
介護支援専門員（ケアマネジャー）

★介護予防支援

番号 事　業　所　名 対応エリア 所　　在　　地 電話 ＦＡＸ

1 下呂市地域包括支援センター
小坂・萩原・馬瀬・
下呂（中原除く）

萩原町萩原1166-8　星雲会館内 53-2100 52-3915

2 下呂市地域包括支援センター金山支所 下呂（中原のみ）・金山 金山町大船渡600-8　金山振興事務所内 32-3320 32-3764

★居宅介護支援

番号 事　業　所　名 対応エリア 所　　在　　地 電話 ＦＡＸ

3 小坂ケアサポートセンター 小坂 小坂町大島1807　健康ふれあいセンター内 62-0038 62-3813

4 あさんず介護サービス 萩原・下呂 萩原町尾﨑6-5 54-1070 54-1070

5 居宅介護支援事業所くまざきケアサポート 小坂・萩原・馬瀬 萩原町上村1650 52-1757 52-1757

6 萩原ケアサポートセンター 萩原・馬瀬 萩原町萩原875-2 52-2940 52-3423

7 ケアパレット在宅プランニングセンター 下呂・萩原 東上田492-1 24-2244 24-2248

8 下呂ケアサポートセンター 下呂 森883-1　下呂福祉会館内 23-3022 25-4581

9 ファミリア下呂居宅介護支援事業所 市内全域 森2273 25-7272 25-3003

10 下呂在宅介護支援センター 下呂 乗政1267-5 20-1000 26-3640

11 ひなたぼっこ居宅介護支援事業所 下呂・萩原 乗政1086-1 26-3380 26-3381

12 金山ケアサポートセンター 金山 金山町大船渡600-8　金山振興事務所内 32-3652 34-0058

13 あんしんケアセンター居宅介護支援事業所 金山 金山町金山2632 32-3804 34-2032

14 ケアプランセンター讃照庵 金山 金山町金山3479-2 20-4053 34-0076

15 毎日ケアサポート 小坂・萩原 小坂町大島970-1 62-2595 62-2595

　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。

　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。



番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日

1 小坂ホームヘルパーステーション 小坂
小坂町大島1807
健康ふれあいセンター内

62-0038 62-3813 8:15～17:15 年末年始

2 新生メディカル　萩原ステーション
小坂の一部

萩原・下呂の一部
萩原町萩原900 52-3996 52-3977 0:00～24:00

事業対象者、要支援
１，２の方はお盆、年
末年始、祝

3 萩原ホームヘルパーステーション 萩原・馬瀬 萩原町萩原875-2 52-3773 52-3423 8:15～17:15 年末年始

4 萩原ホームヘルパーステーション馬瀬出張所 馬瀬 馬瀬名丸1041 47-2225 47-2228 8:15～17:15 年末年始

5 下呂幸田の杜
下呂の一部

（萩原は要相談）
幸田972-1 23-1030 23-1031 8:30～17:30

土、日、
年末年始

6 下呂ホームヘルパーステーション 下呂 森883-1　下呂福祉会館内 23-3022 25-4581 8:15～17:15 年末年始

7 ファミリア下呂ヘルパーステーション 市内全域 森2273 25-7272 25-3003 7:00～21:00 なし

8 金山ホームヘルパーステーション 金山
金山町大船渡600-8
金山振興事務所内

32-3652 34-0058 8:15～17:15 年末年始

福祉用具購入・特定福祉用具貸与（レンタル）
番号 事業所名 住所 電話 ＦＡＸ 休業日

1 福祉用具のつみき 萩原町中呂197-1 52-1286 52-1945
日、祝、お盆、
年末年始

2 有限会社　みどりの店 森2430-1 25-5519 25-5887 日、年末年始

3 正直屋　介護支援サービス 森872-18 25-3220 25-4511
水、日、祝、年
始

訪問介護（ホームヘルプサービス）
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



通所介護（デイサービス）
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日 定員

小坂町大島1807

健康ふれあいセンター内

2 やすらぎセンター　四美 萩原 萩原町四美861-1 56-4010 56-4011 9:20～16:30 日,年末年始 35人

萩原・下呂（一部は要相談） 8:55～12:00 土,日, 午前15人

小坂・馬瀬（一部は要相談） 13:25～16:30 年末年始 午後15人

デイサービスセンター 萩原・下呂・小坂・馬瀬 日,お盆,

みんなみんなよーこそ （10キロを超える地域は要相談） 年末年始

6 デイサービスセンター　つつじ苑 馬瀬 馬瀬名丸1041 47-2108 47-2228 9:20～16:30 日,年末年始 20人

下呂（中原、上原除く） 土,日,

萩原の一部 年末年始

森883-1 月～金29人

下呂福祉会館内 土35人

10 さわやかデイサービスセンター下呂 下呂 乗政1267-5 26-3633 26-3640 9:30～15:45 日,年末年始 25人

12 なごみ庵 下呂（中原） 和佐2400 28-4013 28-4018 9:00～16:10
土、日
年末年始

15人

金山町金山973-7

かなやまサニーランド内

14 コミュニティベース　　讃照庵 金山（金山・下原・菅田地区） 金山町金山3479-2 34-0025 34-0076 9:30～15:30 日,年末年始 18人

リハビリデイサービス 下呂

街のからだクラス 萩原の一部

16
リハビリデイサービス
ケアリハ

萩原・下呂（一部は要相談）
小坂・馬瀬（要相談）

花池２９３ 74-1325 52-1532
8:55～12:00
13:45～16:50

土、日、祝
事業所の定める日

７人

17
リハビリデイサービス
ウイル

萩原
下呂の一部

西上田２４８－１ 20-4450 20-4450
9:00～12:05
13:25～16:30

土、日、祝
事業所の定める日

午前10人
午後10人

18 デイサービス　やすらぎの里
下呂の一部
萩原の一部

湯之島２８－１ 23-3615 23-3015 10:00～16:10
土、日、祝

事業所の定める日
１０人

1 小坂デイサービスセンター 小坂 62-0038 62-3813 9:10～16:20 日,年末年始 30人

3 レッツ倶楽部　下呂白樺 萩原町上呂850-1 56-1025 56-1026

52-4689 9:10～16:20 年末年始

5 萩原町古関401-4 53-1020 53-1021 9:30～16:35

4 やすらぎセンター　萩 萩原 萩原町萩原1166-8 52-4688

7 下呂幸田の杜 幸田972-1 23-1030 23-1031

27-1771

土,日 15人

9 下呂デイサービスセンター 下呂 25-2082 25-4581 9:10～16:20 日,年末年始

8 ファミリア下呂デイサービス 下呂（竹原・上原・中原除く） 森2273 25-7272 25-3003

11 上原デイサービスセンター 下呂 田口678-2 27-2010

13 金山デイサービスセンター 金山 34-0170 34-0171

15 湯之島496-3 25-7211 25-3389
8:50～12:00
13:10～16:20

32人

9:00～16:00

25人

40人

土、日、祝
事業所の定める日

10人

9:10～16:20 土,年末年始

9:20～16:30 日、年末年始

12人

9:00～16:10 15人



通所リハビリ
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 FAX サービス利用時間 休業日 定員

萩原・下呂（北部）
土、日、年末年始、お

盆、

その他の地域は応相談
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸの一

部
土、日、祝、
年末年始、お盆

1 萩原町古関873-1 25名

2 15名元気リハ小川谷 下呂 小川281-1 23-2555 25-7775 9:00～15:30

介護老人保健施設　共寿 53-0151 53-0152 9:20～15:30



訪問看護
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日

1 萩原北醫院 萩原・萩原周辺 萩原町羽根41 52-3444 52-3443
9：00～17：00

（木・土　9：00～12：00）
 日、祝、
年末年始

2 訪問看護ステーション虹
市内全域（市外は要

相談）
萩原町西上田860-1 52-3146 52-3147 8：30～17：15

日、祝、盆
年末年始

3 訪問看護ステーション下呂 市内全域 森791-27 23-0231 23-0232 8:30～17:15
土、日、祝、
年末年始

4 共寿在宅診療所 市内（遠方は除く） 萩原町古関８７３－１ 52-1054 53-0152 9:00～17:00
日、祝、
年末年始

訪問リハビリ
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日

1 萩原北醫院
萩原

（地域外は要相談）
萩原町羽根41 52-3444 52-3443

9:00～17:00
（木・土　9:00～12:00）

日、祝、
年末年始

2 金山病院
金山

（地域外は要相談）
金山町金山973-6 32-2121 34-0006 8:15～17:00　

日、年末年始
（土曜　要相談）

訪問入浴介護
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日

1 萩原訪問入浴サービスセンター 萩原・小坂・馬瀬 萩原町萩原875-2 52-3773 52-3423 9:30～15:00
土、日、
年末年始

2 下呂訪問入浴サービスセンター 下呂
森883-1
下呂福祉会館内

23-3022 25-4581 13:00～16:00
火、水、金、土、日
祝、年末年始

3 金山訪問入浴サービスセンター 金山
金山町大船渡600-8
金山振興事務所内

32-3652 34-0058 13:00～15:00
月、火、木～日
祝、年末年始



短期入所生活介護（ショートステイ）

特別養護老人ホーム等

番号 事業所名 送迎可能な地域 住所 電話 ＦＡＸ 部屋の種類 定員

1
特別養護老人ホーム
あさぎりサニーランド

市内全域 萩原町羽根2710-3 52-1279 52-3067 個室、2人部屋、3人部屋 28人

2
特別養護老人ホーム
さわやかナーシング下呂

下呂・萩原 乗政1267-5 26-3630 26-3640 ユニット型個室 20人

3
特別養護老人ホーム
かなやまサニーランド

市内全域 金山町金山973-7 32-4800 34-0128 個室、2人部屋、4人部屋 16人

介護老人保健施設等

番号 事業所名 送迎可能な地域 住所 電話 ＦＡＸ 部屋の種類 定員

1 小坂診療所 送迎なし 小坂町大島1965 62-2212 62-3613 2人部屋、4人部屋 空床を利用

2 小坂老人保健施設 送迎なし 小坂町大島1963 62-2212 62-3613 従来型個室、2人部屋 空床を利用

3 介護老人保健施設　共寿 概ね片道30分以内 萩原町古関873-1 53-0151 53-0152
従来型個室、2人部屋、4人部
屋

空床を利用

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（特養）

番号 事業所名 住所 電話 FAX 部屋の種類 定員

1
馬瀬特別養護老人ホーム
いきいき

馬瀬惣島1518 47-2626 47-2727
全室ユニット
型個室

29人



地域密着型通所介護

番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日 定員

1 レッツ倶楽部下呂白樺
萩原・下呂（一部は要相談）
小坂・馬瀬（一部は要相談）

萩原町上呂850-1 56-1025 56-1026
8:55～12:00
13:25～16:30

土、日、
年末年始

午前15人
午後15人

2
デイサービスセンター
みんなみんなよーこそ

萩原・下呂・小坂・
馬瀬の一部

萩原町古関401-4 53-1020 53-1021 9:30～16:35
日、お盆、
年末年始

12人

3 ファミリア下呂デイサービス 下呂（竹原・上原・中原除く） 森2273 25-7272 25-3003 9:00～16:10 土、日 15人

4 なごみ庵 下呂（中原） 和佐2400 28-4013 28-4018 9:00～16:10 土、日 15人

5 コミュニティベース讃照庵 金山（東除く） 金山町金山3479-2 34-0025 34-0076 9:30～15:30 日、年始 18人

6 デイサービスおかげ庵下呂 下呂 森211 23-3165 23-3166 9:00～16:10 10人

7
リハビリデイサービス
街のからだクラス

下呂の一部
萩原の一部

湯之島４９６－３ 25-7211 25-3389 12:50～16:00
火、木、土、
日、

祝、年末年始
１３人

8
リハビリデイサービス
ケアリハ

萩原・下呂（一部は要相談）
小坂・馬瀬（要相談）

花池２９３ 74-1325 52-1532
8:55～12:00
13:45～16:50

土、日、祝
事業所の定め
る日

7人

9
リハビリデイサービス
ウイル

萩原
下呂の一部

西上田２４８－１ 20-4450 20-4450
9:00～12:05
13:25～16:30

土、日、祝
事業所の定め
る日

午前10人
午後10人

10 デイサービスやすらぎの里
下呂の一部
萩原の一部

湯之島２８－１ 23-3615 23-3015 10:00～16:10
土、日、祝
事業所の定め
る日

10人



介護療養型医療施設
事業所名 住所 電話 FAX 部屋の種類 定員

1 小坂診療所 小坂町大島1965 62-2212 62-3613 2人部屋、4人部屋 14人

介護老人福祉施設（特養）
番号 事業所名 住所 電話 ＦＡＸ 部屋の種類 定員

1 特別養護老人ホーム　あさぎりサニーランド 萩原町羽根2710-3 52-1279 52-3067 2人部屋、4人部屋 70人

2 特別養護老人ホーム　さわやかナーシング下呂 乗政1267-5 26-3630 26-3640 全室ユニット型個室 80人

3 特別養護老人ホーム　かなやまサニーランド 金山町金山973-7 32-4800 34-0128 個室、2人部屋、4人部屋 50人

介護老人保健施設（老健）
番号 事業所名 住所 電話 FAX 部屋の種類 定員

1 小坂老人保健施設 小坂町大島1963 62-2212 62-3613 従来型個室、2人部屋 29人

2 介護老人保健施設　共寿 萩原町古関873-1 53-0151 53-0152
従来型個室、2人部屋、4人多
床室

82人

小規模多機能型居宅介護
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ

部屋の種
類

定員

1 ファミリア小坂 市内全域 小坂町坂下716-1 62-3508 62-3507 個室
登録29人
通いサービス15人、
宿泊サービス9人

2 ファミリア下呂 市内全域 森2273 25-7272 25-3003 個室
登録25人
通いサービス15人、
宿泊サービス6人



認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
番号 事業所名 住所 電話 ＦＡＸ 部屋の種類 定員

1 ファミリア小坂 小坂町坂下716-1 62-3508 62-3507 全室個室 18人

2 グループホーム　すずらんの木 萩原町羽根437-1 53-2062 52-3805 全室個室 18人

3 グループホーム　萩原福寿苑 萩原町古関126-1 53-2130 53-2131 全室個室 18人

4 馬瀬グループホーム　いきいき 馬瀬惣島1518 47-2626 47-2727 全室個室 9人

5 グループホーム　ファミリア下呂 森2273 25-7272 25-3003 全室個室 18人

6 グループホーム　うららびより金山 金山町金山988-1 32-2131 32-2130 全室個室 18人

認知症対応型通所介護
番号 事業所名 対応エリア 住所 電話 ＦＡＸ サービス利用時間 休業日 定員

1 グループホーム　すずらんの木 萩原・下呂・小坂 萩原町羽根437-1 53-2062 52-3805
9:00～16:00
（時間延長可）

なし 3人



障がい福祉　計画相談支援

身体 知的 精神 児童 難病

1 下呂市障がい者生活相談センター 萩原町萩原1636  今庄ビル1階 52-2787 ○ ○ ○ ○ ○

2 南ひだ心の相談センター 萩原町西上田1961-6 080-4223-3794 ○ ○ ○

3 さくら相談センター 萩原町西上田2283-4 25-5398 ○ ○ ○

障がい福祉　共同生活援助サービス

身体 知的 精神 難病

1 益田山ゆり園グループホーム 萩ホーム 萩原町羽根2095 54-1240 ○

2 益田山ゆり園グループホーム 朝日ホーム 萩原町羽根2697-2 54-1240 ○

3 ケアホームかがやき 萩原町萩原1827 52-3367 ○

4 グループホームきよたに 萩原町西上田1936-11 25-5758 ○

5 グループホームいきいき 萩原町西上田2096-3 25-6658 ○ ○ ○

障がい福祉　短期入所サービス

身体 知的 精神 難病

1 障害者支援施設　益田山ゆり園 萩原町尾崎958-302 54-1240 ○

2 特別養護老人ホーム　あさぎりサニーランド 萩原町羽根2710-3 52-1279 ○

3 特別養護老人ホーム　かなやまサニーランド 金山町金山973-7 32-4800 ○

障がい福祉　訪問系サービス
番号 事業所名 住所 電話番号 居宅介護

重度
訪問介護

同行援護 行動援護 備考

1 小坂ホームヘルパーステーション
小坂町大島1807 健康ふれあい
センター内

62-0038 ○ ○ ○

2 益田生活サポートセンター 萩原町萩原1636　今庄ビル１階 52-2313 ○ ○ ○ ○

3 新生メディカル 萩原ステーション 萩原町萩原900 52-3996 ○ ○ 身体のみ

4 萩原ホームヘルパーステーション 萩原町萩原875-2 52-3773 ○ ○ ○

5 下呂ホームヘルパーステーション 森883-1下呂福祉会館内 23-3022 ○ ○ ○

6 金山ホームヘルパーステーション
金山町大船渡600-8 金山振興
事務所内

32-3652 ○ ○ ○

対象

対象

対象
番号 事業所名 住所 電話番号

番号 事業所名 住所 電話番号

番号 事業所名 住所 電話番号



障がい福祉　障がい児通所支援事業所
番号 事業所名 住所 電話番号

1 小坂さくらんぼ教室
小坂町大島622-1 おさかこども
園

62-2556

2 萩原さくらんぼ教室
萩原町萩原600-1 みなみこども
園

52-4848

3 下呂さくらんぼ教室 小川1048-1　わかばこども園 23-2020

4 金山さくらんぼ教室
金山町金山2301-3 かなやまこ
ども園

32-2666

障がい福祉　障がい児通所支援事業（放課後等デイサービス）
番号 事業所名 住所 電話番号

1 放課後等デイサービス　虹の郷 森338-1 23-0015

2 放課後等デイサービス　虹の丘 萩原町西上田６９３－１ 20-4083

障がい福祉　日中活動サービス

番号 事業所名 住所 電話番号 生活介護 就労移行 就労A 就労B 基準該当生活介護 備考

1 小坂デイサービスセンター
小坂町大島1807
健康ふれあいセンター内

62-0038 ○

2 やすらぎセンター四美 萩原町四美861-1 56-4010 ○

3 障害者支援施設　益田山ゆり園 萩原町尾崎958-302 54-1240 ○

4 レッツ倶楽部　下呂白樺 萩原町上呂850-1 56-1025 ○ 身体・精神のみ

5 やすらぎセンター萩 萩原町萩原1166-8 52-4688 ○

6
下呂市障がい者就労支援センター
ひだまりの家

萩原町萩原1522 52-4678 ○

8 デイサービスセンターつつじ苑 馬瀬名丸1041 47-2108 ○

森134-1　1階（ひかりの家） 25-4300 ○

森134-1　２階 25-4300 ○

9
下呂市障がい者就労支援センター

萩原町西上田2283-4 25-5398 ○ ○7 多機能型事業所げんき



障がい福祉　日中活動サービス

番号 事業所名 住所 電話番号 生活介護 就労移行 就労A 就労B 基準該当生活介護 備考

10 下呂デイサービスセンター 森883-1　下呂福祉会館内 25-2082 ○

11 株式会社マコト 小川1181 25-7788 ○

12 たんぽぽファーム 御厩野2944-77 26-3339 ○

13 えくぼ 御厩野1989-4 25-2628 ○

14 上原デイサービスセンター 田口678-2 27-2010 ○

15 なごみ庵 和佐2400 28-4013 ○

16
下呂市障がい者就労支援センター
ぎふちょう金山

金山町大船渡600-8
金山振興事務所内

32-2817 ○

17 金山デイサービスセンター 金山町金山973-7 34-0170 ○

18 コミュニティベース讃照庵 金山町金山3479-2 34-0025 ○

19 たけはら村 野尻字下島８７３－２ 26-0048 ○ ○


