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須崎市

■健康や保健に関する相談窓口（健康や病気に関すること）

■障害者福祉に関する相談（身体障害者・療育手帳等の交付、自立支援給付等に関すること）

■高齢者に関する相談（高齢者の健康や介護に関すること）

■市町村事務窓口

■社会福祉協議会

市役所

〒７８５―８６０１

須崎市山手町１－７

ＴＥＬ ０８８９－４２－２３１１

ＦＡＸ ０８８９－４２－７３２０

人 口：２０，２８５人（R4.3.31 現在）

世 帯 数：１０，４１４世帯（R4.3.31 現在）

高 齢 化 率：４１．１％（R4.3.31 現在）

年間出生数：８９人（R3.4.1 ～ R4.3.31）

名

称
須崎市健康推進課

須崎市総合保健福祉センター

ＴＥＬ ０８８９－４２－１２８０

ＦＡＸ ０８８９－４２－１２４５

名

称
須崎市福祉事務所 障害福祉係

須崎市総合保健福祉センター

ＴＥＬ ０８８９－４２－１２０７

ＦＡＸ ０８８９－４２－１１９０

名

称

須崎市地域包括支援センター

（須崎市南古市町 6-3 須崎市立交流ひろばすさき内）
ＴＥＬ ０８８９－４２－１２０６

ＦＡＸ ０８８９－４２－７８７６

＜担当地区＞

市内全域

分野 内容 担当部署 ＴＥＬ・ＦＡＸ

保健 健診や予防接種に関すること
須崎市

健康推進課

ＴＥＬ ０８８９－４２－１２８０

ＦＡＸ ０８８９－４２－１２４５

障害者

福祉

身体障害者手帳、療育手帳、精

神障害者保健福祉手帳、自立

支援給付等に関すること

須崎市

福祉事務所

障害福祉係

ＴＥＬ ０８８９－４２－１２０７

ＦＡＸ ０８８９－４２－１１９０

介護

保険

介護保険認定、調査、保険料の

納付に関すること

須崎市

長寿介護課

介護保険係

ＴＥＬ ０８８９－４２－１２０５

ＦＡＸ ０８８９－４２－１２４５

国民

健康

保険

国民健康保険税についての問

合せ

須崎市

税務課

ＴＥＬ ０８８９－４２－１２９１

ＦＡＸ ０８８９－４２－９６８９

国民健康保険の給付サービス

等についての問合せ

須崎市

市民課保険医療係

ＴＥＬ ０８８９－４２－１１９１

ＦＡＸ ０８８９－４２－８５２０

須崎市福祉事務所

須崎市山手町１－７ 須崎市総合保健福祉センター１階

ＴＥＬ ０８８９－４２－３６９１

ＦＡＸ ０８８９－４２－１１９０

名

称

須崎市社会福祉協議会

須崎市民生委員児童委員協議会

須崎市南古市町６－３ 須崎市立交流ひろばすさき内

ＴＥＬ ０８８９－４２－０７３６

ＦＡＸ ０８８９－４２－７８７６
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中土佐町

■健康や保健に関する相談窓口（健康や病気に関すること）

■障害者福祉に関する相談（身体障害者・療育手帳等の交付、自立支援給付等に関すること）

■高齢者に関する相談（高齢者の健康や介護に関すること）

■権利擁護に関する相談（高齢者及び障害者）

■市町村事務窓口

■社会福祉協議会

役場

〒７８９－１３０１

高岡郡中土佐町久礼６６６３－１

ＴＥＬ ０８８９－５２－２２１１

ＦＡＸ ０８８９－５２－４５１１

人 口：６，２４２人（R4.3.31 現在）

世 帯 数：３，３７０世帯（R4.3.31 現在）

高 齢 化 率：４８．５％（R4.3.31 現在）

年間出生数：１７人（R3.4.1 ～ R4.3.31）

名

称
中土佐町健康福祉課

中土佐町久礼６６６３－１

ＴＥＬ ０８８９－５２－２６６２

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

名

称

中土佐町基幹相談支援センター「結」

(中土佐町健康福祉課内)

中土佐町久礼６６６３－１

ＴＥＬ ０８８９－５２－４８２０

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

名

称
中土佐町地域包括支援センター

中土佐町久礼６６６３－１

ＴＥＬ ０８８９－５２－３３５２

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

＜担当地区＞

町内全域

名

称

中土佐町権利擁護支援センター

(中土佐町社会福祉協議会内)

中土佐町久礼６５８４－１

ＴＥＬ ０８８９－５２－２０５８

０８０－９８３４－０５６９

ＦＡＸ ０８８９－５９－０５５４

主に一次相談機関

からの相談に対応

分野 内容 担当部署 ＴＥＬ・ＦＡＸ

保健
健診や予防接種に関するこ

と

中土佐町

健康福祉課

ＴＥＬ ０８８９－５２－２６６２

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

障害者

福祉

身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳、

自立支援給付等に関するこ

と

中土佐町

健康福祉課

ＴＥＬ ０８８９－５２－２６６２

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

中土佐町障害者生活

支援センター「結」
ＴＥＬ ０８８９－５２－４８２０

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

介護

保険

介護保険認定、調査、保険

料の納付に関すること

中土佐町

健康福祉課

ＴＥＬ ０８８９－５２－２６６２

ＦＡＸ ０８８９－５２－２４３２

国民

健康

保険

国民健康保険税についての

問合せ

中土佐町

税務課

ＴＥＬ ０８８９－５２－２２１４

ＦＡＸ ０８８９－５２－２０１３

国民健康保険の給付サービ

ス等についての問合せ

中土佐町

町民環境課

ＴＥＬ ０８８９－５２－２２１３

ＦＡＸ ０８８９－５２－２０１３

名

称

中土佐町社会福祉協議会

中土佐町民生委員児童委員協

議会

（本所） 中土佐町久礼６５８４－１

ＴＥＬ ０８８９－５２－２０５８

ＦＡＸ ０８８９－５９－０５５４

（大野見支所）中土佐町大野見吉野２３４

ＴＥＬ ０８８９－５７－２２１７

ＦＡＸ ０８８９－５７－２１９０
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梼原町

■健康や保健に関する相談窓口（健康や病気に関すること）

■障害者福祉に関する相談（身体障害者・療育手帳等の交付、自立支援給付等に関すること）

■高齢者に関する相談（高齢者の健康や介護に関すること、介護保険の認定について）

■市町村事務窓口

■社会福祉協議会

役場

〒７８５－０６９５

高岡郡梼原町梼原１４４４－１

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１１１

ＦＡＸ ０８８９－４０－２０１０

人 口：３，２８５人（R4.3.31 現在）

世 帯 数：１，７３５世帯（R4.3.31 現在）

高 齢 化 率：４７．２％（R4.3.31 現在）

年間出生数：１５人（R3.4.1 ～ R4.3.31）

名

称
梼原町保健福祉課

梼原町川西路２３２０－１

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

名

称
梼原町保健福祉課

梼原町川西路２３２０－１

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

名

称

梼原町地域包括支援センター

(保健福祉課内)

梼原町川西路２３２０－１

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

＜担当地区＞

町内全域

分野 内容 担当部署 ＴＥＬ・ＦＡＸ

保健
健診や予防接種に関するこ

と

梼原町

保健福祉課

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

障害者

福祉

身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳、自

立支援給付等に関すること

梼原町

保健福祉課

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

介護

保険

介護保険認定、調査、保険料

の納付に関すること

梼原町

保健福祉課

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

国民

健康

保険

国民健康保険税についての

問合せ

梼原町

総務課税務係

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１１１

ＦＡＸ ０８８９－４０－２０１０

国民健康保険の給付サービ

ス等についての問合せ

梼原町

保健福祉課

ＴＥＬ ０８８９－６５－１１７０

ＦＡＸ ０８８９－６５－０３７９

名

称
梼原町社会福祉協議会

梼原町川西路２３２１－１

ＴＥＬ ０８８９－６５－１２３５

ＦＡＸ ０８８９－６５－１２３７
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津野町

■健康や保健に関する相談窓口（健康や病気に関すること）

■障害者福祉に関する相談（身体障害者手帳・療育手帳等の交付、自立支援給付等に関すること）

■高齢者に関する相談（高齢者の健康や介護に関すること、介護保険の申請・認定について）

■市町村事務窓口

■社会福祉協議会

役場

〒７８５－０２０１

高岡郡津野町永野４７１－１

ＴＥＬ ０８８９－５５－２３１１

ＦＡＸ ０８８９－５５－２０２２

人 口：５，５１５人（R4.3.31 現在）

世 帯 数：２，６３７世帯（R4.3.31 現在）

高 齢 化 率：４５．４％（R4.3.31 現在）

年間出生数：２４人（R3.4.1 ～ R4.3.31）

名

称
津野町健康福祉課（総合保健福祉センター）

津野町姫野々４３１－１

ＴＥＬ ０８８９－５５－２１５１

ＦＡＸ ０８８９－５５－２１１９

名

称
津野町健康福祉課（総合保健福祉センター）

津野町姫野々４３１－１

ＴＥＬ ０８８９－５５－２１５１

ＦＡＸ ０８８９－５５－２１１９

名

称

津野町地域包括支援センター

(介護福祉課内)

津野町力石２８７０

ＴＥＬ ０８８９－６２－２３１７

ＦＡＸ ０８８９－６２－３５１９

＜担当地区＞

町内全域

分野 内容 担当部署 ＴＥＬ・ＦＡＸ

保健
健診や予防接種に関するこ

と

津野町健康福祉課

(総合保健福祉センター)

ＴＥＬ ０８８９－５５－２１５１

ＦＡＸ ０８８９－５５－２１１９

障害者

福祉

身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳、自

立支援給付等に関すること

津野町健康福祉課

(総合保健福祉センター)

ＴＥＬ ０８８９－５５－２１５１

ＦＡＸ ０８８９－５５－２１１９

介護

保険

介護保険認定、調査、保険料

の納付に関すること
津野町介護福祉課

ＴＥＬ ０８８９－６２－２３１３

ＦＡＸ ０８８９－６２－３５１９

国民

健康

保険

国民健康保険税や納付要件

についての問合せ
津野町町民課

ＴＥＬ ０８８９－５５－２３１４

ＦＡＸ ０８８９－５５－２０２２

名

称

津野町社会福祉協議会

津野町民生児童委員協議会

（本所） 津野町姫野々431－1

総合保健福祉センター内

ＴＥＬ ０８８９－５５－２１１５

ＦＡＸ ０８８９－５５－２１１９

（西支所） 津野町芳生野甲 111

ＴＥＬ ０８８９－６２－２２２４

ＦＡＸ ０８８９－６２－２２２７
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四万十町

■健康や保健に関する相談窓口（健康や病気に関すること）

■障害者福祉に関する相談（身体障害者手帳・療育手帳等の交付、自立支援給付等に関すること）

■高齢者に関する相談（高齢者の健康や介護等に関すること）

役場

〒７８６－８５０１

高岡郡四万十町琴平町１６－１７

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１１

ＦＡＸ ０８８０－２２－３１２３

人 口：１５，９３３人（R4.3.31 現在）

世 帯 数：８，１８０世帯（R4.3.31 現在）

高 齢 化 率：４５．２％（R4.3.31 現在）

年間出生数：７４人（R3.4.1 ～ R4.3.31）

名

称
四万十町健康福祉課

四万十町琴平町１６－１７

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１５

ＦＡＸ ０８８０－２２－３７２５

名

称
四万十町大正地域振興局町民生活課

四万十町大正３８０

ＴＥＬ ０８８０－２７－０１１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

名

称
四万十町十和地域振興局町民生活課

四万十町十川１４５－３

ＴＥＬ ０８８０－２８－５１１２

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５５５

名

称
四万十町健康福祉課

四万十町琴平町１６－１７

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１５

ＦＡＸ ０８８０－２２－３７２５

名

称
四万十町大正地域振興局町民生活課

四万十町大正３８０

ＴＥＬ ０８８０－２７－０１１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

名

称
四万十町十和地域振興局町民生活課

四万十町十川１４５－３

ＴＥＬ ０８８０－２８－５１１２

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５５５

名

称
四万十町地域包括支援センター

四万十町琴平町１６－１７

ＴＥＬ ０８８０－２２－３３８５

ＦＡＸ ０８８０－２２－０３６１

＜担当地区＞

窪川地域

名

称

四万十町地域包括支援センター

大正支所

四万十町大正３８０

ＴＥＬ ０８８０－２７－１２１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

＜担当地区＞

大正地域

名

称

四万十町地域包括支援センター

十和支所

四万十町十川１４５－３

ＴＥＬ ０８８０－２８－５５１８

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５８３

＜担当地区＞

十和地域
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■市町村事務窓口

■社会福祉協議会

分野 内容 担当部署 ＴＥＬ・ＦＡＸ

保健 健診や予防接種に関すること

四万十町

健康福祉課

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１５

ＦＡＸ ０８８０－２２－３７２５

四万十町大正地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２７－０１１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

四万十町十和地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２８－５１１２

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５５５

障害者

福祉

身体障害者手帳、療育手帳、精

神障害者保健福祉手帳、自立

支援給付等に関すること

四万十町

健康福祉課

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１５

ＦＡＸ ０８８０－２２－３７２５

四万十町大正地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２７－０１１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

四万十町十和地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２８－５１１２

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５５５

介護

保険

介護保険認定、調査、保険料の

納付等に関すること

四万十町

高齢者支援課

ＴＥＬ ０８８０－２２－３９００

ＦＡＸ ０８８０－２２－０３６１

四万十町大正地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２７－０１１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

四万十町十和地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２８－５１１２

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５５５

国民

健康

保険

国民健康保険税についての問

合せ

四万十町

税務課

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１６

ＦＡＸ ０８８０－２２－０３６１

国民健康保険の給付サービス

等についての問合せ

四万十町

町民課

ＴＥＬ ０８８０－２２－３１１７

ＦＡＸ ０８８０－２２－０３６１

四万十町大正地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２７－０１１２

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１９０

四万十町十和地域振興局

町民生活課

ＴＥＬ ０８８０－２８－５１１２

ＦＡＸ ０８８０－２８－５５５５

名

称

しまんと町社会福祉協議会

四万十町民生委員児童委員協議会

（窪川地区・大正地区・十和地区）

（本所） 四万十町茂串町１１－３０

四万十町社会福祉センター内

ＴＥＬ ０８８０－２２－１１９５

ＦＡＸ ０８８０－２２－１１３８

(大正支所) 四万十町大正３２－１

四万十町大正老人福祉センター内

ＴＥＬ ０８８０－２７－１１７７

ＦＡＸ ０８８０－２７－１１７８

(十和支所) 四万十町昭和４７０－６

十和高齢者生活福祉センター内

ＴＥＬ ０８８０－２８－５３３１

ＦＡＸ ０８８０－２８－５０６０
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■病院・有床診療所

市町
名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 診療科目

病床数

須

崎

市

一陽病院

【(医)南江会】

〒785-0037

須崎市赤崎町 9-3

TEL 0889-42-1798

FAX 0889-42-1707

（医療相談室）

TEL 0889-42-3750
（くらしサポート室)

TEL 0889-42-1798
（認知症疾患医療センター）

TEL 0889-42-1803

(9：00～12：00/13：00～16：00)

精神科、老年精神科 218

高陵病院

【(医)須崎会】

〒785-0014

須崎市横町 1-28

TEL 0889-42-2485

FAX 0889-40-0125

（地域連携室）

FAX 0889-43-2476

内科、消化器外科、外科、循

環器内科、心臓血管外科、整

形外科、皮膚科、泌尿器科、

リハビリテーション科、放射

線科、呼吸器内科、消化器内

科、形成外科、腎臓内科、心

療内科

129

島津クリニック

【(医)仁栄会】

〒785-0013

須崎市西古市町 3-15

TEL 0889-43-0003

FAX 0889-42-1529

内科、泌尿器科、人工透析内

科、外科
19

須崎くろしお病院

【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 4-30

TEL 0889-43-2121

FAX 0889-42-1582

(医療相談室・地域連携室)

TEL 0889-43-2121

FAX 0889-43-2130

内科、外科、整形外科、皮膚

科、眼科、泌尿器科、肛門外

科、脳神経外科、循環器内科、

消化器内科、消化器外科、神

経内科、放射線科、麻酔科、

リハビリテーション科、老年

内科、耳鼻咽喉科、小児科

158

ネオリゾート

ちひろ病院

【(医)千博会】

〒785-0008

須崎市中町1丁目6-25

TEL 0889-42-2530

FAX 0889-42-2532

内科、消化器内科、循環器内

科、呼吸器内科、リハビリテ

ーション科、外科、肛門外科

54

中

土

佐

町

なかとさ病院

【(医)健美会】

〒789-1301

中土佐町久礼 6614

TEL 0889-52-2040

FAX 0889-52-3680

（医療相談窓口）

TEL 0889-52-2040

内科、人工透析内科、消化器

内科
24

梼

原

町

梼原町立国民健康保険

梼原病院

【梼原町】

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

TEL 0889-65-1151

FAX 0889-65-1152

内科、小児科、整形外科、眼

科、（禁煙外来）
30

四

万

十

町

大西病院

【(医)高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 6-12

TEL 0880-22-1191

FAX 0880-22-1250

（地域連携室）

TEL 0880-22-1191

内科、外科、小児科、泌尿器

科、精神科、整形外科、リハ

ビリテーション科、放射線科

50

くぼかわ病院

【(医)川村会

くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

TEL 0880-22-1111

FAX 0880-22-1166

（地域連携・相談室）

TEL 0880-22-4826

内科、整形外科、脳神経外科、

産婦人科、泌尿器科、麻酔科、

眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、

消化器外科、循環器内科、肛

門外科、放射線科、外科、乳

腺外科、リハビリテーション

科、神経内科、精神科、リウ

マチ科、（人工透析）

172

四万十町国民健康保険

大正診療所

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 459-1

TEL 0880-27-0210

FAX 0880-27-0288

内科、リハビリテーション科 19
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■診療所

市町
名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 診療科目

須

崎

市

浦ノ内診療所

【須崎市】

〒785-0162

須崎市浦ノ内東分 168-114

TEL 0889-49-0204

FAX 0889-49-0229

内科

北川眼科

【(医)北川眼科】

〒785-0036

須崎市緑町 1-1
TEL 0889-42-1000

FAX 0889-42-3588

眼科

高知医療生活協同組合

すさき診療所
【高知医療生活協同組合】

〒785-0005

須崎市東古市町 3-4
TEL 0889-40-0566

FAX 0889-40-0826

内科、消化器科、呼吸器科、循

環器科、リハビリテ-ション科

須崎医療クリニック

【(医)みずほ会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 5748-1

TEL 0889-43-1001

FAX 0889-43-1007

内科、呼吸器内科、循環器内科、

消化器内科、整形外科、(人工透

析、禁煙外来)

須崎菅野医院

【(医)宏林会】

〒785-0012

須崎市西糺町 1
TEL 0889-43-1616

FAX 0889-40-0217

内科、外科、皮膚科、消化器内

科

中山整形外科

【個人】

〒785-0042

須崎市妙見町 9-10

TEL 0889-43-1355

FAX 0889-43-2027

整形外科

もりはた小児科

【(医)さくら会】

〒785-0036

須崎市緑町 90 番地

TEL 0889-43-2211

FAX 0889-43-2234

小児科

中

土

佐

町

上ノ加江クリニック

【(福)かど福祉会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 277-10

TEL 0889-40-2200

FAX 0889-40-2220

内科

クリニック土佐久礼

【個人】

〒789-1301

中土佐町久礼 6728－1

TEL 0889-52-2800

FAX 0889-52-2802

内科、消化器内科

中土佐町立

大野見診療所

【中土佐町】

〒789-1401

中土佐町大野見吉野 234

TEL 0889-57-2127

FAX 0889-57-2111

内科

中土佐町立

上ノ加江診療所(木 AM のみ)

【中土佐町】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 2415-1
TEL 0889-54-1111

FAX 0889-54-1112

内科

梼

原

町

梼原町立四万川

診療所(火・木曜日)

（午前のみ）

【梼原町】

〒785-0661

梼原町六丁 152
TEL 0889-67-0314

FAX 0889-67-0315

内科

梼原町立松原診療所

(月・水・金曜日)

（午前のみ）

【梼原町】

〒785-0773

梼原町松原 578

TEL 0889-66-0031

FAX 0889-66-0032

内科

津

野

町

つのやまクリニック

【個人】

〒785-0501

津野町力石 2829-3

TEL 0889-62-2175

FAX 0889-62-2135

内科

津野町国民健康保険

杉ノ川診療所

【津野町】

〒785-0214

津野町杉ノ川甲 38-3

TEL 0889-56-3333

FAX 0889-56-3352

内科

津野町国民健康保険

姫野々診療所

【津野町】

〒785-0202

津野町姫野々473-1

TEL 0889-55-2001

FAX 0889-55-2514

内科、整形外科、小児科
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■訪問看護ステーション

■医師会

名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 内容

訪問看護ステーションすさき

【(医)五月会】

〒785-8501

須崎市緑町 4-30

TEL 0889-43-0195

FAX 0889-43-0198

24 時間対応

緊急時訪問看護

【提供範囲】須崎市、中土佐町、土佐市、津野町

訪問看護ステーションくぼかわ

【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

TEL 0880-22-1119

FAX 0880-22-5679
24 時間対応 緊急時訪問看護

【提供範囲】中土佐町、四万十町、黒潮町

名称 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

(一社)高岡郡医師会 〒785-0011

須崎市東糺町 5-10

TEL 0889-42-0814

FAX 0889-42-1565

市町
名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 診療科目

四

万

十

町

石川ヘルスクリニック

【個人】

〒786-0008

四万十町榊山町 7－23

TEL 0880-22-0002

FAX 0880-22-0002

内科、消化器科、放射線科、神
経科

四万十町国民健康保険

大正診療所

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 459-1

TEL 0880-27-0210

FAX 0880-27-0288

内科、リハビリテーション科

四万十町国民健康保険

十和診療所

【四万十町】

〒786-0511

四万十町昭和 468

TEL 0880-28-5523

FAX 0880-28-5158

内科

高橋内科・呼吸器科・

消化器科

【(医)窪川高橋会】

〒786-0027

四万十町東大奈路 487-5

TEL 0880-22-1414

FAX 0880-22-4533

内科、呼吸器科、消化器科、循
環器科、整形外科

武田医院

【個人】

〒786-0005

四万十町本町 4-8

TEL 0880-22-0031

FAX 0880-22-0028

内科、整形外科、リハビリテー

ション科

大道へき地診療所

（第２火曜日午後のみ

祝日の場合は第１又は

第３火曜日）

【四万十町】

〒786-0516

四万十町大道 1351-9

TEL 0880-28-4193

FAX 0880-28-5158

内科

土居診療所

【個人】

〒786-0043

四万十町本堂 401-8
TEL 0880-24-1234

FAX 0880-24-1234

内科、消化器科、呼吸器科、胃
腸科、循環器科

志和出張土居診療所

（水曜日のみ）

【個人】

〒786-0056

四万十町志和 442-1
志和コミュニティセンター

TEL 0880-24-1234

FAX 0880-24-1234

内科、消化器内科、呼吸器内科

ファミリークリニック

四万十

【(医)和協会】

〒786-0012

四万十町北琴平町 2-37

TEL 0880-22-1295

FAX 0880-22-4581

内科、消化器科、循環器科、神
経科、小児科、呼吸器科
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■歯科診療所
※ こうち医療ネットより抜粋

市町
名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

須

崎

市

たかはし歯科医院

【個人】

〒785-0035

須崎市大間東町 1-7

TEL 0889-43-1666

FAX 0889-42-7603

高橋歯科医院

【個人】

〒785-0008

須崎市中町 1丁目 5-15

TEL 0889-42-0142

FAX 0889-42-8055

田村歯科

【個人】

〒785-0010

須崎市鍛冶町 6-30

TEL 0889-42-1009

FAX 0889-42-1028

奴田原歯科医院

【(医)奴田原歯科医院】

〒785-0036

須崎市緑町 8-11

TEL 0889-43-1050

FAX 0889-43-1082

野田歯科

【個人】

〒785-0003

須崎市新町 2丁目 3-19
TEL 0889-42-0266

FAX 0889-42-0266

野中歯科

【(医)桜歯会】

〒785-0041

須崎市西崎町 7-26

TEL 0889-42-5280

FAX 0889-43-0233

福島歯科医院

【個人】

〒785-0004

須崎市青木町 6-5

TEL 0889-42-0161

FAX 0889-42-0839

まるとみ歯科

【個人】

〒785-0009

須崎市西町 2丁目 180-1

TEL 0889-43-2323

FAX 0889-43-2323

山田歯科

【個人】

〒785-0005

須崎市東古市町 1-3

TEL 0889-43-0194

FAX 0889-43-9205

吉野歯科

【個人】

〒785-0035

須崎市大間東町 188

TEL 0889-42-0954

FAX 0889-42-0954

中

土

佐

町

大野見村歯科診療所

【個人】

〒789-1401

中土佐町大野見吉野 14

TEL 0889-57-2021

FAX 0889-57-2710

きらり歯科医院

【個人】

〒789-1301

中土佐町久礼 2098 ｰ 1

TEL 0889-52-4885

FAX 0889-52-4886

梼原町
梼原歯科診療所

【梼原町】

〒785-0612

梼原町川西路 2303-1

TEL 0889-65-1070

FAX 0889-65-1071

津

野

町

高橋歯科診療所

【個人】

〒785-0501

津野町力石 2901-2

TEL 0889-62-2512

FAX 0889-62-2546

葉やまの歯いしゃさん

【個人】

〒785-0202

津野町姫野々400-3

TEL 0889-55-3005

FAX 0889-55-3007

四

万

十

町

かつみ歯科

【個人】

〒786-0021

四万十町仁井田 1223-1

TEL 0880-29-7300

FAX 0880-29-7301

こうなん歯科

【個人】

〒786-0008

四万十町榊山町 6-13

TEL 0880-22-2272

FAX 0880-22-3880

小畠歯科医院

【個人】

〒786-0013

四万十町琴平町 14-35

TEL 0880-22-0056

FAX 0880-22-0056

どい歯科クリニック

【個人】

〒786-0012

四万十町北琴平町 12-29

TEL 0880-22-2303

FAX 0880-22-2303

いわさき歯科
【(医)善佳会 いわさき歯科】

〒786-0301

四万十町大正 460-8

TEL 0880-27-0441

FAX 0880-27-0441

長山歯科医院

【個人】

〒786-0042

四万十町黒石 564-1

TEL 0880-24-0502

FAX 0880-24-0506

矢野歯科診療所

【個人】

〒786-0014

四万十町新開町 4-10

TEL 0880-22-0433

FAX 0880-22-0433
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■薬局
※ こうち医療ネットより抜粋

市町
名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

在宅訪問/お薬相談

対応状況

須

崎

市

堅田薬局

【個人】

〒785-0041

須崎市西崎町 8-52-1

TEL 0889-42-7643

FAX 0889-42-7643

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能

(有)メディファ長山薬局

【(有)メディファ】

〒785-0035

須崎市大間東町 1-8

TEL 0889-42-1044

FAX 0889-42-1044

場合により在宅訪問可能

（要相談）

※薬局から 10 ㎞以内、

日没まで訪問可能

武政薬局

【個人】

〒785-0013

須崎市西古市町 5-36

TEL 0889-42-6600

FAX 0889-43-0244

場合により在宅訪問可能

（要相談）

※月～金 8時～9 時、

車片道 30 分程度の距離

(有)モリタ薬局

【(有)モリタ薬局】

〒785-0036

須崎市緑町 4-31

TEL 0889-42-4504

FAX 0889-42-6289

場合により在宅訪問可能

（要相談）

めいわ薬局

【(有)めいわ薬局】

〒785-0036

須崎市緑町 4-29

TEL 0889-42-7885

FAX 0889-42-7880
在宅訪問可能

(有)メディファ長山薬局

グリーンロード店

【(有)メディファ】

〒785-0036

須崎市緑町 5-3

TEL 0889-40-0377

FAX 0889-40-0376

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能

カナザワ薬局

【(同)天賜堂】

〒785-0005

須崎市東古市町 3-2

TEL 0889-42-0053

FAX 0889-42-0103

場合により在宅訪問可能

（要相談）

基本は営業時間外で対応

※土日祝は緊急時以外は

対応不可

※火・水の営業時間内の

対応は要相談

※自転車で 10 分以内の

距離まで

カナザワ薬局緑町店

【(同)天賜堂】

〒785-0036

須崎市緑町 4-27

TEL 0889-43-0053

FAX 0889-43-0108

場合により在宅訪問可能

（要相談）

たきぐち薬局

【(株)インフィニファーマ】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 5756

TEL 0889-42-5755

FAX 0889-42-5705
在宅訪問可能

(有)サンファーマシーなごみ薬局

【(有)サンファーマシー】

〒785-0037

須崎市赤崎町 7-21

TEL 0889-42-5228

FAX 0889-42-5228
在宅訪問可能

調剤薬局ツルハドラッグ

須崎東店

【(株)ツルハドラッグ】

〒785-0059

須崎市桐間西 110

TEL 0889-40-0268

FAX 0889-40-0268

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能

あかね薬局須崎店

【(株)エヌ・エイチファーマシー】

〒785-0014

須崎市横町 8-5

TEL 0889-43-2011

FAX 0889-43-2022

電話での在宅患者のお薬

相談可能

エール薬局よこまち店

【 (株)Yell Pharmacy】

〒785-0014

須崎市横町 8-1

TEL 0889-40-0325

FAX 0889-40-0326

場合により在宅訪問可能

（要相談）
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市町
名称

【開設者】
所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

在宅訪問/お薬相談

対応状況

中

土

佐

町

金澤薬局

【 (同)喜洋堂 】

〒789-1301

中土佐町久礼 6444-4

TEL 0889-52-2435

FAX 0889-52-3540

場合により在宅訪問可能

（要相談）

月：対応不可

火～金：13 時～14 時

土：14 時以降訪問可能

くれ薬局

【 (有)クライム 】

〒789-1301

中土佐町久礼 6611-4

TEL 0889-52-4797

FAX 0889-52-4251
在宅訪問可能

梼

原

町

あい薬局

【 EーNAKA(株) 】

〒785-0612

梼原町川西路 2307-2

TEL 0889-40-2131

FAX 0889-40-2132

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能

ゆすはら薬局

【(株)エムワイエス 】

〒785-0612

梼原町川西路 2308

TEL 0889-40-2155

FAX 0889-40-2156

場合により在宅訪問可能

（要相談）

津

野

町

クオール薬局杉ノ川店

【クオール(株)】

〒785-0214

津野町杉ノ川甲 38-3

TEL 0889-56-3189

FAX 0889-56-3290
在宅訪問可能

クオール薬局姫野々店

【クオール(株)】

〒785-0202

津野町姫野々473-1

TEL 0889-55-3089

FAX 0889-55-3090
在宅訪問可能

四

万

十

町

(同)遠江堂武田薬局

【(同)遠江堂武田薬局】

〒786-0007

四万十町古市町

113-4

TEL 0880-22-4364

FAX 0880-22-4367

場合により在宅訪問可能

※14 時以降で 20 ㎞以内

※1日 1名まで

たきぐち薬局くぼかわ店

【(株)インフィニファーマ 】

〒786-0002

四万十町見付 901

TEL 0880-29-0225

FAX 0880-29-0227
在宅訪問可能

たいしょう薬局

【個人】

〒786-0301

四万十町大正 470-1

TEL 0880-29-4080

FAX 0880-29-4040

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能

※日･祝除く 18 時以降訪

問可能（要相談）

武田金草堂薬局

【(有)武田金草堂薬局】

〒786-0012

四万十町北琴平町

1-5

TEL 0880-22-3221

FAX 0880-22-0152

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能

調剤薬局技術センター

【（株）調剤技術センターくぼかわ】

〒786-0002

四万十町見付 925-5

TEL 0880-22-1000

FAX 0880-22-0991
在宅訪問可能

とおわ薬局

【(株)エムワイエス】

〒786-0511

四万十町昭和 472-3

TEL 0880-29-1155

FAX 0880-29-1156

場合により在宅訪問可能

（要相談）

みかど薬局

【(有)美かど】

〒786-0007

四万十町古市町 63-1

TEL 0880-29-0133

FAX 0880-29-0138

来局及び電話での在宅患

者のお薬相談可能
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■地域包括支援センター

高齢者の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々

な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践

していくことをその主な業務としています。

■居宅介護支援事業所
要介護者が、居宅サービスなどを受けたり、居宅で日常生活を送ったりするために必要な保健

医療・福祉サービスの適切な利用ができるように、サービス計画の作成や、サービス事業者等との

連絡調整等を行います。

名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

須崎市地域包括支援センター 〒785-0007

須崎市南古市町 6-3
須崎市立交流ひろばすさき内

0889-42-1206 0889-42-7876

中土佐町地域包括支援センター 〒789-1301

中土佐町久礼 6663-1

0889-52-3352 0889-52-2432

梼原町地域包括支援センター 〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

0889-65-1170 0889-65-0379

津野町地域包括支援センター 〒785-0595

津野町力石 2870

0889-62-2317 0889-62-3519

四万十町地域包括支援センター

（本所：窪川地域）

〒786-8501

四万十町琴平町 16-17

0880-22-3385 0880-22-0361

四万十町地域包括支援センター

（大正支所：大正地域）

〒786-0393

四万十町大正 380

0880-27-1212 0880-27-1190

四万十町地域包括支援センター

（十和支所：十和地域）

〒786-0504

四万十町十川 145-3

0880-28-5518 0880-28-5583

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

居宅介護支援事業所「くろしお」

【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 4-30

0889-43-1808 0889-43-0020

清流の家居宅介護支援事業所

【(福)須崎福祉会】

〒785-0028

須崎市上分丙 1758-8

0889-46-0611 0889-46-0612

よこなみ居宅介護支援事業所

【(福)須崎福祉会】

〒785-0162

須崎市浦ノ内東分 168-194

0889-49-0564 0889-49-0565

生協介護の窓口すさき

【高知医療生活協同組合】

〒785-0005

須崎市東古市町 3-4

0889-40-0825 0889-40-0826
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事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

居宅介護支援事業所

ケアビレッジ

【(医)みずほ会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 5741

0889-43-1166 0889-43-1165

ケアプランセンター

どんぐりの里

【ア・バン・ウン(有)】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 1909-3

0889-42-8817 0889-42-8817

居宅介護支援センター

山ももの家

【(福)須崎市福祉事業協会】

〒785-0024

須崎市安和 216-1

0889-42-0815 0889-42-5098

居宅介護支援事業所

オリーブホーム

【(株)オリーブホーム】

〒785-0058

須崎市桐間南 33

0889-42-0002 0889-40-0122

居宅介護支援事業所 里山

【(株)優心】

〒785-0034

須崎市大間本町 16-30

0889-43-9355 0889-43-9356

ケアプランセンター

くりの木

【(株)彩雲】

〒785-0024

須崎市安和 1201-54

0889-43-9080 0889-40-0552

居宅介護支援事業所 楽リハ

【(株)フォー・ユー】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 1069-1

0889-42-6720 0889-43-9577

ケアプランセンター三日月

【(同)勇七】

〒789-1301

中土佐町久礼 6252-3

080-2995-5196 0889-59-1672

居宅介護支援事業所上ノ加江

【(福)かど福祉会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 277-10

0889-40-2266 0889-40-2220

中土佐町社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所

【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 5163-4

0889-40-1131 0889-52-2669

カルスト会居宅介護支援事業所

【(福)カルスト会】

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

0889-65-1170 0889-65-0379

津野町居宅介護支援事業所

高原荘

【津野山養護老人ホーム組合】

〒785-0501

津野町力石 5082

0889-40-1061 0889-62-2773

葉山荘居宅介護支援事業所

【高陵特別養護老人ホーム組合】

〒785-0202

津野町姫野々417

0889-55-2121 0889-55-2122

あけぼの居宅介護支援事業所

【(医)高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 6-12

0880-22-1321 0880-22-1250

居宅介護支援事業所くぼかわ

【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

0880-22-5678 0880-22-5679

居宅介護支援事業所りょくりん

【(福)明成会】

〒786-0018

四万十町仕出原 496-1

0880-22-2181 0880-22-2182

居宅介護支援事業所仁井田

【(株)高南企画サービス】

〒786-0021

四万十町仁井田 954-1

0880-22-9555 0880-22-9735
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■訪問介護（ホームヘルプ）

介護福祉士等の訪問介護員等が要介護・要支援認定者（以下「要介護者等」という）の居宅を訪

問して、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、入浴・排泄・食事の介護、

調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常の世話を行います。

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

居宅介護支援事業所といろ

【(株)アクトワン】

〒786-0013

四万十町琴平町 3-8

0880-29-6112 0880-29-6113

(福)しまんと町社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所窪川

【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0004

四万十町茂串町 11-30

0880-22-1195 0880-22-1138

(福)しまんと町社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所西部

【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0301

四万十町大正 32-1

0880-27-1181 0880-27-1178

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

須崎市社会福祉協議会

指定訪問介護事業所

【(福)須崎市社会福祉協議会】

〒785-0007

須崎市南古市町 6-3

須崎市立交流ひろばすさき内

0889-42-0789 0889-42-7876

ベテルホームすさき

訪問介護ステーション(休止中)

【(株)ベテルホーム】

〒785-0058

須崎市桐間南 15

0889-42-2100 0889-43-2103

ヘルパーステーション

どんぐり（休止中）

【ア・バン・ウン(有)】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 1909-3

0889-42-8828 0889-42-8828

ヘルパーステーション ベスト

【(同)ベスト】

〒785-0034

須崎市大間本町 4-1

0889-59-0311 0889-59-0322

ヘルパーステーション

すまいる須崎

【(有)四国総合介護システム】

〒785-0036

須崎市緑町 1-16
（嶋ハイツ 1F 中央）

0889-42-0277 0889-42-0278

中土佐町訪問介護事業所
【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 5163-4

0889-52-3523 0889-52-2669

介護サービスなごみ梼原事業所

【四国部品(株)】
〒785-0644

梼原町広野 379

0889-65-1200 0889-65-1280

津野町訪問介護事業所高原荘

【津野山養護老人ホーム組合】

〒785-0501

津野町力石 5082

0889-62-2154 0889-62-2773

津野町社会福祉協議会

指定訪問介護事業所

【(福)津野町社会福祉協議会】

〒785-0202

津野町姫野々431-1

0889-55-2115 0889-55-2119

ヘルパーステーション「四万十」

【(福)清流会】
〒786-0021

四万十町仁井田 1312

0880-29-7353 0880-29-7354
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■訪問入浴介護

要介護者等の居宅を入浴車等で訪問し、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営め

るよう、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもので

す。

■訪問看護

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師・理学療法士等が、要介護者等の居宅を訪問して

療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営め

るように療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものです。指定（みなしを含む）を受

けている訪問看護事業所のうち、当所のアンケートで、現在訪問看護を実施していると回答した

事業所のみ掲載しています。

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

ヘルパーステーションにいだ

【(株)高南企画サービス】

〒786-0021

四万十町仁井田 147-3

0880-29-7017 0880-29-7018

（福）しまんと町社会福祉協議会

指定訪問介護事業所窪川
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0004

四万十町茂串町 11-30

0880-22-1195 0880-22-1138

（福）しまんと町社会福祉協議会

指定訪問介護事業所西部
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0301

四万十町大正 32-1

0880-27-1177 0880-27-1178

訪問介護事業所きづな

【(同)蒼空】

〒786-0082

四万十町七里甲 1311

090-5718-2805 0880-23-0305

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

中土佐町訪問入浴介護事業所

【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 5163-4

0889-40-1131 0889-52-2669

津野町社会福祉協議会

基準該当訪問入浴介護事業所

【(福)津野町社会福祉協議会】

〒785-0202

津野町姫野々431-1

0889-55-2115 0889-55-2119

（福）しまんと町社会福祉協議会

基準該当訪問入浴介護事業所
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

高〒786-0004

四万十町茂串町 11-30

0880-22-1195 0880-22-1138

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

訪問看護ステーションすさき
【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 4-30

0889-43-0195 0889-43-0198

梼原町立国民健康保険梼原病院

【梼原町】

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

0889-65-1151 0889-65-1152

訪問看護ステーションくぼかわ

【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

0880-22-1119 0880-22-5679
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■訪問リハビリテーション

病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、要介護者等の

自宅を訪問して、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように理学療法・作業

療法その他必要なリハビリテーションを行うことで、心身機能の維持回復を図るものです。指定

（みなしを含む）を受けている訪問リハビリテーション事業所のうち、当所のアンケートで、現在

訪問リハビリテーションを実施していると回答した事業所のみ掲載しています。

■通所介護（デイサービス）

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、必要な日常生活上の世話と機

能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負

担の軽減を図るものです。

在宅の要介護者等を送迎し、入浴・排泄・食事等の介護、生活等についての相談・助言・健康状

態等の確認、日常動作訓練と機能訓練等を提供します。

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

高陵病院

【(医)須崎会】

〒785-0014

須崎市横町 1-28

0889-42-2485 0889-40-0125

梼原町立国民健康保険梼原病院

【梼原町】

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

0889-65-1151 0889-65-1152

くぼかわ病院

【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

0880-22-1111 0880-22-1166

大西病院

【(医)高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 6-12

0880-22-1191 0880-22-1250

四万十町国民健康保険

大正診療所

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 459-1

0880-27-0210 0880-27-0288

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

高知医療生協デイサービス

ふれあい

【高知医療生活協同組合】

〒785-0005

須崎市東古市町 3-4

15 名 0889-40-0825 0889-40-0826

須崎市老人デイサービスセンター

ばんだ湯の香荘

【(福)須崎市福祉事業協会】

〒785-0045

須崎市桑田山乙 1173-1

30 名 0889-40-1605 0889-40-1606

須崎市老人デイサービスセンター

よこなみ

【(福)須崎福祉会】

〒785-0162

須崎市浦ノ内東分 168-194

30 名 0889-49-0564 0889-49-0565

須崎市老人デイサービスセンター

清流の家

【(福)須崎福祉会】

〒785-0028

須崎市上分丙 1758-8

30 名 0889-46-0611 0889-46-0612

老人デイサービスセンター

山ももの家

【(福)須崎市福祉事業協会】

〒785-0024

須崎市安和 216-1

15 名 0889-42-5090 0889-42-5099
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事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

デイサービスくりの木

【(株)彩雲】

〒785-0024

須崎市安和 1201-54

40 名 0889-40-0551 0889-40-0552

ベテルホームすさき

デイサービスセンター

【(株)ベテルホーム】

〒785-0058

須崎市桐間南 15

40 名 0889-42-2100 0889-43-2103

老人デイサービスセンター

しろやま

【(福)須崎福祉会】

〒785-0010

須崎市鍛冶町 2-10

30 名 0889-40-0468 0889-40-0469

デイサービスびんび

【(株)ピースフル】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 706

10 名 0889-40-6066 0889-40-6067

デイサービスどんぐりの里Ⅱ

【ア・バン・ウン(有)】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 1909-3

35 名 0889-42-8818 0889-42-8818

リハビリデイサービス

元気屋本舗

【(株)D&H】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 1739-1

18 名 0889-42-8455 0889-42-8456

デイサービスひかり

【(株)光】

〒785-0055

須崎市大谷 551

10 名 0889-47-0670 0889-47-0680

通所介護事業所 楽リハ

【(株)フォー・ユー】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 1069-8

18 名 0889-43-9577 0889-43-9577

オリーブホーム

デイサービスセンター

【(株)オリーブホーム】

〒785-0058

須崎市桐間南 33

35 名 0889-42-0002 0889-40-0122

デイサービス ハレ

【(同)勇七】

〒785-0034

須崎市大間本町 7-10

20 名 0889-59-1672 0889-59-1672

多機能型事業所 STEP ONE
【(特非)STEP ONE】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 5483-5

18 名 0889-42-3115 0889-42-3116

地域密着型通所介護事業所デイサービス

のじぎく

【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 5163-4

18 名 0889-52-3496 0889-52-3496

リハビリデイサービス

元気屋本舗

【(株)D&H】

〒789-1301

中土佐町久礼 6425-1

10 名 0889-52-3525 0889-52-3526

デイサービスセンター上ノ加江

【(福)かど福祉会】
〒789-1302

中土佐町上ノ加江 277-10

40 名 0889-40-2200 0889-40-2220

デイサービスおおのみ

【(福)大野見福祉会】

〒789-1401

中土佐町大野見吉野 118

10 名 0889-57-2138 0889-57-2735

デイサービスゆるり

【(福)梼原町社会福祉協議会】

〒785-0610

梼原町梼原 1212 番地 2

25 名 0889-65-1800 0889-65-1802

津野町地域密着型通所介護事業所

高原

【津野山養護老人ホーム組合】

〒785-0501

津野町力石 5082

18 名 0889-62-2154 0889-62-2773

津野町地域密着型通所介護事業所

デイサービスセンター

津野ゆの里

【高陵特別養護老人ホーム組合】

〒785-0202

津野町姫野々417-1

18 名 0889-55-2286 0889-55-2122
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■通所リハビリテーション（デイケア）

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、介護老人保健施設や病院・診

療所が、在宅の要介護者等を送迎し、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを提供す

ることで、利用者の心身機能の維持回復を図るものです。

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

デイサービスセンターさくら貝

【(福)明成会】

〒786-0046

四万十町興津 2520-1

15 名 0880-25-0888 0880-25-0885

デイサービスセンター緑林荘

【(福)明成会】

〒786-0018

四万十町仕出原 496-1
40名（月･火･金）

35名（水･木･土）

0880-22-2181 0880-22-2182

リハデイサービス フィット

【(株)アクトワン】

〒786-0013

四万十町琴平町 3-8

35 名 0880-29-6112 0880-29-6113

リハ・トレスタジオ リブート

【(株)アクトワン】

〒786-0013

四万十町琴平町 3-8

15 名 080-4174-5140 0880-29-6113

デイサービスひなた

【(医)高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 4-30

20 名 0880-22-1206 0880-22-1250

デイサービス結いの里

【(同)早春の泉】

〒786-0032

四万十町影野 80番地イ

15 名 0880-22-8688 0880-22-8688

デイサービスセンター百年荘
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0301

四万十町大正 32-1

35 名 0880-27-1177 0880-27-1178

デイサービスセンターこいのぼり
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0511

四万十町昭和 470-6

18 名 0880-28-5331 0880-28-5060

デイサービスセンターひだまり
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0515

四万十町久保川 41-1

18 名 0880-29-1051 0880-29-1054

デイサービス大井川

【(福)高幡福祉会】

〒786-0532

四万十町大井川 1462-1

15 名 0880-29-1235 0880-29-1237

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

老人保健施設 暖流

【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 4-30

40 名 0889-43-0005 0889-43-0020

ケアビレッジすさき

通所リハビリテーション

【(医)みずほ会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 5741

40 名 0889-43-1166 0889-43-1165

介護老人保健施設アザレア

【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

30 名 0880-22-1112 0880-22-2226

四万十町国民健康保険

大正診療所

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 459-1

10 名 0880-27-0210 0880-27-0288
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■短期入所生活介護（ショートステイ）

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、介護老人福祉施設等が要介護者

等を短期間入所させて、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話や機能訓練を行うことに

より、利用者の心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものです。

■短期入所療養介護（ショートステイ）

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、介護老人保健施設等が要介護者

等を短期間入所させて看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世

話を行うことで、療養生活の質の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものです。

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

特別養護老人ホーム清流荘

【(福)須崎福祉会】

〒785-0028

須崎市上分丙 1758-2

12 名 0889-46-0711 0889-46-0712

特別養護老人ホーム望海の郷

【(福)かど福祉会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 277-10

10 名 0889-40-2200 0889-40-2220

特別養護老人ホーム大野見荘

（休止中）

【(福)大野見福祉会】

〒789-1401

中土佐町大野見吉野 118

0889-57-2138 0889-57-2735

特別養護老人ホーム

梼原ふじの家

【(福)カルスト会】

〒785-0644

梼原町広野 636-4

15 名 0889-65-0070 0889-65-0054

特別養護老人ホーム高原荘

【津野山養護老人ホーム組合】

〒785-0501

津野町力石 5082

10 名 0889-62-2154 0889-62-2773

特別養護老人ホーム葉山荘
【高陵特別養護老人ホーム組合】

〒785-0202

津野町姫野々417

10 名 0889-55-2121 0889-55-2122

特別養護老人ホーム窪川荘
【四万十町】

〒786-0032

四万十町影野 640-2

9 名 0880-22-8811 0880-22-8792

ショートステイひなた（稼働未定）

【(医)高幡会】
〒786-0007

四万十町古市町 4-30

（2 名） 0880-22-1233

特別養護老人ホーム四万十荘

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 576

4 名 0880-27-0680 0880-27-0672

ショートステイなごみ
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0515

四万十町久保川 41-1

6 名 0880-29-1051 0880-29-1054

ショートステイ大井川

【(福)高幡福祉会】

〒785-0532

四万十町大井川 1462-1

10 名 0880-29-1235 0880-29-1237

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

ネオリゾートちひろ病院

【(医)千博会】

〒785-0008

須崎市中町 1-6-25

0889-42-2530 0889-42-2532

高陵病院

【(医)須崎会】

〒785-0014

須崎市横町 1-28

0889-42-2485 0889-40-0125
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■特定施設入居者生活介護

特定施設とは有料老人ホーム・養護老人ホーム等のうち、人員基準、設備・運営の基準を満たし、

申請により県知事の指定を受けた施設のことを言い、入居する要介護者等に対し、特定施設サー

ビス計画にもとづき、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世

話を行い、施設で能力に応じた自立した生活をできるようにするものです。

■小規模多機能型居宅介護

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、事業所の登録者（要介護者等）

に対して、通所を中心に、必要に応じて短期の宿泊や訪問により、入浴・排泄・食事等の介護、調

理・洗濯・掃除等の家事、生活相談や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行いま

す。

また、事業所の登録者については、事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成をはじ

めとするケアマネジメントを担当します。

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

老人保健施設 暖流

【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 4-30

0889-43-0005 0889-43-0020

なかとさ病院

【(医)健美会】

〒789-1301

中土佐町久礼 6614

0889-52-2040 0889-52-3680

四万十町国民健康保険

大正診療所

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 459-1

0880-27-0210 0880-27-0288

介護老人保健施設 あけぼの

【(医)高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 6-12

0880-22-1108 0880-22-1250

老人保健施設アザレア
【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

0880-22-1112 0880-22-2226

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

ケアハウスすさき

【(福)あおば会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 562-1

70 名 0889-43-1700 0889-43-1701

ケアハウスゆるり

＜地域密着型＞

【(福)梼原町社会福祉協議会】

〒785-0610

梼原町梼原 1212-2

9 名 0889-65-1800 0889-65-1802

養護老人ホーム 双名園

【(福)ふるさと自然村】

〒789-1301

中土佐町久礼 5998

100 名 0889-52-2439 0889-52-2437

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

小規模多機能型居宅介護事業所

北の里

【(株)コンフィーライフ】

〒789-1415

中土佐町大野見寺野 109

29 名 0889-40-7401 0889-40-7402

小規模多機能型居宅介護事業所

いちょうの丘笹場

【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 5163-4

24 名 0889-59-0557 0889-52-3496

小規模多機能ホーム香月
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0011

四万十町香月が丘 7-30

29 名 0880-22-5666 0880-22-5667
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■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症（急性期を除く）の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交

流の下、入浴・排泄・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立

した日常生活を営めるようにするものです。

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

シルバーホームおおの郷

【(医)みずほ会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 1136-2

18 名 0889-40-0560 0889-40-0561

グループホームぬっく須崎

【(医)五月会】

〒785-0042

須崎市妙見町 11-6

18 名 0889-43-0510 0889-43-0510

グループホームすさき

【(医)みずほ会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 5741

18 名 0889-43-1181 0889-43-1165

グループホームやまざくらの里

【(福)香南会】

〒785-0024

須崎市安和中ノ川内 693

18 名 0889-40-0333 0889-40-4666

グループホーム新荘の里

【(医)地塩会】

〒785-0022

須崎市下分甲 606-3

18 名 0889-43-0101 0889-43-0101

グループホームふたな

【(福)ふるさと自然村】

〒789-1301

中土佐町久礼 6002-2

18 名 0889-52-3641 0889-52-3642

グループホームいこい

【(福)ふるさと自然村】

〒789-1301

中土佐町久礼 5988

9 名 0889-40-1116 0889-40-1117

グループホームなかとさ

【(医)みずほ会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江 706-1

10 名 0889-54-1666 0889-54-1666

グループホームひのきの里

【(福)香南会】

〒785-0217

津野町黒川字小畑 740-6

12 名 0889-40-2370 0889-40-2371

グループホームゆうき

【(福)香南会】

〒786-0021

四万十町仁井田字コムカイ

199-1

18 名 0880-29-7166 0880-29-7167

グループホーム「やすらぎの里」

【(福)清流会】

〒786-0021

四万十町仁井田 114-1

18 名 0880-22-9508 0880-29-7038

グループホームひだまり
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0515

四万十町久保川 41-1

9 名 0880-29-1051 0880-29-1054

グループホームあゆ
【(有)グループホームあゆ】

〒786-0301

四万十町大正 258-2

9 名 0880-27-0411 0880-27-0421

グループホーム

あさぎり四万十の里

【(福)香南会】

〒786-0010

四万十町窪川字蕨谷 1205-1

18 名 0880-29-6177 0880-29-6188

グループホーム梅の木

【(福)高幡福祉会】

〒786-0532

四万十町大井川 1462-1

18 名 0880-29-1236 0880-29-1237
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■認知症対応型通所介護

認知症の利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、特別養護

老人ホーム等に通ってもらい、入浴・排泄・食事等の介護、生活相談、日常生活上の世話や機能訓

練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消と心身の機能維持、家族の身体的・精神的負

担の軽減を図るものです。

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

老人福祉法の認可を受けた特別養護老人ホームのうち、介護保険法の要する人員の基準、設備・

運営の基準を満たし、申請により県知事の指定を受けた施設です。主な対象者は、常時介護が必要

で、在宅生活が困難な寝たきり高齢者等の要介護者です。

※短期入所生活介護の定員は外数

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

特別養護老人ホーム清流荘

【(福)須崎福祉会】

〒785-0028

須崎市上分丙 1758-2

110 名
短期入所生活介護 12 名

0889-46-0711 0889-46-0712

特別養護老人ホーム望海の郷

【(福)かど福祉会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江

277-10

48 名 0889-40-2200 0889-40-2220

特別養護老人ホーム望海の郷

＜地域密着型＞

【(福)かど福祉会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江

277-10

20 名
短期入所生活介護 10 名

0889-40-2200 0889-40-2220

特別養護老人ホーム大野見荘

【(福)大野見福祉会】

〒789-1401

中土佐町大野見吉野

118

50 名
短期入所生活介護 10 名

0889-57-2138 0889-57-2735

特別養護老人ホーム

梼原ふじの家

【(福)カルスト会】

〒785-0644

梼原町広野 636-4

80 名
短期入所生活介護 15 名

0889-65-0070 0889-65-0054

特別養護老人ホーム高原荘
【津野山養護老人ホーム組合】

〒785-0501

津野町力石 5082

30 名 0889-62-2154 0889-62-2773

特別養護老人ホーム葉山荘
【高陵特別養護老人ホーム組合】

〒785-0202

津野町姫野々417

110 名 0889-55-2121 0889-55-2122

特別養護老人ホーム窪川荘

【四万十町】

〒786-0032

四万十町影野 640-2

70 名
短期入所生活介護 9名

0880-22-8811 0880-22-8792

特別養護老人ホーム

四万十荘

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 576

50 名
短期入所生活介護 4名

0880-27-0680 0880-27-0672

特別養護老人ホーム大井川

＜地域密着型＞

【(福)高幡福祉会】

〒786-0532

四万十町大井川

1462-1

29 名
短期入所生活介護 10 名

0880-29-1235 0880-29-1237

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

デイサービスセンター

ひのきの里

【(福)香南会】

〒785-0217

津野町黒川字小畑 740-6

18 名 0889-40-2372 0889-40-2371
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■介護老人保健施設

介護保険法の規定により人員の基準、設備・運営の基準を満たし、申請により県知事の開設許可

を受けた施設です。主な対象者は、病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリ、

看護・介護を必要とする寝たきり高齢者等の要介護者です。

※通所リハビリテーションの定員は外数

■介護療養型医療施設

病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床以外の病床であって、主として

長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための療養病床で、介護保険が適用される療養

病床（介護療養病床）がある施設のことです。

■介護医療院
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設

サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

事業所名

【運営主体】
所在地 定 員 ＴＥＬ ＦＡＸ

老人保健施設暖流

【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 4-30

72 名
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 40 名

0889-43-0005 0889-43-0020

介護老人保健施設

あけぼの

【(医)高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 6-12

70 名
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 20 名

0880-22-1108 0880-22-1250

介護老人保健施設

アザレア
【(医)川村会 くぼかわ病院】

〒786-0002

四万十町見付 902-1

53 名
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 30 名

0880-22-1112 0880-22-2226

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

四万十町国民健康保険

大正診療所

【四万十町】

〒786-0301

四万十町大正 459-1

4 名 0880-27-0210 0880-27-0288

事業所名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

ネオリゾート

ちひろ病院

【（医）千博会】

〒785-0008

須崎市中町 1-6-25

35 名 0889-42-2530 0889-42-2532

高陵病院

【（医）須崎会】

〒785-0014

須崎市横町 1-28

40 名 0889-42-2485 0889-40-0125

介護医療院なかとさ

【(医)健美会】

〒789-1301

中土佐町久礼 6614

24 名 0889-52-2040 0889-52-3680

大西病院介護医療院

【（医）高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 6-12

47 名 0880-22-1191 0880-22-1250
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■ケアハウス（軽費老人ホーム）

６０歳以上で、身体機能の低下や高齢等のため独立して生活するには不安があり、居宅での生

活が困難な高齢者が入所できる施設です。

特定施設入居者生活介護の指定を受けていないケアハウスも必要に応じて、訪問介護等の介護

サービスを利用できますが、介護サービス事業所と別途契約する必要があります。

■有料老人ホーム（住宅型）

老人福祉法の届出施設で一定の年齢以上の方が利用できます。入居時の年齢や提供されるサー

ビス（食事の提供や家事など）の内容については各ホームにより異なります。

必要に応じて、訪問介護等の介護サービスを利用できますが、介護サービス事業所と別途契約

する必要があります。

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

有料老人ホーム

ベテルホームすさき

【(株)べテルホーム】

〒785-0058

須崎市桐間南 15

91 名 0889-42-2100 0889-43-2103

有料老人ホーム

オリーブホーム

【(株)オリーブホーム】

〒785-0058

須崎市桐間南 33

138 名 0889-42-0002 0889-40-0122

有料老人ホーム

どんぐりハウス

【ア・バン・ウン(有)】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 1909-3

10 名 0889-42-8818 0889-42-8818

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

双名園

【(福)ふるさと自然村】

〒789-1301

中土佐町久礼 5998

100 名 0889-52-2439 0889-52-2437

高原荘

【津野山養護老人ホーム組合】

〒785-0501

津野町力石 5082

50 名 0889-62-2154 0889-62-2773

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

ケアハウスすさき

【(福)あおば会】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲 562-1

70 名 0889-43-1700 0889-43-1701

ケアハウスゆるり
【(福)梼原町社会福祉協議会】

〒785-0610

梼原町梼原 1212-2

9 名 0889-65-1800 0889-65-1802

ケアハウス四万十ピア

【(福)清流会】

〒786-0021

四万十町仁井田 114-1

50 名 0880-22-9508 0889-29-7038

■養護老人ホーム

環境上の理由および経済的理由のために自宅において生活が困難な６５歳以上の方が入所で

きる施設です。入所の措置の決定は市町村が行います。

必要に応じて、訪問介護等の介護サービスを利用できますが、介護サービス事業所と別途契約

する必要があります。
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■高齢者生活支援ハウス

地域に居住する一人暮らし及び夫婦世帯の方で、自宅での生活が困難な高齢者に対して安心し

て健康で明るい生活を送れるよう、介護支援機能、居住機能および交流機能を総合的に提供する

施設です。

■生活支援住宅

在宅生活に不安がある高齢者等に対し、小人数で家庭に近い生活環境を提供することにより、

住み慣れた地域で健康的な生活が送れるよう支援することを目的とした住宅です。

■サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連

携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅です。

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

梼原町高齢者生活福祉センター

【梼原町】
〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

8 名 0889-65-1170 0889-65-0379

生活支援ハウス

【（福）梼原町社会福祉協議会】

〒785-0610

梼原町梼原 1212 番地 2

20 名 0889-65-1800 0889-65-1802

高齢者生活支援ハウスなごみ
【（福）しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0515

四万十町久保川 41-1

10 名 0880-29-1051 0880-29-1054

高齢者生活福祉センター

こいのぼり荘
【（福）しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0511

四万十町昭和 470-6

15 名 0880-28-5331 0880-28-5060

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

高齢者安心生活支援住宅

金上野

【四万十町】

〒786-0003

四万十町金上野 1336-1

8 名 0880-22-3900 0880-22-0361

大正生活支援住宅青空
【しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0301

四万十町大正 190-1

8 名
(うちｼｮｰﾄ

1 名)

0880-27-0055

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

有料老人ホーム

どんぐりホーム

【ア・バン・ウン(有)】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙 2298-14

18 名 0889-42-2123 0889-42-2123

有料老人ホームくりの家

【(株)彩雲】

〒785-0024

須崎市安和 1201-54

10 名 0889-40-0551 0889-40-0551

有料老人ホーム仁井田の郷

【(株)高南企画サービス】

〒786-0021

四万十町仁井田 949-3

57 名 0880-22-8180 0880-22-8183

施設名

【運営主体】
所在地 定員 ＴＥＬ ＦＡＸ

サービス付き高齢者向け住宅

ひなた

【（医）高幡会】

〒786-0007

四万十町古市町 4-30

38 名 0880-22-1233 0880-22-1250
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■指定相談支援事業所

障害のある方の自立した生活を支え、一人一人の課題の解決や適切なサービス利用などの相談

に応じ、計画の作成や地域生活への移行などの支援を行います。

■居宅介護指定事業所
訪問介護員等が、自宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生

活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

事 業 所 事業所の種類 主たる対象

名称

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ

一

般

特

定

障

害

児

身

体

知

的

児

童

精

神

須崎市生活支援・総合相談センター

ほっと

【須崎市】

〒785-0007

須崎市南古市町 6-3

0889-40-0358

○ ○ ○ ○ ○ ○

中土佐町相談支援事業所
【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1301

中土佐町久礼 52-2

0889-52-2880
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カルスト会

特定相談支援事業所

【(福)カルスト会】

〒785-0644

梼原町広野 644

0889-65-0287

○ ○ ○ ○

相談支援センターつの

【津野町】

〒785-0202

津野町姫野々431-1

総合保健福祉セン

タ―内

0889-55-2751

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

指定相談支援事業所わらわ

【(福)明成会】

〒786-0006

四万十町東町 4-10

0880-29-0015
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

しまんと町社協

相談支援事業所
【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0004

四万十町茂串町

11-30

0880-22-1195

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ

主たる対象者

身体 知的 児童 精神

須崎市社会福祉協議会

指定訪問介護事業所

【(福)須崎市社会福祉協議会】

〒785-0007

須崎市南古市町 6-3

須崎市立交流ひろ

ばすさき内

0889-42-0789

○ ○ ○ ○

ヘルパーステーション

すまいる須崎

【(有)四国総合介護システム】

〒785-0036

須崎市緑町 1-16

（嶋ハイツ 1Ｆ中央）

0889-42-0277

○ ○ ○ ○

中土佐町訪問介護事業所

【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1302

中土佐町上ノ加江

5163-4

0889-52-3523

○ ○ ○ ○



28

■短期入所指定事業所

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護

等を行う施設です。

■グループホーム（共同生活援助）

共同生活に支障のない障害者が、プライバシーが守られた中で、食事の提供や生活相談などの

援助を受けながら生活する住宅です。外部サービス利用型では、日常生活上の援助や相談に加え

て外部からの居宅介護サービスの利用を、介護サービス包括型では、入浴、排せつ、食事等の介護

を行います。（事業所所在地及びホーム所在地は、防犯上公表していません。）

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ

主たる対象者

身体 知的 児童 精神

介護サービスなごみ梼原事業所

【四国部品(株)】

〒785-0644

梼原町広野 379

0889-65-1200
○ ○ ○ ○

津野町社会福祉協議会

指定訪問介護事業所

【(福)津野町社会福祉協議会】

〒785-0202

津野町姫野々431-1

0889-55-2115

○ ○ ○ ○

しまんと町社会福祉協議会

指定居宅支援事業所くぼかわ

【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0004

四万十町茂串町

11-30

0880-22-1195

○ ○ ○ ○

しまんと町社会福祉協議会

指定居宅支援事業所せいぶ

【(福)しまんと町社会福祉協議会】

〒786-0301

四万十町大正 32-1

0880-27-1177

○ ○ ○ ○

事業所 問合せ先
定

員

主たる対象者
外部サービス

利用型

介護サービス

包括型名 称

【運営主体】
市町 名称 ＴＥＬ 身体 知的 精神

グループホームくすのき
【(福)くすのき】

須崎市 障害者支援施設
くすのき園

088-854-0231
12 ○ ○

ホームまぁぶる
【(医)南江会】

須崎市 一陽病院 0889-40-0633
24 ○ ○

グループホーム リッシュ

【(特非)STEP ONE】

須崎市 (特非)

STEP ONE

0889-42-3115
7 ○ ○ ○

すみれホーム
【(特非)梼原竹ぼうきの会】

梼原町 竹ぼうきの会 0889-65-0320
5 ○ ○ ○ ○

グループホーム笑和
【(福)明成会】

四万十町 笑和 0880-29-0015
9 ○ ○ ○ ○

事 業 所
定

員

併

設

空

床

主たる対象

名称

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ

身

体

知

的

児

童

精

神

障害者支援施設

せせらぎ園

【(福)大野見福祉会】

〒789-1410

中土佐町大野見栂ﾉ川 57

0889-57-2179

1 ○ ○ ○

障害者支援施設

梼原みどりの家

【(福)カルスト会】

〒785-0644

梼原町広野 644

0889-65-0287

8 ○ ○

障害者支援施設

オイコニア

【(福)明成会】

〒786-0021

四万十町仁井田字倉木

462

0880-22-8382

3 ○ ○ ○ ○ ○
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【障害福祉サービス事業所】受給者証の交付を受けている人が利用できる事業所

■障害者支援施設

日常生活の支援が必要な障害のある人が、主として夜間において入浴や食事の介護等を受ける（施

設入所支援）とともに、日中は生活介護等の生活能力向上のための創作活動を行う事業所です。

■就労継続支援(Ａ型・Ｂ型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人が、生産活動等を通じて訓練を行う事業所

です。このうち、Ａ型は雇用契約に基づく就労の機会を提供する事業所で、Ｂ型はそれ以外の事業

所です。

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 事業 定員

主たる対象者

身

体

知

的

精

神

障害者支援施設

せせらぎ園
【(福)大野見福祉会】

〒789-1410

中土佐町大野見

栂ﾉ川 57

0889-57-2179 0889-57-2006施設入所
支援

40
○

生活介護 40

障害者支援施設

梼原みどりの家

【(福)カルスト会】

〒785-0644

梼原町広野 644

0889-65-0287 0889-65-0288施設入所
支援

80
○

生活介護 80

障害者支援施設

オイコニア

【(福)明成会】

〒786-0021

四万十町仁井田

倉木 462

0880-22-8382 0880-22-8271施設入所
支援

50
○ ○ ○

生活介護 54

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 事業 定員

主たる対象

身
体

知
的

精
神

就労支援センター

「らいふ」
【(福)高知県知的障害者育成会】

〒785-0044

須崎市吾井郷乙

1834-3

0889-42-2935 0889-43-9688

継続Ｂ 20 ○

社会就労センター

山ももの家

〒785-0024

須崎市安和

216-1

0889-42-5090 0889-42-5098
継続Ｂ 20 ○ ○ ○

生活介護事業所

山ももの家
【(福)須崎市福祉事業協会】

生活

介護
20 ○ ○ ○

共同作業所 ゆら･ら

【(特非)ゆら・ら】

〒785-0043

須崎市土崎町

2-27

0889-40-0010 0889-40-0010

継続Ｂ 20 ○ ○ ○

多機能型事業所

ＳＴＥＰ ＯＮＥ
【(特非)ＳＴＥＰ ＯＮＥ】

〒785-0030

須崎市多ノ郷甲

5483-5

0889-42-3115 0889-42-3116 生活
介護

10
○ ○ ○

継続Ｂ 30

鰹乃國の萬屋

【(福)中土佐町社会福祉協議会】

〒789-1301

中土佐町久礼

6551-1

0889-52-4303 0889-52-4303

継続Ｂ

15

○ ○ ○
〒789-1301

中土佐町久礼

6551-3

10

竹ぼうきの会
【(特非)梼原竹ぼうきの会】

〒785-0610

梼原町梼原 1437

0889-65-0320 0889-65-0320

継続Ｂ 10 ○ ○ ○



30

■障害者就業・生活支援センター
仕事につきたい人や仕事をしている人の様々な相談・支援を、いろいろな機関と連携して行っています。

■放課後等デイサービス・児童発達支援等
放課後等デイサービスは、就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上の

ための訓練や居場所の提供を行います。

児童発達支援は、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、

集団生活への適応訓練などを行います。

保育所等訪問支援は保育所や幼稚園、認定こども園等集団生活を営む施設を訪問し、集団生活

への適応のために子どもやスタッフへの専門的な支援を行います。

事業所名

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 事業 定員

主たる対象

身

体

知

的

精

神

どんぐり農園グリューネ

【(福)津野町社会福祉協議会】

〒785-0503

津野町芳生野甲

200-2

0889-62-3280 0889-62-3280

継続

Ｂ

10

○ ○ ○

〒785-0202

津野町姫野々431-1

0889-55-2115 0889-55-2119
20

作業所由菜の里

【(特非)由菜の里】

〒786-0012

四万十町北琴平町

4-8

0880-22-3702 0880-22-3702
継続

Ｂ
20 ○ ○ ○

就労継続支援Ｂ型事業所

あさぎり
【(福)さくら福祉事業会】

〒786-0004

四万十町茂串町

1-14

0880-22-4638 0880-22-1808
継続

Ｂ
20 ○ ○ ○

就労継続支援Ｂ型事業所

やまびこ

【(福)さくら福祉事業会】

〒786-0301

四万十町大正 190

0880-29-4777 0880-29-4778
継続

Ｂ
20 ○ ○ ○

就労継続支援多機能型事業所

しまんと創庫

【(有)西宮物産】

〒786-0017

四万十町神ノ西

1229-2

0880-22-3741 0880-22-0718 継続

Ａ
10

○ ○ ○
継続

Ｂ
20

名称

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

障害者就業・生活支援センター

こうばん

【(福)太陽福祉会】

〒785-0059

須崎市桐間西 46

0889-40-3988 0889-40-3977

名 称

【運営主体】
所在地 ＴＥＬ 事業 定員

通所支援

ベルテール須崎園
【 (一 社 )チ ャ イ ル ド ラ イ フ 】

〒785-0033

須崎市大間西町 1-9

0889-59-0111 放課後等デイ

10

COMPASS 発達支援センター須崎

【(株)三葉】

〒785-0036

須崎市緑町 9-27

須崎保岡ビル２Ｆ

0889-43-9328 放課後等デイ

児童発達支援 10

なちゅら
【(医)五月会】

〒785-0036

須崎市緑町 7-12

0889-59-1770 放課後等デイ

保育所等訪問支援

児童発達支援
10
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■母子保健や子育てに関する相談窓口

市

町
名称 住所 TEL

須

崎

市

子育て世代包括支援センター

「カンガルーのぽっけ」

〒785-8601

須崎市山手町 1番 7号

（須崎市総合保健センター１階）

0889-42-1280

子育て支援センター

「はっぴいぽけっと」

〒785-8601

須崎市山手町 1番 7号

（須崎市総合保健センター３階）

0889-42-1280

中

土

佐

町

子どもセンター 〒789-1301

中土佐町久礼 6551-1

（旧久礼保育所）

0889-52-2533

子育て支援センター

「はぐ」

梼

原

町

ゆすはら子育て世代包括支援センター 〒 785-0612

梼原町川西路 2320 番地 1

0889-65-1170

子育て支援センター

「カンガルーのおなか」

〒785-0610

梼原町梼原 1212 番地２

（雲の上図書館内）

0889-65-1350

津

野

町

子育て世代包括支援センター

「ほっとはぐ」

〒785-0202

津野町姫野々431-1

0889-55-2151

子育て支援センター

「つのっこルーム」

〒785-0201

津野町永野 267 番地 1

（認定こども園にじいろ園内）

0889-62-2258
(教育委員会 高橋)

0889-55-2234
(つのっこルーム)

四

万

十

町

子育て世代包括支援センター

「楓」

〒786-8501

四万十町琴平町 16-17

（四万十町役場東庁舎健康福祉課内）

0880-22-3115

四万十町窪川

地域子育て支援センター

〒786-8501

四万十町北琴平町 10-7

0880-22-2525
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■あったかふれあいセンター
年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に集い、必要なサービスを受けることができる地域

福祉の拠点です。

市

町
名称 活動内容 実施場所・問合せ先 運営主体

須

崎

市

あったかふれあいセンター

「まちなかサロン」

（８店会）
見守り訪問、相談、いきいき・

かみかみ百歳体操、ボランティ

アによるレクレーション､絵手

紙､高齢者と小学生の交流など

8 店 会：月～金

しんまち：火・木・金

山 手 町：水

〒785-0012

須崎市西糺町 4-18

（元ゆたかＰ横）

須崎市社会福祉協議会

TEL 0889-42-0736
(福)須崎市

社会福祉協議会
「まちなかサロン」

サテライト

（しんまち）

〒785-0003

須崎市新町 1-4-1

（フラワーガスさんの隣）

「まちなかサロン」

サテライト

（山手町）

〒785-0031

須崎市山手町 4

（山手町集会所）

あったかふれあいセンター

「あったかサロン

さんぽ」

気軽に集え、自由に過ごしなが

ら交流できる場所。百歳体操や

レクリエーションなども行い

ます。月～金 9：00～16：00

〒785-0162

須崎市浦ノ内東分

168-32

浦ノ内公民館

TEL 0889-49-0311

浦ノ内地域自

主組織

あったかふれあいセンター

「あわ」

気軽に集い、おしゃべりして笑

える場所。体操やおじゃみ・布

ぞうり作りなどのレクリエー

ションなども行います。月～金

10：00～16：00

〒785-0024
須崎市安和 905

TEL 0889-59-1595
集落活動セン

ターあわ

中

土

佐

町

あったかふれあいセンター

「まんまる」

誰もが自由に気軽に日中過

ごすことができる場所です。

相談、訪問活動も行います。

月～金

〒789-1301

中土佐町久礼 6551-1

TEL 0889-52-2258

（中土佐町こどもセンター敷地内）

(福)中土佐町

社会福祉協議会

あったかふれあいセンター

「寄り家」

〒789-1302

中土佐町上ノ加江2642

TEL 0889-54-0335

（あったかふれあいセンター「寄り家」）

あったかふれあいセンター

「ほのぼの大野見」

〒789-1401

中土佐町大野見吉野

234

TEL 0889-57-2217

（大野見保健福祉センター）
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市

町
名称 活動内容 実施場所・問合せ先 運営主体

津

野

町

あったかふれあいセンター

｢風のさと｣

介護予防体操、レクレーショ

ン、趣味活動、軽スポーツ、

学習会、子どもとの交流、地

域交流事業など

拠点：月～金

鶴松の風：火

いらずのさと：木

いちょうの郷：月

【実施場所】

〒785-0202

津野町姫野々433-2

津野町立図書館かわうそ館

【問合せ先】

〒785-0202

津野町姫野々431-1

津野町総合保健福祉センター里楽内
津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

（社協）

TEL 080-2983-7804

(福)津野町

社会福祉協議会

｢風のさと｣

サテライト

（鶴松の風）

〒785-0211

津野町白石 1426-1

集落活動センターしらいし

あったかふれあいセンター

「星のさと」

〒785-0503

津野町芳生野甲 111

津野町老人福祉センター

津野町社会福祉協議会

(西支所)

TEL 0889-62-2224

「星のさと」

サテライト

（いらずのさと）

〒785-0411

津野町船戸 1310

集落活動センターふなと

｢星のさと｣

サテライト

（いちょうの郷）

〒785-0504

津野町芳生野乙 810

奥四万十の郷

四

万

十

町

あったかふれあいセンター

「くぼかわ」

見守り､訪問､相談､生活支援､

送迎等を実施。

月～金

サテライト１９カ所（２ヶ月に１回）

〒786-0013

四万十町琴平町 3-8

TEL 0880-29-6112
(株)アクトワン

あったかふれあいセンター

「やまびこ」

日中の預かり､見守り､訪問､

相談､生活支援､送迎等を実

施。

月～金

サテライト１０カ所（１～２ヶ月に１回）

〒786-0301

四万十町大正 190

TEL 0880-29-4888
(福)さくら福

祉事業会

あったかふれあいセンター

「十和」

見守り､訪問､相談､生活支援､

送迎等を実施。

月～金

サテライト５カ所（月に１～２回）

〒786-0511

四万十町昭和 502-2

TEL 0880-28-5166

(特非)

地域支援の会
さわやか四万十



34

■介護予防/高齢者の生きがい、健康づくり

市

町
名称 対象者 内容 実施場所・問合せ先

須

崎

市

地域の集い

特に規定なし

(高齢の方の

参加が多い)

いきいき百歳体操、かみか
み百歳体操などを実施
毎週 1～2回
※開催日・時間・実施メニ
ューは地区により異なる

地区の公民館・集会所等

67ヶ所

須崎市長寿介護課長寿支援係

TEL 0889-42-1205

ゆうゆう大学

運動機能低下

が見られる虚

弱高齢者を含

む 65 歳以上

の高齢者

理学療法士、看護師、歯科
衛生士の指導のもといきい
き百歳体操やインターバル
速歩を実施。
卒業後は地域の集いで継続
して体操を行う。
1クール週 1 回 12～18 週実施

須崎市長寿介護課長寿支援係

TEL 0889-42-1205

中

土

佐

町

元気塾

概ね 65 歳以
上で開催場所
まで来られる
方

高齢者の健康づくり、生き
がいづくりのため、自分た
ちのやりたいことを自分た
ちで行っている
月 2回 10:00～15:00

各地区の集会所等 7塾

中土佐町地域包括支援センター

TEL 0889-52-3352

貯筋クラブ
65 歳以上で
開催場所まで
来られる方

いきいき百歳体操、かみか

み百歳体操、しゃきしゃき

百歳体操など

週 1～2回

各地区の集会所等 26 グループ

中土佐町地域包括支援センター

TEL 0889-52-3352

梼

原

町

いきいき百歳体操
概ね 65歳

以上の高齢者

地域住民が中心となってい

きいき百歳体操を自主的に

運営している。

開催頻度は地区により異な

る。

集会所や地区の交流センター

など 19 会場

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

いきがいディサービス

（いきいきふれあい広場）
上記同様

各地区の運営委員の指導に

より、体操やレクレーション

活動などを実施

月 1回程度、送迎有

各地区(6 区)で開催

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

宅老所 上記同様

各地区の住民による、体操や

レクリエーション活動など

を実施

月 1～2 回程度

町内 2ヶ所で開催

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

あゆみの会
脳卒中の後遺

症のある方

ボランティアの協力で動作

訓練や作業療法などの機能

訓練

支援センターや町外研修

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

フィットネス 特に規定なし
機器を使用した筋力トレー

ニングや、リラクゼーション

等

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

梼原町社会福祉協議会

「YURURIゆすはら」
ゆ る り

TEL 0889-65-1800

津

野

町

里楽パワーリハビ

リテーション教室

運動機能の

低下がみられ

る高齢者

マシンを活用した運動とセ

ラバンド体操等の集団指導

津野町総合保健福祉センター

「里楽」

津野町地域包括支援センター

TEL 0889-62-2317

地域サロン 特に規定なし

地区の集会所等でセラバン
ド体操やレクレーション活
動、学習会等

開催回数、送迎の有無は地区

により異なる

町内 35 ヶ所

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115
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■障害者の交流、生きがいづくり

市

町
名称 対象者 内容 実施場所・問合せ先

四

万

十

町

高齢者筋力向上

トレーニング事業

（パワーリハ教室）

運動機能低下

が見られる虚

弱高齢者を含

む 65 歳以上

の高齢者

筋力トレーニング機器を使
用した筋力トレーニングや
ストレッチ体操等

週 2回×3ヵ月

十和高齢者生活福祉センター

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518

高齢者運動教室

（しゃきしゃきクラブ）

運動機能低下

が見られる虚

弱高齢者を含

む 65 歳以上

の高齢者

筋力運動（いきいき百歳体

操）、ストレッチ体操、介護

予防講話（栄養、口腔等）を

実施する。

週１回×3ヵ月

各地区の集会所

四万十町地域包括支援センター

TEL 0880-22-3385

四万十町地域包括支援センター大正支所

TEL 0880-27-1212

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518

宅老所
概ね 65歳

以上の方

地区のボランティアにより

概ね週 1回運営。集会所等に

集い、体操やレクリエーショ

ン等を行う。

地区の集会所等 14 ヶ所

四万十町地域包括支援センター

TEL 0880-22-3385

四万十町地域包括支援センター大正支所

TEL 0880-27-1212

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518

運動自主グループ

運動機能低下

がみられる虚

弱高齢者を含

む 65 歳以上

の高齢者

集会所等に自主的に集まり、

筋力運動（いきいき百歳体

操）等を継続して行う。

地区の集会所等 18 ヶ所

四万十町地域包括支援センター

TEL 0880-22-3385

四万十町地域包括支援センター大正支所

TEL 0880-27-1212

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518

シルバー大学
概ね 60歳

以上の方

講演会、グランドゴルフ等の

スポーツ、各種講座

四万十町教育委員会

生涯学習課

TEL 0880-22-3576

市

町
名称 対象者 内 容 場所・問合せ先

須

崎

市

スポレク

障害のある方等

スポーツを通じた、社会参加活動
須崎市社会福祉協議会

TEL 0889-42-0736
料理教室 調理実習を行い生活訓練をする

中

土

佐

町

地域活動支援センター

つどい処
障害のある方等

障害のある方に創作的活動又は生

産活動の機会を提供したり、交流

活動も行います。

〒789-1301

中土佐町久礼 52-2

中土佐町社会福祉協議会

TEL 0889-52-2880

障害児長期休暇支

援事業
障害児

春、夏休みの火、水、木に交流体験

を行います。

中土佐町地域活動支援センター

つどい処

TEL 0889 ｰ 52 ｰ 2880

梼

原

町

地域活動支援センター

あおぞら
地域の障害者

地域の実情に応じ、創作活動や生

産活動の機会の提供、社会との交

流等の支援を行います。

(特非)梼原竹ぼうきの会

TEL 0889-65-0320

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170
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市

町
名称 対象者 内 容 場所・問合せ先

津

野

町

わきあいあい広場 障害者
昼食づくり、レクレーション、お出

かけなど

津野町総合保健福祉センター

ほか

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

障がい児長期休暇

支援事業
障害児

長期休暇期間中に計14日間の交流

体験

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

津野町地域活動

支援センター
障害者

障害のある人に創作的活動や生産

活動の場を提供し、社会との交流

を促し、地域生活を支援する。

〒785-0202

津野町姫野々431-1

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

四

万

十

町

地域活動支援セン

ターやまびこ
障害のある方

地域で生活する障害のある人に、

状況に応じて創作活動や、生産活

動の機会を提供

四万十町大正 190

TEL 0880-29-4888

ほっとサロン

（窪川・大正・十和）

障害のある方や

障害への理解を

深めたい方

障害者、家族等が参加し、学習会、

調理実習、創作活動等を開催

窪川･大正･十和地域(3ヵ所)

四万十町(健康福祉課・町民生活課)

本庁 TEL 0880-22-3115

大正地域振興局 TEL 0880-27-0112

十和地域振興局 TEL 0880-28-5112

ボランティア団体
「Do ネットワーク」

精神障害者等に

対するボランテ

ィア活動に興味

がある方

精神障害者の作業所支援やレクリ

エーション、交流活動を通し、社会

参加のための支援を行う。

代表：牧野秀男

TEL 0880-22-5156

FAX 0880-22-5156



37

■見守り支援

市

町
事業名 対象者 内容 問合せ先

須

崎

市

高齢者緊急通報

システム事業

ひとり暮らし等の

高齢者

緊急通報システムを貸与し、電話

による定期的な安否確認や、緊急

時（急病や災害時）の対応をしま

す。

須崎市長寿介護課

長寿支援係

TEL 0889-42-1205

障害児・者

地域支え合い事業
障害のある方等

登録利用者の知人等で介護者を承

認登録した者は、自宅または、通院

や行事等の外出時に介護サービス

を提供することができる。

須崎市福祉事務所

TEL 0889-42-1207

中

土

佐

町

緊急通報サービス

概ね65歳以上の独
居虚弱高齢者、概
ね75歳以上の虚弱
高齢者、身体障害
者（又はこれに準
ずる世帯）

自宅に緊急通報装置を設置して、

緊急時の対応や日常生活の安否確

認を行う。

中土佐町健康福祉課

TEL 0889-52-2662

梼

原

町

梼原町高齢者

見守りシステム

事業

80 歳以上の独居高

齢者

1，2 級の身体障害

者手帳所持の単身

世帯

人の動きを感知するセンサーを住

宅(3 ｶ所)に設置し、一定（4 時～

11 時 30 分）反応がない場合登録さ

れた通報先と保健福祉課に警報メ

ールが届く

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

梼原町地域自立

生活支援事業

65 歳以上の独居高
齢者・高齢世帯で
あり認知症を有し
ている方

自宅を定期訪問し、生活状態の把

握や生活相談、緊急対応を要する

世帯の把握により早急な対応など

を行うことで介護予防や孤立化予

防に繋げる。

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

津

野

町

緊急通報体制

整備事業

独り暮らしの高齢

者や障害者

緊急通報装置を利用して、緊急時

（急病や災害時）に迅速な対応を

します。

津野町介護福祉課

TEL 0889-62-2313

安心安全見守り

台帳整備
同上

福祉パトロールにより、緊急時の連絡

先やかかりつけ医等の情報を得て台帳

化。関係者の支援に役立てる。

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

四

万

十

町

地域支え合い

ネットワーク

事業

概ね75歳以上の方

のうち独居、高齢

者世帯、障害等に

より地域での見守

り支援が必要な方

緊急時の連絡先やかかりつけ医等

の情報を記載した「安心カード」を

配布し、電話の傍に置いてもらう。

情報は「見守り台帳」として、区長

や民生委員、警察、消防、社協、あ

ったかふれあいセンター、役場（地

域包括支援センター）が共有し、緊

急時や災害時等の支援がスムーズ

にできるようにする。

四万十町地域包括支援センター

TEL 0880-22-3385

四万十町地域包括支援センター大正支所

TEL 0880-27-1212

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518
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■日常生活支援

市

町
事業名 対象者 内容 問合せ先

須

崎

市

日常生活用具

給付事業

①防火等の配慮が必要な

ひとり暮らし高齢者、低

所得の寝たきり高齢者等

②低所得のひとり暮らし

高齢者等で安否の確認を

行う必要が認められる方

①電磁調理器、自動消

火器を給付

②福祉電話を貨与する

須崎市長寿介護課

長寿支援係

TEL 0889-42-1205

中

土

佐

町

見守り・配食事

業

一人暮らし高齢者等
（要支援・要介護・事業対
象者）

自宅まで昼食を配達し
栄養改善と見守りを行
う。
一食 350 円

中土佐町健康福祉課

TEL 0889-52-2662
寝具洗濯乾燥

消毒サービス

布団を干すことが困難な
世帯の方、介護認定 3以上
の方で在宅で介護を受け
ている方、身体障害者（又
はこれに準ずる世帯）

寝具一式の洗濯・乾燥・
消毒を行う。（8月に実
施）

梼

原

町

地域支えあい

活動

「つむぎあい」

協力会員：どなたでも
利用会員：高齢者や障害者
等

介護保険などの公的ｻｰ
ﾋﾞｽのみでは解決できな
い小さな困りごとを地
域の力で解決するため
の活動。ボランティアが
30 分程度の小さな援助
を行う。

梼原町社会福祉協議会

TEL 0889-65-1235

在宅生活おうえ

ん事業(ヘルプ）

概ね 65 歳以上の独居高齢
者、高齢世帯で、介護サー
ビスやその他の福祉サー
ビスの該当にならない者。
または、利用してもなお日
常生活上の支援が必要な
者。

食事等生活の必需品の
買い物・調理、洗濯、布
団干し、掃除など

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

津

野

町

ほっとサービス
在宅の一人暮らし高齢者、
高齢者世帯等

暮らしの困りごとをボ
ランティアの力で解決
する。剪定、庭の草引き
など

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

配食サービス

事業

在宅の一人暮らし高齢者
や高齢者世帯、調理困難な
高齢者世帯

病気や障害等により食
事の調理が困難な方に
昼食の配達を行うとと
もに安否確認を行う。

津野町介護福祉課

TEL 0889-62-2313

ふれあい配食

サービス
一人暮らし高齢者等

ボランティアによる昼
食弁当の調理、配達
東地区月 4回、西地区月
3回 訪問した時の話し
相手、安否確認

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

地域の応援隊

「和」
なごみ

地域住民（会員）同士が対
等の立場で、お互い困った
時に助け合う(有償)。そし
て、そうした活動を通じ
て、安心して暮らせる｢心
豊かな地域社会｣を構築す
る。（年会費 1口 500 円）

掃除･洗濯等の家事援
助、食事・通院外出等の
介助、その他代筆・草引
き・障子貼り等々。剪定
や配食等の請負も行う。
利用料はサービス支援
の内容により異なる。

事務局：〒785-0202

津野町姫野々392-8

TEL 0889-55-2966
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市

町
事業名 対象者 内容 問合せ先

四

万

十

町

軽度生活援助

事業

要介護認定非該当の方等
で概ね 65 歳以上の独居、
高齢者夫婦等の世帯で、
障害や病弱のため家事等
が困難な方

援助員が訪問して介護保
険給付以外の家事等の援
助を行う。
（週 2 回、1 時間の範囲
内、利用料：15 分あたり
100 円）

高齢者支援課 0880-22-3900

大正地域振興局 0880-27-0112

十和地域振興局 0880-28-5112

配食サービス

事業

・食事の確保が困難な高
齢者、障害者等
・要支援や事業対象者で、
低栄養状態もしくは見守
りが必要な高齢者

自宅まで食事を配達し、
安否確認を行う。利用料
は一食につき 350 円～。

高齢者支援課 0880-22-3900

大正地域振興局 0880-27-0112

十和地域振興局 0880-28-5112

訪問入浴サービス

事業
居宅で寝たきりの身体障
害者手帳をお持ちの方

訪問入浴でなければ入浴
が困難な身体に障害のあ
る方に、訪問入浴車によ
り居宅を訪問し入浴サー
ビスを提供する。

健康福祉課 0880-22-3115

大正地域振興局 0880-27-0112

十和地域振興局 0880-28-5112

在宅介護手当
寝たきり、認知症の在宅
介護者（一定の要件あり）

月額２万円の手当を支給

高齢者支援課 0880-22-3900

大正地域振興局 0880-27-0112

十和地域振興局 0880-28-5112
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■移動支援
市

町
事業名 対象者 内容 問合せ先

須

崎

市

高齢者等福祉

タクシー事業

・実施要綱で規定された地域に
居住し、かつ、車を運転しない
70 歳以上の高齢者
・居宅介護サービスを受けるこ
とができる者のうち、要介護 4
以上かつ、日常生活度ランク B2
以上の者

交通不便地区の高齢
者等の社会参加を促
進するため、タクシ
ー券を交付する。

須崎市長寿介護課

長寿支援係

TEL 0889-42-1205

障害者福祉タ

クシー等事業

須崎市に住民票があり、下記の
(1)から(3)のいずれかに該当
する方。ただし、高齢者等福祉
タクシーチケットの交付を受
けている方は除きます。
(1) 身体障害者手帳の交付を

受けた方で、次のアからエ
のいずれかに該当する方
ア 視覚障害の級別 2級
以上
イ 下肢若しくは体幹の
障害の級別 3級以上

ウ 障害等級が1級若しく
は 2級で、かつ、下肢若
しくは体幹の障害の級
別 4級以上

エ じん臓機能障害の級
別が1級で現に人工透析
治療中

オ 移動機能障害の級別
３級以上

(2) 療育手帳の交付を受けた
方で、障害程度が A(A1,A2)
の方

(3) 精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けた方で、障害
等級が 1級の方

重度心身障害者(児)
の社会活動の範囲を
広め、福祉の増進を
図るため、タクシー
券を交付する。

須崎市福祉事務所

障害福祉係

TEL 0889-42-1207

予約型乗合

タクシー事業

運行コース沿道の多ノ郷北

部地区（田ノ地、多ノ郷和田、

宮ノ上・中・下、中ノ川内、

堂ケ奈路、東川内、竹ノ川、

西生）の住民

田ノ地（月曜日）、

堂ケ奈路（水曜日）

及び西生（金曜日）

の 3 コースを各曜

日に 1 日当たり２

往復運行。

乗降場所は、コース

毎に定めており、最

終行き先はマルナ

カ須崎店。

利用料は 300 円又

は 200 円（乗降場所

による。）

須崎市企画情報課

TEL 0889-42-5691
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市

町
事業名 対象者 内容 問合せ先

中

土

佐

町

バス・パス

(高齢者等外出

支援・路線バス

無料化事業)

①65 歳以上の方
②介護保険の 2号被保険者で
要介護認定を受けた者
③身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けた方、又は、自
立支援医療受給者証（精神通
院）、特定医療費（指定難
病）受給者証、小児慢性特定
疾病医療受給者証の交付を受
けた方、もしくは、特別児童
扶養手当の支給対象である児
童
④移動支援事業利用者又は障
害福祉サービスの支給決定を
受けた障害者が事業を利用し
て外出する際、委託事業所よ
りヘルパーとして派遣された者

中土佐町路線バス無
料乗車証を交付する。
(高知高陵交通、四万
十交通バス路線のう
ち、本町が補助対象と
している路線を無料
で利用できる。)

中土佐町健康福祉課

TEL 0889-52-2662

福祉タクシー

チケット交付

(高齢者等外出

支援・福祉タク

シー事業)

①80 歳以上の高齢者の方
②要介護度が 4以上の方
③身体障害者手帳の等級が１
級若しくは 2級の方、又は視
覚の障害の等級が 3級の方
④療育手帳 A1、A2 の方
⑤精神障害者保健福祉手帳が
1級の方
※世帯において町税・介護保
険料・水道料・町営住宅使用
料・保育料・後期高齢者医療
保険料・町有地貸付料・老人
保護措置費負担金の滞納のな
い方で、町内に住所を有し、
在宅の方に限ります。施設に
入所中の方は対象外です。
（※病院に入院中の方は、交
付できます。）

対象者一人に対し
580 円分のタクシーチ
ケットを交付

居住地から庁舎
（中土佐・大野見）ま
での距離
・5キロ未満…20枚
・5キロ以上 10キロ未
満…30 枚
・10 キロ以上…40 枚

中土佐町健康福祉課

TEL 0889-52-2662

障害者外出応援

事業

・身体障害者手帳、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者であって、

中土佐町が定めるそれぞれの

障害の程度に該当する者

※入所施設への入所者以外

で、町税･介護保険料･水道

料･町営住宅使用料･保育料･

後期高齢者医療保険料・町有

地貸付料・老人保護措置費負

担金の滞納のない方に限りま

す。

対象者一人に対し
年間 11,600 円（580 円
券 20 枚）を交付する。
このチケットは協力
機関においてタクシ
ー料金またはガソリ
ン代金の一部として
して使用することが
できる。

中土佐町健康福祉課

TEL 0889-52-2662
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■住まいの支援

市

町
名称 室数 対象者 所在地 問合せ先

梼

原

町

福祉の館 6室

概ね 60 歳以上の高齢者、障
害者であって、日常生活
（衣・食・入浴・排泄）が自
立しており、生活上の判断な
ど自己の責任でできる方

〒785-0610
梼原町梼原 1437

福祉の館運営協議会

TEL 0889-65-0002

高齢者生活

福祉センター
8室 概ね 65 歳以上の者であっ

て、高齢等のため独立して

生活するのに不安がある者

〒785-0612
梼原町川西路

2320-１ 梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170
生活支援ハウス 18室

（20 名）

〒785-0610
梼原町梼原 1212-2

高齢者合宿施設

(生活福祉センタ

ーを除く)

各 1 室
（2ヶ所）

住宅に困窮している場合

松原区・四万川区

（他にも 6 ヶ所の

合宿施設があり、

宿泊も可能だが個

室はない）

梼原町総務課

TEL 0889-65-1111

市

町
事業名 対象者 内容 問合せ先

梼

原

町

雲の上いきいき

チケット事業

75 歳以上の高齢者、1，2，3

級の身体障害者、療育手帳、

精神保健福祉手帳の交付を受

けている方で運転免許を持っ

ていない方

健康づくりの推進を

目指し、高齢者や障

害者が定期的に病院

受診など健康管理が

できるよう、タクシ

ー費用の一部を助成

する。

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

公共交通空白地

有償運送
初瀬区、松原区の区民全員

通院や買い物などの

移動手段の方法とし

て実施。タクシー代

の半額以下の運賃を

設定

(初瀬区)

TEL 080-2989-2213

(松原区)

TEL 080-2989-0286

津

野

町

福祉タクシー

利用事業

①1～3 級の身体障害者手帳、
A1･A2 の療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方
②満年齢 80 歳以上の方

利用対象者が通院や

会合等にタクシーを

利用する場合に、年

間 14，400 円分（100

円券 144枚）を助成す

る。

津野町介護福祉課

TEL 0889-62-2313

町民課 (55-2314)

総合保健福祉センター(55-2151)

でも交付しています。

四

万

十

町

福祉タクシー・

バス事業

・80 歳以上の方
・身体障害者手帳 1～2級の方
・療育手帳 A1、A2 の方
・精神障害者保健福祉手帳
1～2 級の方

・65 歳以上の運転免許返納者

タクシー及び路線バ
スの利用券を助成

居住地から役場（大正・十和は

各振興局）までの距離

・5キロ未満…6,000 円／年

・5～10 キロ…9,000 円／年

・10 キロ以上…12,000 円／年

四万十町健康福祉課

TEL 0880-22-3115

四万十町高齢者支援課

TEL 0880-22-3900

大正地域振興局町民生活課

TEL 0880-27-0112

十和地域振興局町民生活課

TEL 0880-28-5112

医療機関等外出

支援サービス事

業

概ね 65 歳以上の独居、高齢者
夫婦等の世帯で障害や病弱の
ため外出支援が必要な方

大正、十和地域の医

療機関(診療所、歯科

医院)への送迎

四万十町地域包括支援センター大正支所

TEL 0880-27-1212

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518
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市

町
名称 室数 対象者 所在地 問合せ先

津

野

町

ふれあい住宅 9室

65 歳以上の高齢者又は心

身に何らかの障害を持つ者

で住環境に困窮している者

〒785-0501

津野町力石

4653-1

津野町介護福祉課

TEL 0889-62-2313

四

万

十

町

高齢者安心生活

支援住宅

金上野

8室
概ね 65 歳以上の高齢者で生

活保護若しくは住民税非課

税世帯の方（要件あり）

〒786-0003

四万十町金上野

1336-1

TEL 0880-22-3900

FAX 0880-22-0361

大正生活支援住宅

青空
8室

独居、高齢者世帯等のうち、

要支援～要介護 2 の認定者

で、在宅生活に不安がある方

等

〒786-0301

四万十町大正

190-１

TEL 0880-27-0055

高齢者生活

支援ハウス

なごみ

10室

概ね 65 歳以上の独居又は夫

婦のみの世帯で、高齢等のた

め独立での生活に不安のあ

る方

〒786-0515

四万十町久保川

41-1

TEL 0880-29-1051

FAX 0880-29-1054

高齢者生活

福祉センター

こいのぼり荘

11室
（15人）

概ね 65歳以上の独居又は

夫婦のみの世帯で、高齢等

のため独立での生活に不安

のある方

〒786-0511

四万十町昭和

470-6

TEL 0880-28-5331

FAX 0880-28-5060



44

市

町
名称 活動の概要 事務局（問合せ先）

須

崎

市

さくらの会

（認知症家族会）

毎月第 1火曜日午後の定例会での交流、

情報交換、農園活動、研修や講演会の開催

須崎市地域包括支援センター

TEL 0889-42-1206

須崎市身体障害者連合

会

障害者大会、スポーツ大会等への参加、

月 1回の役員会、総会等

須崎市社会福祉協議会

TEL 0889-42-0736

須崎市手をつなぐ育成

会

（障害児の親の会）

勉強会、レクレーション大会の実施

随時の役員会、総会等

須崎市社会福祉協議会

TEL 0889-42-0736

須崎市双葉会
（精神障害者家族会）

当事者や家族の悩みや不安を話し合った

り、病気や生活について勉強会を行ってい

る

須崎市健康推進課

TEL 0889-42-1280

傾聴ボランティア

活動

傾聴研修修了者が市内希望グループホーム

やカフェで傾聴活動を行う

須崎市地域包括支援センター

TEL 0889-42-1206

ゆら・らお茶会
認知症のことを知りたい人、認知症に対す

る不安がある人、その家族、その他関係者が

集まり、気軽に悩み事の交換ができる場。ゆ

ら・らお茶会（第 3火曜日）、ささえ愛（月

1回土曜日）

ゆら・らお茶会
須崎市地域包括支援センター

TEL：0889-42-1206

ささえ愛

ささえ愛

須崎市社会福祉協議会

TEL：0889-42-0736

精神障害者とともに

歩む会

精神障害者や家族が地域でいきいきと生活

できる須崎市の実現をめざし、ともに支え

合いながら活動していくことを目的とす

る。精神障害者とともに学習会や交流会を

開催

須崎市福祉事務所

障害福祉係

TEL 0889-42-1207

中

土

佐

町

にこにこぼちぼち

カフェ（上ノ加江）

認知症に対する不安のある人、その家族、そ

の他関係者などが集まり、気軽に悩み事の

相談など情報交換ができる場

月 2 回、上ノ加江地区(第 4 木曜日)、大野

見地区(第 1 水曜日)、久礼地区（第 3 火曜

日）で開催

※開催日は変更の場合あり

中土佐町地域包括支援センター

TEL 0889-52-3352

上ノ加江：あったかふれあいセンター寄り家

TEL 0889-54-0335

大野見：あったかふれあいセンターほのぼの大野見

TEL 0889-57-2217

久礼：あったかふれあいセンターまんまる

TEL 0889-52-2258

ひだまり（大野見）

あったカフェ（久礼）

中土佐町障害者協議会

会員同士及び他団体との交流を深め、社会

参加と仲間づくりにより生活の活性化と障

害者福祉の向上を図っていく自主組織

中土佐町社会福祉協議会

TEL 0889-52-2058

梼

原

町

梼原げらげら家族会

（認知症家族会）

月 1 回の定例会・認知症等に関する学習会

の開催

掛橋培子

TEL 0889-65-0312

梼原町身体障害者連盟
総会に併せた研修会、運動会、福祉大会への

参加、会員同士の交流

梼原町社会福祉協議会

TEL 0889-65-1235

手をつなぐ親の会

（障がい児の親の会）

知的障がい児（者）の親たちを対象とし、子

どもの社会参加を図る研修などの活動を行

なっている

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170

精神障害者家族会

年数回の学習会を開催し障害への理解や社

会参加につなげるための活動などを行なっ

ている

梼原町保健福祉課

TEL 0889-65-1170
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市

町
名称 活動の概要 事務局（問合せ先）

津

野

町

障がい(児)者連合会

会員相互の連絡提携を図り、障がい

(児)者の厚生・福祉の増進を目的とす

る。

障害者福祉大会、スポーツ大会等への

参加等。

津野町社会福祉協議会

TEL 0889-55-2115

精神保健家族会

（休会中）

当事者や家族の悩みや不安を互いに話

し合ったり、病気のことや生活のこと

を勉強する機会を作っている。

津野町健康福祉課

（総合保健福祉センター）

TEL 0889-55-2151

四

万

十

町

認知症家族の会

認知症の人を介護している家族、介護

経験者等の交流や勉強会等を行い、在

宅介護を支援する。

四万十町地域包括支援センター

TEL 0880-22-3385

四万十町地域包括支援センター大正支所

TEL 0880-27-1212

四万十町地域包括支援センター十和支所

TEL 0880-28-5518

四万十町家族会

ほほえみ

(精神障害者家族会）

当事者家族の悩みや相談事など、なん

でも話し合える集いの場を定期的に開

催している。

(特非)由菜の里

TEL 0880-22-3702

「ダウン症」親の会

（休止中）

ダウン症の子を持つ親同士での情報交

換や、親の持つ悩みの共有などを行

い、サービスにつなげるための会を不

定期に開催している。

四万十町健康福祉課

TEL 0880-22-3115

自閉症親の会

「カーネーション」

自閉症の子を持つ親同士での情報交換

や、親の持つ悩みの共有などを行い、

サービスにつなげるための会を 2か月

に 1回定期的に開催している。

四万十町健康福祉課

TEL 0880-22-3115

窪川断酒会

当事者・家族による断酒継続のための

自主グループミーティング。

年末年始を除く毎週土曜日 19：00～21：00

四万十町役場東庁舎２階第２会議室

四万十町折合 12

西村 方博

TEL 0880-22-1273

高

幡

全

域

高次脳機能障害

ミーティング

高幡地域に住む高次脳機能障害のある

方とその家族等が安心して悩みを語り

合い息をつく場として 2ヶ月に 1回開

催

中土佐町地域活動支援センター

つどい処

TEL 0889-52-2880

ひまわり

(サポートが必要な子

どもを持つ親の会)

発達障がい（診断はないが困っている

方も含む）の子どもを持つ親がお互い

に悩みを話し合い、交流している。レ

クレーションや勉強会もある。（関係

者の参加もある）

須崎市福祉事務所

障害福祉係

TEL 0889-42-1207

精神障害者とともに

歩む会

精神障害に関する勉強会や精神障害者

の交流会に参加。

須崎市福祉事務所

TEL 0889-42-1207
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■社会福祉協議会

地域福祉推進の中心的役割を担う団体として、地域のさまざまな福祉ニーズや福祉課題に対し

て、地域住民や関係機関・団体との協働により、誰もが安心して生活できる福祉のまちづくりを進

めている団体です。

■民生委員・児童委員協議会

毎月開催される定例会議を中心として、民生委員・児童委員同士の連携・協働をすすめるとと

もに、地域の生活関連情報の共有や福祉課題の分析や人びとへの支援の検討などを行っている連

絡協議機関です。

市町 事務局所管部署 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

須崎市 (福)須崎市社会福祉協議会

〒785-0007

須崎市南古市町 6-3

須崎市立交流ひろばすさき内

TEL 0889(42)0736

FAX 0889(42)7876

中土佐町 (福)中土佐町社会福祉協議会
〒789-1301

中土佐町久礼 6584-1

TEL 0889(52)2058

FAX 0889(59)0554

梼原町 梼原町保健福祉課

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1
梼原町保健福祉支援センター内

TEL 0889(65)1170

FAX 0889(65)0379

市町 協議会名 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

須崎市
(福)須崎市

社会福祉協議会

〒785－0007

須崎市南古市町 6-3

須崎市立交流ひろばすさき内

TEL 0889(42)0736

FAX 0889(42)7876

中土佐町
(福)中土佐町

社会福祉協議会

本所
〒789-1301

中土佐町久礼 6584-1

TEL 0889(52)2058

FAX 0889(59)0554

大野見支所
〒789-1401

中土佐町大野見吉野 234

TEL 0889(57)2217

FAX 0889(57)2190

梼原町
(福)梼原町

社会福祉協議会

〒785-0612

梼原町川西路 2321-1

TEL 0889(65)1235

FAX 0889(65)1237

津野町
(福)津野町

社会福祉協議会

本所

〒785-0202

津野町姫野々431-1
津野町総合保健福祉センター内

TEL 0889(55)2115

FAX 0889(55)2119

西支所
〒785-0503

津野町芳生野甲 111

TEL 0889(62)2224

FAX 0889(62)2227

四万十町
(福)しまんと町

社会福祉協議会

本所

〒786-0004

四万十町茂串町 11-30

四万十町社会福祉センター内

TEL 0880(22)1195

FAX 0880(22)1138

大正支所

〒786-0301

四万十町大正 32-1

四万十町大正老人福祉センター内

TEL 0880(27)1177

FAX 0880(27)1178

十和支所

〒786-0511

四万十町昭和 470-6

十和高齢者生活福祉センター内

TEL 0880(28)5331

FAX 0880(28)5060
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■食生活改善推進協議会

地域で食を通じた健康づくりを行うボランティア団体です。

■健康づくり婦人会連合会

特定健診の声かけなど地域で健康づくり活動を行うボランティア団体です。

市町 事務局所管部署 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ

津野町 (福)津野町社会福祉協議会

〒785-0202

津野町姫野々431-1
津野町総合保健福祉センター内

TEL 0889(55)2115

FAX 0889(55)2119

四万十町 (福)しまんと町社会福祉協議会

〒786-0004

四万十町茂串町 11-30
四万十町社会福祉センター内

TEL 0880(22)1195

FAX 0880(22)1138

名称 所在地 事務局 ＴＥＬ・ＦＡＸ

須崎地区

食生活改善推進協議会

〒785-8585

須崎市東古市町 6-26

須崎福祉保健所
健康障害課

TEL 0889(42)1875

FAX 0889(42)8924

須崎市健康づくり推進協

議会

食生活改善部会

〒785-8601

須崎市山手町 1-7

総合保健福祉センター内

健康推進課
TEL 0889(42)1280

FAX 0889(42)1245

中土佐町

食生活改善推進協議会

〒789-1301

中土佐町久礼 6663-1

保健センター内

健康福祉課
TEL 0889(52)2662

FAX 0889(52)2432

梼原町

食生活改善推進協議会

〒785-0612

梼原町川西路 2320-1

保健福祉支援センター内

保健福祉課
TEL 0889(65)1170

FAX 0889(65)0379

津野町

食生活改善推進協議会

〒785-0202

津野町姫野々431-1

総合保健福祉センター内

健康福祉課
TEL 0889(55)2151

FAX 0889(55)2119

四万十町

食生活改善推進協議会

〒786-8501

四万十町琴平町１６－１７

四万十町健康福祉課内

健康福祉課
TEL 0880(22)3115

FAX 0880(22)3725

名称 所在地 事務局 ＴＥＬ・ＦＡＸ

須崎福祉保健所管内

健康づくり婦人会連合会

〒785-8585

須崎市東古市町 6-26

須崎福祉保健所
健康障害課

TEL 0889(42)1875

FAX 0889(42)8924

須崎市

健康づくり婦人会

（休会中）

〒785-8601

須崎市山手町 1-7

総合保健福祉センター内

健康推進課
TEL 0889(42)1280

FAX 0889(42)1245

中土佐町

健康づくり婦人会

（休会中）

〒789-1301

中土佐町久礼 6663-1

保健センター内
健康福祉課

TEL 0889(52)2662

FAX 0889(52)2432

津野町

健康づくり婦人会

〒785-0202

津野町姫野々431-1

総合保健福祉センター内

健康福祉課
TEL 0889(55)2151

FAX 0889(55)2119

四万十町

健康づくり婦人会

〒786-8501

四万十町琴平町 16-17

四万十町健康福祉課内

健康福祉課
TEL 0880(22)3115

FAX 0880(22)3725



48

名称 所在地・業務内容 ＴＥＬ・ＦＡＸ

須崎福祉保健所
〒785-8585

須崎市東古市町 6-26

TEL 0889(42)1875

FAX 0889(42)8924

地域支援室

地域支援担当

地域保健福祉の推進（地域福祉計画、あったか

ふれあいセンター、民生委員・児童委員、社会

福祉協議会）広域企画・調整、災害時要配慮者

対策、保健・医療・福祉等の人材育成、人口動

態統計などの統計調査 TEL 0889(42)1875

地域連携担当

高知版地域包括ケアシステムの推進（保健医療

計画の推進、高齢者保健福祉の推進、医療・介

護連携の取組推進、地域包括支援センター支

援)

総務保護課

総務担当
庶務、予算・決算、財産・債権管理、

身分・服務、職員の福利厚生、広報
TEL 0889(42)1875

保護担当
生活保護、中国残留邦人等自立支援、行旅病人

及び行旅死亡人、住居確保給付金、生活困窮者

自立支援

TEL 0889(42)2325

健康障害課

健康増進担当
生活習慣病予防、働きざかりの健康づくり、食

育の推進、歯科保健の推進、たばこ対策、原爆

被爆者健診、栄養士・調理師免許関連業務

TEL 0889(42)1875母子・感染症担当

母子保健、母子福祉・児童福祉、不妊治療費助

成申請窓口、障害児・小児慢性特定疾病児童支

援、子育て支援、ひとり親家庭支援、母子父子

寡婦福祉資金貸付、女性保護、予防接種、結核・

感染症予防対策、エイズ対策

障害保健福祉担当

精神保健福祉相談、自殺・うつ病対策、ひきこ

もり自立支援対策、依存症対策、難病支援、肝

炎治療助成関係業務、特別障害者手当等関係業

務、こうちあったかパーキング利用証申請窓口

衛生環境課

医事・環境担当

医事・薬事関係業務、薬物乱用防止、献血推進、

健康危機管理、災害医療対策、公衆浴場・旅館

業・興行場・理美容・クリーニング業の許可、

生活環境、衛生害虫、温泉関係、墓地許可、浄

化槽関係、公害防止及び環境保全、廃棄物の不

法投棄、環境教育

TEL 0889(42)2004

食品保健担当
食品衛生および食品営業、給食施設、特定用途

食品、食品表示、食品等の検査、水道施設の立

入指導、動物愛護、狂犬病予防

TEL 0889(42)1999

高幡地区薬物乱用防止推進協議会事務局 TEL 0889(42)2004

須崎地区食生活改善推進協議会事務局 TEL 0889(42)1875

須崎福祉保健所管内健康づくり婦人会連合会事務局 TEL 0889(42)1875

高知県高幡食品衛生協会
〒785－8585
須崎市東古市町 6－26 須崎福祉保健所内

TEL 0889(43)0722

■須崎福祉保健所
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■県庁・その他

名称 所在地・業務内容 ＴＥＬ・ＦＡＸ

高知県庁

〒780-8570 高知市丸ノ内１丁目 2-20 TEL 088(823)1111

健

康

政

策

部

保 健 政 策 課
保健・医療・福祉の連携、地域保

健、生活習慣病対策、人口動態統

計、災害医療 等

（企画調整担当）

TEL 088(823)9666
（健康長寿県づくり担当）

TEL 088(823)9683

（よさこい健康プラン 21 推進室）

TEL 088(823)9675

（災害医療対策室）

TEL 088(823)9667

FAX 088(823)9137

医 療 政 策 課

保健医療計画、救急医療、医療セ

ンター、医師の確保・育成支援、

へき地医療、自治医科大学、医療

法、医師法、歯科医師法 等

（企画調整担当）

TEL 088(823)9649
（看護担当）

TEL 088(823)9665

（地域医療担当）

TEL 088(823)9625
（医師確保担当）
TEL 088(823)9660

（医事指導担当）
TEL 088(823)9623

FAX 088(823)9137

在宅療養推進課
地域包括ケアシステム、認知症施

策、在宅医療、地域医療情報のデ

ジタル化、訪問看護サービス 等

（在宅医療担当）

TEL 088(823)9104
（連携推進担当）

TEL 088(823)9848

FAX 088(823)9137

国民健康保険課
国民健康保険、高齢者医療制度、

保険医療機関等の指導監査 等

（国保指導担当）

TEL 088(823)9646
（国保財政担当）

TEL 088(823)9644
（高齢者医療担当）

TEL 088(823)9629
（保険医療担当）

TEL 088(823)9645

FAX 088(823)9137

健 康 対 策 課
がん対策、感染症対策、難病対策

等

（がん・企画担当）

TEL 088(823)9674
（難病担当）

TEL 088(823)9678
（感染症担当）

TEL 088(823)9677

（ワクチン接種推進室）

TEL 088(823)9092

FAX 088(873)9941
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名称 所在地・業務内容 ＴＥＬ・ＦＡＸ

健

康

政

策

部

薬 務 衛 生 課

食品衛生、水道、生活衛生、動物

愛護、医薬品医療機器等法、薬剤

師法、薬物乱用防止、毒劇物、麻

薬取締、献血 等

（企画・水道担当）

TEL 088(823)9577

（医薬連携推進担当）

TEL 088(823)9682

（薬事指導担当）

TEL 088(823)9682

（食品保健担当）

TEL 088(823)9672

（動物愛護担当）

TEL 088(823)9673

（生活衛生担当）

TEL 088(823)9671

FAX 088(823)9264

子

ど

も

・

福

祉

政

策

部

地域福祉政策課

地域福祉、戦没者の遺族・戦傷病

者等援護、民生委員、社会福祉協

議会、災害救助、生活困窮者自立

支援法 等

（企画調整担当）

TEL 088(823)9664

（援護調査担当）

TEL 088(823)9662

（地域福祉推進担当）

TEL 088(823)9090

（災害時要配慮者支援担当）

TEL 088(823)9089

（地域共生社会室）

TEL 088(823)9840

FAX 088(823)9207

長 寿 社 会 課

高齢者福祉、高齢者保健福祉計

画、介護保険、介護保険事業支援

計画、介護支援専門員、福祉・介

護人材の確保 等

（企画調整担当）

TEL 088(823)9630

（介護保険担当）

TEL 088(823)9681

（介護事業者担当）

TEL 088(823)9632

（福祉・介護人材対策室）

TEL 088(823)9631

FAX 088(823)9259

障 害 福 祉 課
障害者福祉、障害児福祉、障害者

の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に関す

ること 等

（企画調整担当）

TEL 088(823)9633
（地域生活支援担当）

TEL 088(823)9634
（障害児支援担当）

TEL 088(823)9663
（事業者担当）

TEL 088(823)9635

FAX 088(823)9260

障害保健支援課
精神保健、障害者の就労支援、自

殺対策 等

（精神保健福祉担当）

TEL 088(823)9669
（就労支援担当）

TEL 088(823)9560

FAX 088(823)9260
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名称 所在地・業務内容 ＴＥＬ・ＦＡＸ

子

ど

も

・

福

祉

政

策

部

子ども家庭課
母子・父子福祉、児童福祉、児童

虐待、青少年健全育成 等

（企画・青少年担当）

TEL 088(823)9637
（ひとり親家庭担当）

TEL 088(823)9654
（児童福祉担当）

TEL 088(823)9655

FAX 088(823)9658

子育て支援課 少子化対策の推進 等

（少子化対策）

TEL 088(823)9640

（母子保健）

TEL 088(823)9659

（子育て支援）

TEL 088(823)9641

FAX 088(823)9658

福 祉 指 導 課
生活保護、社会福祉施設・介護保険

施設等の指導監査、行旅病人及び行

旅死亡人 等

（生活保護担当）

TEL 088(823)9624
（施設指導担当)

TEL 088(823)9628
（介護指導担当）

TEL 088(823)9639

FAX 088(823)9127

人権・男女共同参画課 人権施策の企画・調整及び推進 等

（人権担当)

TEL 088(823)9804
（女性の活躍推進室)

TEL 088(823)9651

FAX 088(823)9807
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名称 ＴＥＬ・ＦＡＸ

精神保健福祉センター

〒780-0850

高知市丸ノ内 2丁目 4-1

高知県保健衛生総合庁舎 1階

精神保健福祉センター
TEL 088(821)4966

FAX 088(822)6058

ひきこもり地域支援センター TEL 088(821)4508

療育福祉センター

〒780-8081

高知市若草町 10-5

代表
TEL 088(844)1921

FAX 088(840)4935

総務課 TEL 088(844)1921

身体障害者更生相談 TEL 088(844)4477

地域連携室（初診予約含む） TEL 088(843)6831

外来受付・会計（再診予約） TEL 088(844)5400

外来心理 TEL 088(802)6210

リハビリテーション部 TEL 088(844)0051

看護部 (病棟) TEL 088(844)0023

通園事業部 TEL 088(844)5155

肢体不自由児通所「こじか」 TEL 088(844)5155

難聴児通所「ポニー」 TEL 088(844)3456

自閉症児通所「える」 TEL 088(844)1246

発達障害者支援センター TEL 088(844)1247

高知ギルバーグ発達神経精神医学センター TEL 088(844)2021

中央児童相談所
〒780-8081

高知市若草町 10-5

代表
TEL 088(821)6700

FAX 088(821)9005

幡多児童相談所
〒787-0050

四万十市渡川 1丁目 6-21

代表
TEL 0880(37)3159

FAX 0880(37)3205
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■高齢者の相談

■障害者の相談

■こころの相談

相談窓口 相談内容 相談日・時間 設置場所・TEL 等

高知県社会福祉

協議会

高知県高齢者・

障害者権利擁護

センター

①一般相談
生活、福祉、介護、健康

②法律相談（事前予約）
財産､相続など

①月～金

9:00～16:00

(祝祭日、年末年始を除く)

②第 1、第 3木曜日

13:00～15:00

(祝祭日、年末年始を除く)

県立ふくし交流プラザ内

TEL 088-875-0110

介護サービス

苦情相談窓口

介護サービスの利用での困りご

と、苦情など

月～金

9:00～12:00

13:00～16:00
(祝 日 、 年 末 年 始 を 除 く )

高知県国民健康保険団

体連合会

TEL 088-820-8410、8411

FAX 088-820-8413

認知症コール

センター

認知症の知識、介護、悩みなど認

知症に関するあらゆる相談

月～金

10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

(公社)認知症の人と家

族の会高知県支部

TEL 088-821-2818

訪問看護に

関する相談

訪問看護の利用等に関するあらゆ

る相談

月～金

9:00～17:00
(祝日、年末年始を除く)

(一社)高知県訪問看護

連絡協議会

TEL 088-802-8115

相談窓口 相談内容 相談日・時間 設置場所・TEL 等

高知県高齢者・

障害者権利擁護

センター

障害者の権利擁護に関する相談
月～金

8：30～17：15

(祝祭日、年末年始を除く)

県立ふくし交流プラザ内

TEL 088-850-7770

視覚障害者生活

訓練指導員室

(ルミエールサロン)

視覚障害者の生活相談、訓練に関

する相談 ※面接相談は事前予約

視覚障害者の日常生活に便利な機器等の

展示、自宅訪問による訓練指導も行う。

月～金

9：00～17:00
(祝日、年末年始を除く)

高知県立盲学校内

TEL 088-823-8820

高次脳機能障害

支援拠点センター

高次脳機能障害のある人やそのご

家族のため、就労や福祉サービス

の利用等に関する支援を行う

月～金

8:30～17:00
(祝 日 、 年 末 年 始 を 除 く )

〒780-0843

高知市廿代町 2-22 近森

リハビリテーション病院

内高次脳機能障害支援拠

点センター 青い空

TEL 090-6535-6370

高知障害者職業

センター

障害者の雇用促進に関する相談

職業相談、職業能力の判定、職業

訓練など

月～金

8:45～17:00
(祝 日 、 年 末 年 始 を 除 く )

(独)高齢・障害・求職者雇用

支援機構

高知障害者職業センター

TEL 088-866-2111

相談窓口 相談内容 相談日・時間 設置場所・TEL 等

いのちの電話 自殺に関する相談

毎日

9:00～21:00

年末年始

10：00～18：00

認定 NPO 法人高知いのちの電話

TEL 088-824-6300

心のテレ相談

・精神的な悩み、精神障害、社会復

帰に関する相談

・アルコール依存症、ひきこもり、

その他心の健康に関する相談

月～金

13:00～15:00
(祝 日 、 年 末 年 始 を 除 く )

高知県立精神保健福祉センター

TEL 088-823-0600
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■医療相談

相談窓口 相談内容 相談日・時間 設置場所・TEL 等

高知県救急医療

情報センター
救急医療機関の紹介 24 時間・毎日 TEL 088-825-1299

こうちこども救

急ダイヤル

夜間､子どもの具合が悪くなって

どうすればいいか困った場合に、

看護師が電話で相談に応じる

毎日

20:00～翌 1:00

高知県看護協会

TEL ＃8000 又は

088-873-3090

高知県認知症疾

患医療センター

(地域型)

認知症の専門医療相談

月～金（予約制）

9:00 ～12:00

13:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

一陽病院

TEL 0889-42-1803

高知県若年性

認知症相談窓口
若年性認知症に関する相談

月～金

9：00～17：00
(祝日、年末年始を除く)

高知大学医学部附属病院

TEL 080-2986-8505

高知大学医学部

附属病院

がんに関する悩み、不安、疑問

など（面接相談は事前予約可）

月～金

8:30～17:15

がん相談支援センター

TEL 088-880-2179

高知医療センター
月～金

9:00～16:00

がん相談支援センター

TEL 088-837-3863

高知県立

幡多けんみん病院

月～金

8:30～17:15

がん相談支援センター

TEL 0880-66-2222

高知県立

あき総合病院

月～金

8:30～17:15

がん相談支援センター

TEL 0887-34-3111

国立病院機構

高知病院

月、水、木、金

9:00～16:00
火、第３木

9:00～12:00

がん相談支援センター

TEL 088-828-4465

高知赤十字病院

月～金

9:00～16:00

(創立記念日5／1、祝日、年末年始を除く)

がん相談支援センター

TEL 088-822-1201

がん相談センター

こうち

月～金、第 2・4土

9：00～17：00

（祝日、年末年始を除く）

こうち男女共同参画センター「ソーレ」

TEL 088－854－8762

高知県医療安全

支援センター

医療に関する相談

月～金

9:00～12：00

13：00～16：00

(祝日、年末年始を除く)

高知県健康政策部医療政策課

TEL 088-823-9668

高知市医療安全

支援センター

月～金

9：00～12：00

13：00～16：00

(祝日、年末年始を除く)

総合あんしんセンター内

TEL 088-822-0680

こうち難病相談

支援センター

難病に関する、療養や就労、日

常生活の悩み、不安などについ

て難病相談支援員（保健師、看

護師など）やピアカウンセラー

（患者・家族)が相談に応じる

月～土

9:30～17:15

(祝日、年末年始を除く)

(特非)高知県難病団体連

絡協議会

〒780-0062

高知市新本町 1 丁目 14-6 1 階

TEL 088-855-6258
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■消防署

■警察署

■その他

管轄市町村 消防署・分署 所在地 TEL・FAX

全体の統括 高幡消防組合消防本部
〒785-0031

須崎市山手町 1-7

TEL 0889-43-1272

FAX 0889-42-9099

須崎市 須崎消防署
〒785-0031

須崎市山手町 1-7

TEL 0889-42-0119

FAX 0889-43-0119

中土佐町 中土佐分署
〒789-1301

中土佐町久礼 6653-1

TEL 0889-52-2319

FAX 0889-52-2075

津野町、梼原町

津野山分署
〒785-0502

津野町北川 2589-1

TEL 0889-40-1099

FAX 0889-62-3237

津野山分署葉山出張所
〒785-0201

津野町永野 265-1

TEL 0889-55-2330

FAX 0889-55-2245

四万十町

四万十清流消防署

（旧窪川地区）

〒786-0007

四万十町古市町 5-1
TEL 0880-22-0001

FAX 0880-22-2635

四万十清流消防署西分署

（旧大正・十和地区）

〒786-0521

四万十町津賀 177-12
TEL 0880-28-5525

FAX 0880-29-1112

管轄市町村 警察署 所在地 TEL

須崎市、中土佐町、

梼原町、津野町
須崎警察署

〒785-0031

須崎市山手町 1-8
TEL 0889-42-0110

四万十町 窪川警察署
〒786-0008

四万十町榊山町 4-19
TEL 0880-22-0110

相談窓口 相談内容 相談日・時間 設置場所・TEL 等

高知県社会福祉協議会

日常生活自立支

援事業

認知症や知的・精神障害等により

日常生活を営むうえで支障がある

方への、福祉サービス利用援助、日

常的金銭管理、書類などの保管サ

ービスの実施など

月～金

8:30～17:15
(祝日、年末年始を除く)

各市町村社会福祉協議会

法テラス須崎
法律相談

多重債務などの借金問題、訪問

販売・詐欺などの消費者事件、離

婚・相続・遺言・後見などの家事

事件、労働事件その他

月～金

9:00～17:00
（12 時～13 時の昼

休み、祝日は除く）

〒785-0003

須崎市新町 2-3-26

TEL 050-3383-5579

須崎ひまわり基金

法律事務所

月～金(予約制)

9:30～17:00

(祝日は除く)

〒785-0036

須崎市緑町 1-16

TEL 0889-40-4833

高知県社会福祉協議会

総合相談
介護や福祉用具、住宅改修に関す

る相談

毎日

9:00～17:00
(第２日曜日、祝日、年末年始を除く)

県立ふくし交流プラザ内

TEL 088-844-9271

運営適正化委員会

(福祉ｻｰﾋﾞｽ困りごと解決委員会)
福祉サービスに関する苦情

月～金

9:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

県立ふくし交流プラザ内

TEL 088-802-2611

高知県地域生活

定着支援センター

矯正施設から退所される高齢者や

障害のある方に関する相談

月～金

8:30～17:15
(祝祭日、年末年始を除く)

高知県社会福祉協議会

TEL 088-855-3611
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相談窓口 相談内容 相談日・時間 設置場所・TEL 等

こうち若者サポー

トステーション

すさきサテライト

働くことに悩みを抱えている 15

歳から 49 歳までの若者に対し、

就労に向けた支援を行う

月～金

10:00～17:00
(祝日、年末年始を除く)

高知県須崎総合庁舎３階

TEL 0889-43-9004

発行：令和４年７月

高知県須崎福祉保健所

地域支援室

住所：高知県須崎市東古市町 6-26

須崎第二総合庁舎 2Ｆ

ＴＥＬ：0889-42-1875

ＦＡＸ：0889-42-8924


