外科 整形外科

 海南市在宅介護支援センター天美苑  〒640-0441  073-486-0662  特養 (福)中庸会

（休止中）  海南市七山964-1  天美苑

 海南市下津在宅介護支援センター  〒649-0121  073-492-0100  特養 (福)

 かぐのみ苑                   （休止中）  海南市下津町丸田1111-1  かぐのみ苑 平成福祉会

 海南市下津在宅介護支援センター恵友  〒649-0141  073-492-5665  老健 (医)恵友会

（休止中）  海南市下津町小南125  恵友サザンホーム

 髙陽園在宅介護支援センター  〒649-6405  0736-78-2202  特養 (福)髙陽会

（休止中）  紀の川市東大井11番地3  髙陽園

 栄寿苑在宅介護支援センター  〒649-6615  0736-75-6888  特養 (福)光栄会

（休止中）  紀の川市麻生津中1279番地  栄寿苑

 ももの里在宅介護支援センター        〒649-6111  0736-66-3741  特養 (福)渉久会

（休止中）
 紀の川市桃山町最上
 1254番地1

 ももの里

 貴志川在宅介護支援センター  〒640-0412  0736-64-7460  特養貴志川 (福)聖アンナ

（休止中）
 紀の川市貴志川町上野山
 302番地1

 聖アンナの家 福祉会

 打田在宅介護支援センター  〒649-6424  0736-77-1881  特養 (福)皆楽園

（休止中）  紀の川市畑野上272番地  打田皆楽園

 岩出北在宅介護支援センター  〒649-6253  0736-61-3722  病院 (医)富田会

（休止中）  岩出市紀泉台432  富田病院

　在宅でお年寄りを介護される方の介護に関する総合的な相談に応じたり、介護の必要なお年寄りや介護者のニｰズにあった保
健・福祉サｰビスが総合的に受けられるように、市町村や関係機関、サｰビス機関との連絡調整を行う機関です。



施　設　名 所　在　地 電話番号 併設施設 設置主体

 岩出中央在宅介護支援センター  〒649-6215  0736-61-5377  老健 (医)彌栄会

（休止中）  岩出市中迫381  やよい苑

 岩出東在宅介護支援センター  〒649-6213  0736-63-0250  特養 (福)皆楽園

（休止中）  岩出市西国分668  皆楽園

 紀和病院在宅介護支援センター  〒648-0085  0736-33-5000  病院 (医)南労会

 橋本市岸上18-1  紀和病院

 ひかり苑在宅介護支援センター  〒648-0017  0736-37-3000  特養 (福)光誠会

 橋本市隅田町中島1058-56  ひかり苑

 在宅介護支援センターさくら苑  〒649-7207  0736-44-1189  特養 (福)博寿会

  橋本市高野口町大野 1844-133  さくら苑

 愛光園在宅介護支援センター  〒649-7174  0736-22-6057  特養 (福)愛光園

 かつらぎ町佐野1401-2  愛光園

 愛光園グループホーム

 愛光園訪問看護ステーション

 友愛苑在宅介護支援センター  〒648-0111  0736-54-9080  特養 (福)萩原会

 九度山町河根807-64  友愛苑

 有田市在宅介護支援センター  〒649-0316  0737-82-2565  特養 (福)守皓会

 田鶴苑  有田市宮崎町911  田鶴苑

 湯浅町在宅介護支援センター  〒643-0004  0737-65-3636  かぐのみ苑湯浅 (福）

 かぐのみ苑                   （休止中）  湯浅町湯浅2032-1  グル-プホ-ム 平成福祉会

 在宅介護支援センター広川苑  〒643-0075  0737-65-0555  特養 (福）

（休止中）  広川町和田18  広川苑 ひまわり会

 きび在宅介護支援センター  〒643-0034  0737-52-3730  病院 (医)明美会

 有田川町小島16  有田南病院

 在宅介護支援センター吉備苑  〒643-0022  0737-53-2251  特養 (福）

 有田川町奥222-1  吉備苑 昭仁会双苑

 有田川町在宅介護支援センター  〒643-0366  0737-23-0839  特養 (福)

 有田川町粟生710  しみず園 昭仁会双苑

 在宅介護支援センター寿楽園  〒643-0142  0737-32-3228  特養 (福)一恵会

 有田川町小川992  寿楽園

 御坊市在宅介護支援センター湯川  〒644-0011 0738-24-9112

 御坊市湯川町財部724

 御坊市在宅介護支援センター名田・塩屋  〒644-0022 0738-29-3902  軽費老人ホーム (福)博愛会

 御坊市名田町上野1722-1  ケアハウス博愛

 御坊市在宅介護支援センター御坊第２  〒644-0002 0738-24-9110 (福)博愛会

 御坊市薗263-3

 御坊市在宅介護支援センター御坊第１  〒644-0002 0738-24-9113 (株)

 御坊市薗42-7 ニチイ学館

 御坊市在宅介護支援センター藤田  〒649-1342 0738-24-9111  診療所 (医)裕紫会

 御坊市藤田町吉田324-1  中紀クリニック

 御坊市在宅介護支援センター野口  〒644-0033 0738-24-9116  特養 (福)

 御坊市熊野44-4  ごぼうの郷 きのくに福祉会

 日高町在宅介護支援センター  〒649-1212  0738-63-1010 日高町社会

 日高町小中1308 福祉協議会

 由良町在宅介護支援センター  〒649-1121  0738-65-3513 由良町社会

 由良町吹井80-88 福祉協議会

 在宅介護支援センターゆら博愛園  〒649-1121  0738-35-2510  特養 (福)博愛会

 由良町吹井910-1  ゆら博愛園

 在宅介護支援センター川辺  〒649-1443  0738-53-1104  老健 (医)黎明会

 日高郡日高川町和佐2136  和佐の里

 訪問看護ステーショ
 ンキタデ

(福)黎明菫会



施　設　名 所　在　地 電話番号 併設施設 設置主体

 中津在宅介護支援センター  〒644-1111  0738-54-1002  特養 (福)敬愛会

 日高川町船津1664  白寿苑

 在宅介護支援センター美山  〒644-1201  0738-56-7011  美山村デイ (株)はるす

 日高川町川原河264  サービスセンター

 印南町基幹型在宅介護支援センター  〒649-1534  0738-42-7020 印南町社会

 印南町印南2009-1 福祉協議会

印南町地域型在宅介護支援センター  〒649-1533  0738-42-8110  特養カルフール (福)同仁会

 印南町山口150-1  ・ド・ルポ印南

 〒649-1533  0738-42-8110  特養カルフール (福)同仁会

 印南町山口150-1  ・ド・ルポ印南

 田辺市在宅介護支援センターあきつの  〒646-0001  0739-35-1141  老健 (福)

 田辺市上秋津字藤谷2310-9  あきつの 上秋津福祉会

 田辺市在宅介護支援センター  〒646-0022  0739-24-6500 介護老人保健施設 (福)優姜会

 セントポーリア  田辺市東山1-7-23  セントポーリア

 田辺市在宅介護支援センター真寿苑  〒646-0012  0739-22-3639  特養 (福)真寿会

 田辺市神島台6-1  真寿苑

 田辺市在宅介護支援センター  〒646-0043  0739-22-3220 (福)真寿会

 真寿苑銀座支所  田辺市今福町27

 田辺市在宅介護支援センター竹村医院  〒646-0058  0739-81-1054 (医)竹村医院

 田辺市目良37-28   

 田辺市在宅介護支援センター  〒646-0063  0739-81-7033 (福)

 第２あきつの  田辺市芳養松原2-15-17 上秋津福祉会

 田辺市在宅介護支援センター三栖谷  〒646-0215  0739-33-8130 (福)真寿会

 田辺市中三栖110-9

 田辺市在宅介護支援センター龍トピア  〒645-0417  0739-77-0114  特養 (福）

 田辺市龍神村柳瀬530  龍トピア 紀成福祉会

 田辺市在宅介護支援センター中辺路  〒646-1417  0739-64-1107  特養 (福)中辺路

 田辺市中辺路町川合1800  白百合ホーム 白百合学園

 在宅介護支援センター内の川  〒649-2321  0739-45-2611  デイサービスセンター (株)吉本

 白浜町保呂252  内の川

 在宅介護支援センター成華苑  〒649-2325  0739-45-3555  介護老人保健施設 (福)

 白浜町富田1360-20   成華苑 南紀白浜福祉会

 在宅介護支援センターなちかつうら  〒649-5331  0735-52-9111 那智勝浦町

 東牟婁郡那智勝浦町天満1418-2 社会福祉協議会

 在宅介護支援センター日好荘  〒649-5314  0735-52-5534  特養　日好荘那智園、(福)紀友会
 東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮850-1  日好荘スマイル

 在宅介護支援センタールピナス  〒649-5312  0735-54-2323  老健 (医）
 東牟婁郡那智勝浦町宇久井714-3  ルピナス 北斗大洋会

在宅介護支援センター  〒649-5336  0735-52-1121  湯ごりの郷 (福）
 南紀ケアプランセンター那智勝浦  東牟婁郡那智勝浦町湯川61 高瀬会

カルフール・ド・ルポ印南在宅介護支援
センター


