
事業所 介護支援センター茶の木

事業所名: 西北地区

責任者　 坪井　美智

窓口担当者　 坪井　美智

郵便番号　 580-0033

住所　 松原市天美南２－８９－１高松ビル２階

Tel　 072-338-3006　　　　072-290-7193

Fax　 072-290-7194

メール　 chanoki１＠tea.ocn.ne.jp

９：００～１８：００（月～金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数　４名 　

その他

併設事業所

併設事業所　訪問介護　（介護・総合事業・障がい）

　　　　　　　　　訪問美容

特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間 　

事業所の特徴：　開所１４年目を迎え、地域に密着した介護を心がけ、困難事例にも積極的に取り組
み、利用者様の笑顔が見られるような支援を心がけます。



事業所 ニチイケアセンター松原

事業所名 東北地区

責任者：甲 甲斐　正典

窓口担当者 甲斐　正典

郵便番号 580-0046

住所 松原市三宅中３－１６－２

TEL 072-339-5971

Fax 072-339-5973

携帯

メール hste72@nichiigakkan.co.jp

9：00～18：00（月・火・水・木・金・土）

ケアマネ

ケアマネ配置人数：１名 　

その他

併設事業所

併設事業所 ニチイケアセンター松原（訪問介護）

　　　　　　　　  ニチイケアセンター松原（通所介護）

特徴

事業所の特徴

ケアマネ：男性　１名（介護福祉士）

事業所番号：2774800136

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 野いちごケアプランセンター

事業所名 西南地区

責任者 志村　ちとせ

窓口担当者 志村　ちとせ

郵便番号 580-0024

住所 松原市東新町４－１２－１２　コーポアテネ４０１号

TEL 072-360-4561

Fax 072-360-4562

携帯 080-4080-3061、080-4942-3511

メール shimura-noichigo@angel.ocn.ne.jp

9:00～18:00(月～金)

土曜日・日曜日・祝祭日お休み

ケアマネ

ケアマネ配置人数 二人

その他

併設事業所

併設事業所 なし

特徴

事業所の特徴 ターミナルケアの受入れや在宅復帰など、他職種との連携

を数多く対応しております。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考

早急な対処が必要な場合は上記携帯へのご連絡をお
願いいたします。



事業所 阪南中央病院　在宅ケアサービスあおぞら

事業所名　 西南地区

責任者 理事長　三浦　洋

窓口担当者 飯塚　範子

郵便番号 580-0023

住所 松原市南新町3-3-28

TEL 072-338-7799

Fax 072-333-2109

携帯 なし

メール kaigo@hannan-chuo-hsp.or.jp

9:00-17:30(月・火・水・木・金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 4人

その他

併設事業所

併設事業所 訪問看護ステーションやすらぎ

ヘルパーステーション阪南中央

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 ハーブケアプランセンター

事業所名　　　  　 東北地区

責任者 長谷　真奈美

窓口担当者 長谷　真奈美

郵便番号 580-0046

住所 松原市三宅中6-857-1

TEL 072-335-5678

Fax 072-335-7766

携帯

メール harb@bird.ocn.ne.jp

9:00～18:00（月～金）

（12月30日～1月3日を除く）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 1人

その他

併設事業所

併設事業所 ハーブ訪問介護ステーション

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 パームコートケアプランセンター

事業所名　　　 東北地区

責任者　　　　　 松浦　麻子

窓口担当者　 池田　貴子

郵便番号　　 〒580-0043

住所　　　　　 松原市阿保3-6-18

TEL　　　　　　 072-337-8685

Fax　　　　　　 072-338-8666

携帯

メール　　　　 kyotaku-1@palmcourt.jp

月曜日～金曜日

午前９時～午後５時

ケアマネ

ケアマネ配置人数　　　 1名

その他

併設事業所

併設事業所 介護付有料老人ホーム　パームコートまつばら

　 パームコートデイサービスセンター

　

特徴

事業所の特徴 デイサービスや有料老人ホーム等と連携を密にして、

より細やかなサービスの提供を心掛けています。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

他職種との連携を図る為、情報の共有が重要と

考えています。

営業日・時間    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月曜日～金曜日　/9：00～17：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考



事業所 ピース介護プランセンター

事業所名　　　 東北地区

責任者　　　　　 新川　吉幸

窓口担当者　　 門田　敏和

郵便番号　 　　 ５８０－００４３

住所　　　　　　 松原市阿保５丁目１４番５号ふぁみ～ゆ阿保Ⅱ１０１号

TEL　        　　 ０７２－３３４－０１５１

Fax　　　      　 ０７２－３３４－０２９２

携帯

メール      　　 peace@mrf.biglobe.ne.jp

月曜日～金曜日・９：００～１８：００

ケアマネ

ケアマネ配置人数　　　　 　４名

その他

併設事業所

併設事業所

介護サービスセンター・ピース（訪問介護）

特徴

事業所の特徴

主任介護支援専門員が在籍しており、特定事業所加算Ⅱの体制をとっています。併設事業所に訪問介

護があり、ケアマネージャーと訪問介護とで迅速な対応や連携を取ることができます。また介護タクシー

も行っております。私たちは真心の精神を常に持ち安全で信頼される温かみのある介護を行い地域の

皆様に貢献します。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間　

備考



事業所 ふれあいケアプランセンター

事業所名 西南地区

責任者 矢部　佳代

窓口担当者 矢部　佳代

郵便番号 583-0023

住所 松原市南新町４丁目107-31

TEL 072-206-9988

Fax 072-206-9508

携帯 090-3274-9988

メール fuleai@osaka.zaq.jp

9:00～18：00（月・火・水・木・金）

（12月30日～1月3日、国民の祝日を除く）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 　4名

その他

併設事業所

併設事業所 ふれあいヘルパーステーション

ふれあいデイサービス

特徴

事業所の特徴 女性のケアマネージャーが3名いる事業所です。

訪問介護、通所介護を併設しており在宅生活を

安心して過ごせるようサポートさせていただきます。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 ケアプランセンター北燦しばがき

事業所名 東南地区

責任者 宮下 弥生

窓口担当者 宮下 弥生

郵便番号 580-0017

住所 大阪府松原市柴垣2丁目527番地

TEL 072-337-5566

Fax 072-337-5565

携帯

メール k_kitagawa@oasis-hokusan.co.jp

9：00～18：00(月・火・水・木・金)

※祝日・12月31日～1月3日は除く

ケアマネ

ケアマネ配置人数 3名

その他

併設事業所

併設事業所 訪問介護事業所 北燦しばがき

特徴

事業所の特徴 女性3名の常勤スタッフで、主に住宅型有料老人ホーム

に入居されている利用者様のケアプランを担当しています。

利用者様お一人お一人が生き生きと楽しく生活できるよう

他職種と連携を保ちながら援助しています。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所　 ケアプランセンター　北燦まつばら

事業所名　 東北地区

責任者　 藤井　晃子

窓口担当者　 藤井　晃子

郵便番号　 580-0003

住所　 大阪府松原市一津屋3丁目5-22

TEL 072-335-2700

Fax　 072-335-2711

携帯　 080-3152-2558

メール　 hokusan@ia9.itkeeper.ne.jp

9：00～18：00（月・火・水・木・金）

（但し、祝日・12月31日～1月3日は除く）

ケアマネ

ケアマネ配置人数　 2名

その他

併設事業所

併設事業所 訪問介護事業所　北燦まつばら

特徴

事業所の特徴 2名のスタッフで、主に住宅型有料老人ホームに
入居されている利用者様のケアプランを担当していま
す。
利用者様お1人お1人が生き生きと楽しく生活できるよう

他職種と連携を保ちながら援助しています。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間　

備考



事業所 松原ケアセンターそよ風

事業所名     西北地区

責任者　　　　 荒木　房枝

窓口担当者　　 荒木　房枝

郵便番号　　　 580-0026

住所　　　　　　 松原市天美我堂七丁目４６３番地

TEL　　　　　　 072-337-8171

Fax　　　　　　 072-338-2292

携帯

メール　　　 matsubara@unimat.rc.co.jp

8:30～17：30（月～金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数　　　　 　一人

その他

併設事業所

併設事業所

通所介護

短期入所生活介護（単独ユニット型）

特徴

事業所の特徴

ケアマネの資格（介護福祉士・主任ケアマネジャー）

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間     

備考



事業所 松原市社会福祉協議会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

事業所名  　 東南地区

責任者 道本　賢司

窓口担当者 道本　賢司

郵便番号 580-0043

住所 松原市阿保１－１－１　松原市役所東別館内

TEL ０７２－３３９－３０４１

Fax ０７２－３３６－０８０６

携帯

メール mszaitaku@s2.dion.ne.jp

9:00～17:30（月・火・水・木・金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 　5名

その他

併設事業所

併設事業所 地域包括支援センター

ホームヘルプサービス 

ガイドヘルプセンター

まつばらボランティアセンター

まつばらピアセンター

特徴

事業所の特徴

利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づいて適切な

保健医療サービス及び福祉サービスを、総合的かつ効果的に提供していきます。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 ケアプランセンターまつがおか

事業所名 　　　　 東北地区

責任者　　　　　　 原田　和美

窓口担当者　　　 原田　和美

郵便番号　 〒580-0042

住所　 松原市松ヶ丘１丁目1-1

TEL　　 072-284-8139

Fax　　 072-284-8146

携帯　 090-3906-3555

メール　 K.harada＠care-matsugaoka.jp

9:00～18：00（月～金）　　（土.日.祝日休み）　　　

ケアマネ　　原田　和美

ケアマネ配置人数　１名 　

その他

併設事業所

併設事業所

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

腎臓内科他を専門とした清田クリニックとの関連の事
業者で透析療法実施中の利用者の身体状況等医療と
介護の情報の連絡が密に情報交換が取る事ができま
す。

土日祝日は、事業者は休みですが、緊急時は電話転
送致して折りますので連絡下さい。電話に出れない場
合は折り返し電話致しますので宜しくお願いします。



事業所 まつばらケアプランセンター

事業所名　　　　　 東北地区

責任者 杉原　圭祐

窓口担当者 杉原　圭祐

郵便番号 〒580-0043

住所 松原市阿保３－１４－２２

TEL ０７２－２８９－７１６０

Fax ０７２－３３３－２３８８

携帯 ０８０－６１５９－４００８

メール matsubara-careplan@shoutokukai.or.jp

9:00～17:00（月・火・水・木・金・土・日）

1月1日～1月3日は休み

ケアマネ

ケアマネ配置人数 6名

その他

併設事業所

併設事業所 特別養護老人ホーム　大阪老人ホーム

まつばらヘルパーステーション

まつばらデイサービスセンターレユーナの家

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望 待機者が不在の時は、大阪老人ホーム1階の事務所

（連絡時の注意事項を含む） にお越しください。伝言、書類の受け取りは可能です。

営業日・時間

備考

介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、栄養士
の資格を持ったスタッフが6名（男性1名、女性5名）所
属しています。
特定事業所加算（Ⅱ）を算定しており、毎月事例検討
会や研修会を通じて、日々専門性の向上に努めてい
ます。　　　　法人内のさまざまな専門職（看護師、ヘル
パー、理学療法士など）と連携し、ご利用者様のニー
ズに幅広く対応いたします。



事業所  明治橋病院居宅介護支援事業所

事業所名 西北地区

責任者　　　 上野　順子

窓口担当者　 上野　順子、山本　あゆみ

郵便番号　 　580-0045

住所　　　　　 松原市三宅西1-358-3

TEL　　　　　 072-334-0294

Fax　　　　　 072-334-0293

携帯

メール

　8：30～17：00（月～金）

 8：30～12：30(土）

日・祝日及び12月30日～翌年1月3日までお休みです。

ケアマネ

ケアマネ配置人数　　 　4名

その他

併設事業所

併設事業所 明治橋病院通所リハビリテーション

デイサービスセンターひまわり

エンゼル訪問看護ステーション

グループホーム田井城の里

介護付き有料老人ホーム「松原なごみの里」

ブランチ

特徴

事業所の特徴 病院併設の事業所で医療に関わることが多いです。元職

は看護師1名、介護福祉士3名で女性3名、男性1名です。

地域医療連携室や医療福祉相談室と同室であり、医療や

福祉についての対応を行うことも多いです。

特定事業所加算Ⅱを算定しています。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間　

備考

外出が多いため不在になりがちですが、お急ぎの場合
はご伝言ください。なるべく早く対応を行います。



事業所 遊づる居宅介護支援事業所

事業所名　　　　 東南地区

責任者 谷村昌浩

窓口担当者 谷村昌浩

郵便番号 580-0014

住所 松原市岡1-184-1

TEL 072-335-0110

Fax 072-335-1771

携帯

メール

8：30～17：30（月・火・水・木・金・土）

（日曜・祝日・12月30日～1月3日は休み）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 3名

その他

併設事業所

併設事業所 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　遊づる

遊づるデイサービスセンター

遊づるショートステイ

地域包括支援センター　ブランチ

特徴

事業所の特徴 事業所番号：2774800086

ケアマネ：男性2名、女性1名

資格(重複含む）：主任介護支援専門員2名、

社会福祉士2名、介護福祉士3名

特定事業所加算Ⅲを算定

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 あっぷらいふ介護センター

事業所名　　　　　 西北地区

責任者 山口　夕紀子

窓口担当者 山口　夕紀子

郵便番号 580-0024

住所 松原市東新町４－４－６

TEL 072-337-8122

Fax 072-337-8123

携帯

メール uplife@gaia.eonet.ne.jp

月～金

午前9：00～午後6：00

ケアマネ

ケアマネ配置人数 3名

その他

併設事業所

併設事業所 訪問介護

介護予防訪問介護

介護予防・生活支援サービス事業

特徴

事業所の特徴 主任介護支援専門員1名配置

介護・医療・地域の連携を大切に、利用者様の在宅ケアに

おけるさまざまな問題やニーズに対応できるようがんばって

おります！これからも利用者様の笑顔のお力になれるよう

努力して参ります！

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 イー・ケア　ケアプランセンター

事業所名 西北地区

責任者 管理者　奥久美

窓口担当者 奥久美

郵便番号 580-0023

住所 松原市南新町5-1-40

TEL 072-284-8371

Fax 072-284-8372

携帯

メール e-care.plan@blue.ocn.ne.jp

9:00～17:00(月・火・水・木・金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 2.0人

その他

併設事業所

併設事業所 サービス付高齢者向け住宅　いちょうの郷

イー・ケア　ヘルパーステーション

イー・ケア　ケアプランセンター

特徴

事業所の特徴 サービス付高齢者向け住宅「いちょうの郷」に併設する

居宅介護支援事業所です。

利用者の方に必要なサービスを迅速に提供できるよう

心がけております。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 社会福祉法人　聖徳会　ケアプランセンターうえだ

事業所名 東南地区

責任者　 橋本　みゆき

窓口担当者　 松田　友理子

郵便番号　 ５８０－００１６

住所　 松原市上田８－１１－１１

TEL　 ０７２－３３９－１６６１

Fax　 ０７２－３３９－１６６０

携帯　

メール

９：００～１７：００(月・火・水・木・金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 　3名

その他

併設事業所

併設事業所 大阪老人ホームうえだ

デイサービスセンターうえだ

特徴

事業所の特徴 社会福祉法人聖徳会、2か所目の居宅介護支援事業所

として平成25年5月に開設しました。現在女性2名、男性

1名の介護支援専門員が在籍しています。

特定事業所加算Ⅲを算定しており、24時間の相談体制

を整えています。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間　

備考



事業所 ケアステーションかえで
事業所名 西北地区
責任者 苅屋 佳久
窓口担当者 苅屋 佳久
郵便番号 580-0026
住所 松原市天美我堂７丁目４番１号
TEL 072-339-6111
Fax 072-339-6110
携帯
メール kyotaku@kaede.osaka

9：00～18：00（月～金）

ケアマネ
ケアマネ配置人数 ４人
その他 （内 主任ケアマネ ２名）

併設事業所
併設事業所 ケアステーションかえで（訪問介護） 

ケアステーションかえで 高見の里店（訪問介護）
ケアステーションかえで 天美北店（訪問介護）
ケアステーションかえで（福祉用具貸与・販売）

特徴
事業所の特徴

他職種の方々への要望
（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 ケアプランセンタークローバーハウス
事業所名 西北地区
責任者 新田　浩巳
窓口担当者 新田　浩巳
郵便番号 580-0044
住所 松原市田井城2丁目2-2 サンシティ松原122
TEL 072-333-9680
Fax 072-338-9680
携帯

メール cloverhouse@ab.auone-net.jp

９:００～１７:００(月～金曜日)
（土曜日は交代勤務）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 主任介護支援専門員：２名
その他 　　介護支援専門員：３名

併設事業所

併設事業所 クローバーハウス(訪問介護＆総合事業)
クローバーハウス(障がい者総合支援)
クローバーハウス訪問看護ステーション

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考

利用者さまやご家族の意向や要望を深く聴かせていただき、ご自宅での生活の不安や負担を

軽減して、自立に向けた生活が過ごせるように計画させていただくよう心掛けています。

笑顔で元気に過ごしていただけるように寄り添って、一緒に泣いて笑って喜んで…そんな事

業所をめざしています。



事業所 (株)ケアネット徳洲会　居宅介護支援センター天美

事業所名　 西北地区

責任者 山根　啓央

窓口担当者 山根　啓央

郵便番号 580-0031

住所 松原市天美北6-499-1

TEL 072-334-6662

Fax 072-334-9992

携帯

メール sc-amami-care@care-net.co.jp

9:00～17:00（月・火・水・木・金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 2

その他

併設事業所

併設事業所 (株)ケアネット徳洲会　訪問介護ゆとり

定期巡回随時対応型訪問介護看護　松原

特徴

事業所の特徴 サービス付高齢者住宅で同一建物内にあり男性１名

女性１名で居宅事業を運営しております。緊急時には

松原徳洲会病院との迅速な医療連携を図り、利用者様

及び家族様へ安心したプランを提供できるように努めて

います。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 コープのヘルパーステーション松原　居宅介護支援事業所

西南地区

責任者 町田　有紀

窓口担当者 町田　有紀

郵便番号 580-0014

住所 松原市岡7丁目229-1

TEL 072-339-2521

Fax 072-331-8864

携帯

メール

ケアマネ

ケアマネ配置人数 3名常勤

その他

併設事業所

併設事業所 介護付有料老人ホーム　コープアイメゾン松原　

コープのヘルパーステーション松原　訪問介護事業所

コープのデイサービス松原

コープの多機能ホーム松原

コープのサービス付高齢者住宅スマイルホーム松原岡

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

営業日・時間

9:00-17:00(月～金曜日）
年末年始12月31日～1月3日

備考

コープの高齢者総合ケアセンター笑顔の里松原として高齢者お一人おひとりが笑顔で健やかに自分の望
む暮らしが出来るように支援します。
本人の出来る事を重視して、自立支援のケアプランを作成し、心からお元気になって活動できるように支援
します。



事業所 こもれび

事業所名　　　 東南地区

責任者 清水　睦子

窓口担当者 清水　睦子

郵便番号 〒580-0014

住所 松原市岡3丁目4番40号

TEL 072-334-5332

Fax 072-334-5380

携帯 080-8528-0693

メール komorebi-rainbow@titan.ocn.ne.jp

ケアマネ

ケアマネ配置人数 4名

その他

併設事業所

併設事業所 ヘルパーステーションこもれび

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考

営業時間外のご連絡は携帯電話（080-8528-0693）に
お願いいたします。

女性のケアマネージャーが４名（うち主任ケアマネが３
名）在籍しています。特定事業所加算Ⅲを算定してお
り、週に１回社内ミーティングを開催し、より良い支援
が提供できるよう質の向上を目指し各々業務に励んで
います。″SOS"を見逃さないよう、ご利用者様の気持
ちに寄り添った支援を心がけています。

9：00～18：00（月～金）



事業所 cocoroケアプランセンター

事業所名 東北地区

責任者　　 小畑　万枝

窓口担当者　 小畑　万枝

郵便番号　　 ５８０－０００６

住所　　 松原市大堀２－１８－１４

TEL　　 ０７２－３３９－１２７２

Fax　　 ０７２－３３９－１２７３

携帯　　 ０８０－８５１２－５８７３

メール　　 cocoro-matsubara@oregano.ocn.ne.jp

ケアマネ

ケアマネ配置人数　　１人 　

その他

併設事業所

併設事業所 デイサービスセンターｃｏｃｏｒｏ大堀

特徴

事業所の特徴 女性のケアマネジャーが対応させていただきます。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間  ８：３０～１７：００（月～土）

備考

電話、ＦＡＸ、メールアドレスはデイサービスと同じで
す。

年末年始休み



事業所 ケアプランセンター咲楽

事業所名 東北地区

責任者 岸本　務

窓口担当者 岸本　務

郵便番号 580-0042

住所 大阪府松原市松ヶ丘2丁目29番10号

TEL 072-284-8753

Fax 072-338-8757

携帯 090-7487-1381

メール careplan-sakura@lime.ocn.ne.jp

9：00～18：00（月・火・水・木・金）

正月三日のみ休み

ケアマネ

ケアマネ配置人数 　　　1名

その他

併設事業所

併設事業所 デイサービスはつらつ館　松原松ヶ丘

特徴

事業所の特徴 誠心誠意をモットーに利用者様と共に歩んでいくことを

心懸けています。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考



事業所 有限会社介護サロンしあわせ

事業所名　 西北地区

責任者 森本　千恵

窓口担当者 森本　千恵

郵便番号 580-0025

住所 松原市北新町６丁目１７番２５号

TEL 072-335-2913

Fax 072-335-3203

携帯 090-5012-8996

メール kshiawase7@clear.ocn.ne.jp

8：00～17：00（月～金）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 主任介護支援専門員１人

その他

併設事業所

併設事業所

特徴

事業所の特徴 楽しい職場です。

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考

特になし



事業所 社会福祉法人　博光福祉会　寿里苑サラケアプランセンター

事業所名 東南地区

責任者 松木　之子

窓口担当者 松木　之子

郵便番号 580-0014

住所 松原市丹南4-172

TEL 072-337-7555

Fax 072-337-8555

携帯

メール

9：00～17：30（月・火・水・木・金・土・日）

ケアマネ

ケアマネ配置人数 ７名

その他

併設事業所

併設事業所 介護老人福祉施設　寿里苑サラ

寿里苑サラショートステイ

寿里苑サラデイサービスセンター

寿里苑サラヘルパーステーション

地域包括支援センター　ブランチ

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間

備考

女性5名、男性2名のスタッフがおります。
事業所全体で、より良い介護を目指し、「迅速・親切・丁寧」な対応をモットーに取り組んでおります。
ご利用者が住み慣れた地域で自立し、意欲的に過ごし、いつまでも安心して暮らせるように、
ご家族様の介護に対しても、寄り添って行いたいと考えております。
特定事業所加算Ⅱ



事業所 たなか内科ケアプランセンター

事業所名  東南地区

責任者　　 管理者　　　梅本　由己子

窓口担当者　　 梅本　　岡田　　丸永

郵便番号　　 580-0016

住所　　 松原市上田４－１－１６

TEL　　 072-335-1802

Fax　　 072-335-1803

携帯

メール

８：３０～５：３０（月曜日～金曜日）

休業日　１２月３０日～１月３日と祝日

ケアマネ

ケアマネ配置人数　　女性３人 　

その他

併設事業所

併設事業所 　たなか内科リハビリ訪問看護ステーション

特徴

事業所の特徴

他職種の方々への要望

（連絡時の注意事項を含む）

営業日・時間　

備考　

訪問看護ステーションを併設し、看護師、理学療法士
の専門職を加え、地域の在宅医と連携を図りながら
在宅生活をサポートさせていただきます。




