
(2011年3月1日現在)

番号 社会福祉法人名 実施事業所 所在地 実施事業

1 社会福祉法人 備後の里 デイサービスセンター備後の里 駅家町万能倉９６番地１ 通所介護

デイサービスセンター備後の里 駅家町万能倉９６番地１ 介護予防通所介護

ヘルパーステーションすみれ 駅家町万能倉９６番地１ 訪問介護

ヘルパーステーションすみれ 駅家町万能倉９６番地１ 介護予防訪問介護

ショートステイまなぐら 駅家町万能倉８４０番地１ 短期入所生活介護

ショートステイまなぐら 駅家町万能倉８４０番地１ 介護予防短期入所生活介護

デイサービスセンターまなぐら 駅家町万能倉８４０番地１ 通所介護

デイサービスセンターまなぐら 駅家町万能倉８４０番地１ 介護予防通所介護

デイサービスセンターまなぐらの家 駅家町万能倉８４０番地１ 認知症対応型通所介護

デイサービスセンターまなぐらの家 駅家町万能倉８４０番地１ 介護予防認知症対応型通所介護

2 社会福祉法人 若葉会 特別養護老人ホーム宣山荘 駅家町大橋１０３６番地３ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム宣山荘（空床利用） 駅家町大橋１０３６番地３ 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム宣山荘（空床利用） 駅家町大橋１０３６番地３ 介護予防短期入所生活介護

宣山荘短期入所生活介護事業所 駅家町大橋１０３６番地３ 短期入所生活介護

宣山荘短期入所生活介護事業所 駅家町大橋１０３６番地３ 介護予防短期入所生活介護

宣山荘デイサービスセンター通所介護事業所 駅家町大橋１０３６番地３ 通所介護

宣山荘デイサービスセンター通所介護事業所 駅家町大橋１０３６番地３ 介護予防通所介護

3 社会福祉法人 正蔵会 特別養護老人ホーム藤江荘 藤江町２３１番地１ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム藤江荘（空床利用） 藤江町２３１番地１ 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム藤江荘（空床利用） 藤江町２３１番地１ 介護予防短期入所生活介護

藤江荘短期入所生活介護事業所 藤江町２３１番地１ 短期入所生活介護

藤江荘短期入所生活介護事業所 藤江町２３１番地１ 介護予防短期入所生活介護

デイサービスセンター藤江荘 藤江町２３１番地１ 通所介護

デイサービスセンター藤江荘 藤江町２３１番地１ 介護予防通所介護

4 社会福祉法人 豊美会 特別養護老人ホーム福山福寿園 赤坂町早戸１４８３番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム福山福寿園（空床利用） 赤坂町早戸１４８３番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム福山福寿園（空床利用） 赤坂町早戸１４８３番地 介護予防短期入所生活介護

福山福寿園短期入所生活介護事業所 赤坂町早戸１４８３番地 短期入所生活介護

福山福寿園短期入所生活介護事業所 赤坂町早戸１４８３番地 介護予防短期入所生活介護

老人デイサービスセンター福山福寿園通所介護事業所 赤坂町早戸１４８３番地 通所介護

老人デイサービスセンター福山福寿園通所介護事業所 赤坂町早戸１４８３番地 介護予防通所介護

5 社会福祉法人 東村会 特別養護老人ホーム生寿園 東村町１７７５番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム生寿園（空床利用） 東村町１７７５番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム生寿園（空床利用） 東村町１７７５番地 介護予防短期入所生活介護

生寿園短期入所生活介護事業所 東村町１７７５番地 短期入所生活介護

生寿園短期入所生活介護事業所 東村町１７７５番地 介護予防短期入所生活介護

生寿園デイサービスセンター通所介護事業所 東村町１７７５番地 通所介護

生寿園デイサービスセンター通所介護事業所 東村町１７７５番地 介護予防通所介護

生寿園訪問介護事業所 東村町１７７５番地 訪問介護

生寿園訪問介護事業所 東村町１７７５番地 介護予防訪問介護

6 社会福祉法人 明翠会 特別養護老人ホーム明翠園 柳津町４８６番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム明翠園（空床利用） 柳津町４８６番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム明翠園（空床利用） 柳津町４８６番地 介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護事業所明翠園 柳津町４８６番地 短期入所生活介護

短期入所生活介護事業所明翠園 柳津町４８６番地 介護予防短期入所生活介護

デイサービスセンター明翠園 柳津町４８６番地 通所介護

デイサービスセンター明翠園 柳津町４８６番地 介護予防通所介護

ヘルパーステーション北斗 今津町三丁目９番８号 訪問介護

ヘルパーステーション北斗 今津町三丁目９番８号 介護予防訪問介護
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番号 社会福祉法人名 実施事業所 所在地 実施事業

7 社会福祉法人 松風会 特別養護老人ホーム松風園 加茂町上加茂３３番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム松風園（空床利用） 加茂町上加茂３３番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム松風園（空床利用） 加茂町上加茂３３番地 介護予防短期入所生活介護

老人短期入所事業（松風園） 加茂町上加茂３３番地 短期入所生活介護

老人短期入所事業（松風園） 加茂町上加茂３３番地 介護予防短期入所生活介護

老人デイサービスセンター松風園 加茂町上加茂３３番地 通所介護

老人デイサービスセンター松風園 加茂町上加茂３３番地 介護予防通所介護

8 社会福祉法人 東光会 特別養護老人ホーム東光園 坪生町６０６番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム東光園（空床利用） 坪生町６０６番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム東光園（空床利用） 坪生町６０６番地 介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護とうわ 坪生町６０６番地 短期入所生活介護

短期入所生活介護とうわ 坪生町６０６番地 介護予防短期入所生活介護

デイサービス東光会 坪生町６０６番地 通所介護

デイサービス東光会 坪生町６０６番地 介護予防通所介護

認知症対応型デイサービス東光会 坪生町６０５番地 認知症対応型通所介護

認知症対応型デイサービス東光会 坪生町６０５番地 介護予防認知症対応型通所介護

訪問介護とうわ 春日町七丁目６番２７号 訪問介護

訪問介護とうわ 春日町七丁目６番２７号 介護予防訪問介護

9 社会福祉法人 新市福祉会 介護老人福祉施設ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設ジョイトピアおおさ（空床利用） 新市町下安井３５００番地 短期入所生活介護

介護老人福祉施設ジョイトピアおおさ（空床利用） 新市町下安井３５００番地 介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護事業所ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 短期入所生活介護

短期入所生活介護事業所ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 介護予防短期入所生活介護

通所介護事業所ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 通所介護

通所介護事業所ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 介護予防通所介護

通所介護事業所ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 認知症対応型通所介護

通所介護事業所ジョイトピアおおさ 新市町下安井３５００番地 介護予防認知症対応型通所介護

10 社会福祉法人 芙蓉の家 ヘルパーステーションさぽーと 松永町七丁目２番３８号 訪問介護

ヘルパーステーションさぽーと 松永町七丁目２番３８号 介護予防訪問介護

デイサービスセンターさぽーと 松永町七丁目２番３８号 通所介護

デイサービスセンターさぽーと 松永町七丁目２番３８号 介護予防通所介護

11 社会福祉法人 沼隈福祉会 特別養護老人ホーム鳥還荘 沼隈町中山南２６５番地２ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム鳥還荘（空床利用） 沼隈町中山南２６５番地２ 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム鳥還荘（空床利用） 沼隈町中山南２６５番地２ 介護予防短期入所生活介護

鳥還荘短期入所生活介護事業所 沼隈町中山南２６５番地２ 短期入所生活介護

鳥還荘短期入所生活介護事業所 沼隈町中山南２６５番地２ 介護予防短期入所生活介護

鳥還荘デイサービスセンター 沼隈町中山南２６５番地２ 通所介護

鳥還荘デイサービスセンター 沼隈町中山南２６５番地２ 介護予防通所介護

12 社会福祉法人 緑寿会 特別養護老人ホーム新山荘 駅家町新山３５７８番地２ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム新山荘（空床利用） 駅家町新山３５７８番地２ 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム新山荘（空床利用） 駅家町新山３５７８番地２ 介護予防短期入所生活介護

ショートステイ新山 駅家町新山３５７８番地２ 短期入所生活介護

ショートステイ新山 駅家町新山３５７８番地２ 介護予防短期入所生活介護

デイサービスセンター新山 駅家町新山３５７８番地２ 通所介護

デイサービスセンター新山 駅家町新山３５７８番地２ 介護予防通所介護

認知症対応型デイサービス新山 駅家町新山３５７８番地２ 認知症対応型通所介護

認知症対応型デイサービス新山 駅家町新山３５７８番地２ 介護予防認知症対応型通所介護

ヘルパーステーション新山 駅家町新山３５７８番地２ 訪問介護

ヘルパーステーション新山 駅家町新山３５７８番地２ 介護予防訪問介護
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13 社会福祉法人 宏喜会 特別養護老人ホーム幸楽園 蔵王町１５９番地１４ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム幸楽園（空床利用） 蔵王町１５９番地１４ 短期入所生活介護

幸楽園短期入所生活介護事業所 蔵王町１５９番地１４ 短期入所生活介護

デイサービスホーム幸楽園 蔵王町１５９番地１４ 通所介護

14 社会福祉法人 内海福祉会 特別養護老人ホームむつみ苑 内海町ロ２８２５番地３ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホームむつみ苑（空床利用） 内海町ロ２８２５番地３ 短期入所生活介護

むつみ苑短期入所生活介護事業所 内海町ロ２８２５番地３ 短期入所生活介護

内海福祉会通所介護事業所 内海町ロ２８２７番地 通所介護

15 社会福祉法人 啓喜会 特別養護老人ホーム悠芳苑 熊野町乙甲１６３０番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム悠芳苑（空床利用） 熊野町乙甲１６３０番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム悠芳苑（空床利用） 熊野町乙甲１６３０番地 介護予防短期入所生活介護

悠芳苑ショートステイホーム 熊野町乙甲１６３０番地 短期入所生活介護

悠芳苑ショートステイホーム 熊野町乙甲１６３０番地 介護予防短期入所生活介護

悠芳苑デイサービスセンター 熊野町乙甲１６３０番地 通所介護

悠芳苑デイサービスセンター 熊野町乙甲１６３０番地 介護予防通所介護

悠芳苑訪問介護事業所 熊野町乙甲１６３０番地 訪問介護

悠芳苑訪問介護事業所 熊野町乙甲１６３０番地 介護予防訪問介護

16 社会福祉法人 春海会 特別養護老人ホームエクセル鞆の浦 田尻町４１１５番地 介護老人福祉施設

特別養護老人ホームエクセル鞆の浦（空床利用） 田尻町４１１５番地 短期入所生活介護

特別養護老人ホームエクセル鞆の浦（空床利用） 田尻町４１１５番地 介護予防短期入所生活介護

ショートステイエクセル鞆の浦 田尻町４１１５番地 短期入所生活介護

ショートステイエクセル鞆の浦 田尻町４１１５番地 介護予防短期入所生活介護

デイサービスセンター鞆の浦 田尻町４１１５番地 通所介護

デイサービスセンター鞆の浦 田尻町４１１５番地 介護予防通所介護

ヘルパーステーション鞆の浦 田尻町４１１５番地 訪問介護

ヘルパーステーション鞆の浦 田尻町４１１５番地 介護予防訪問介護

17 社会福祉法人 福山市社会福祉協議会 福山市社会福祉協議会 三吉町南二丁目１１番２２号 訪問介護

福山市社会福祉協議会 三吉町南二丁目１１番２２号 介護予防訪問介護

福山市社会福祉協議会 神辺訪問介護事業所 神辺町湯野５３番地４ 訪問介護

福山市社会福祉協議会 神辺訪問介護事業所 神辺町湯野５３番地４ 介護予防訪問介護

福山市社会福祉協議会 新市訪問介護事業所 新市町新市１０６１番地１ 訪問介護

福山市社会福祉協議会 新市訪問介護事業所 新市町新市１０６１番地１ 介護予防訪問介護

18 社会福祉法人 せとうち 特別養護老人ホームプレジール箕島 箕島町５０４番地３ 介護老人福祉施設

特別養護老人ホームプレジール箕島（空床利用） 箕島町５０４番地３ 短期入所生活介護

特別養護老人ホームプレジール箕島（空床利用） 箕島町５０４番地３ 介護予防短期入所生活介護

老人短期入所事業所プレジール箕島 箕島町５０４番地３ 短期入所生活介護

老人短期入所事業所プレジール箕島 箕島町５０４番地３ 介護予防短期入所生活介護

デイサービスセンタープレジール箕島 箕島町５０４番地３ 通所介護

デイサービスセンタープレジール箕島 箕島町５０４番地３ 介護予防通所介護

ヘルパーステーションプレジール箕島 箕島町５０４番地３ 訪問介護

ヘルパーステーションプレジール箕島 箕島町５０４番地３ 介護予防訪問介護

19 社会福祉法人 健生会 特別養護老人ホームあぶと健生苑 沼隈町能登原１４３６番地１ 介護老人福祉施設

あぶと健生苑短期入所生活介護 沼隈町能登原１４３６番地１ 短期入所生活介護

あぶと健生苑短期入所生活介護 沼隈町能登原１４３６番地１ 介護予防短期入所生活介護

あぶと健生苑通所介護事業所 沼隈町能登原１４３６番地１ 通所介護

あぶと健生苑通所介護事業所 沼隈町能登原１４３６番地１ 介護予防通所介護

社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書提出法人一覧


