令和３年度 県内地域包括支援センター一覧
市町名
1 松山市

2 松山市

2—1 松山市

3 松山市

4 松山市

5 松山市

6 松山市

7 松山市

8 松山市

9 松山市

10 松山市

11 松山市

12 松山市

13 松山市

名
称
（担当地区）・所在地・電話番号等
松山市地域包括支援センター桑原・道後
（湯山・五明・伊台・道後・湯築・桑原地区）
松山市持田町1丁目3-30
電話 089-993-5666 FAX 089-993-5668
松山市地域包括支援センター石井・浮穴・久谷
（石井東・石井西・浮穴・久谷地区）
松山市東石井7丁目3-32
電話 089-957-0808 FAX 089-957-3303
サブセンター浮穴・久谷
（浮穴・久谷地区）
松山市東方町甲1272－1
電話 089-905-8889 FAX 089-905-8778
松山市地域包括支援センター小野・久米
（久米・小野地区）
松山市鷹子740
電話 089-970-3761 FAX 089-975-7620
松山市地域包括支援センター東・拓南
(番町・八坂・東雲・素鵞地区)
松山市築山町5-11
電話 089-915-7760 FAX 089-915-7763
松山市地域包括支援センター雄郡・新玉
(雄郡・新玉地区）
松山市千舟町8丁目128—1
電話 089-993-7220 FAX 089-993-7221
松山市地域包括支援センター味酒・清水
(清水・味酒地区）
松山市清水町3丁目15
電話 089-911-1135 FAX 089-911-1140
松山市地域包括支援センター垣生・余土
（余土・垣生地区）
松山市保免西4丁目5—25
電話 089-989-7600 FAX 089-971-6510
松山市地域包括支援センター生石・味生
（生石・味生地区）
松山市別府町177-1
電話 089-953-3888 FAX 089-952-3890
松山市地域包括支援センター三津浜
（宮前・三津浜・高浜・興居島地区）
松山市祓川2丁目10-23
電話 089-953-1130 FAX 089-953-1150
松山市地域包括支援センター中島
（中島地区）
松山市中島大浦1626 松山市役所中島支所３階
電話 089-997-0454 FAX 089-997-0454
松山市地域包括支援センター城北
（和気・潮見・堀江・久枝地区）
松山市堀江町甲338-2
電話 089-911-8005 FAX 089-911-8006
松山市地域包括支援センター北条
（浅海・立岩・難波・正岡・北条・河野・粟井地区）
松山市河野別府937-1
電話 089-992-0117 FAX 089-992-0118
松山市基幹型地域包括支援センター
（市内全域）
松山市二番町４丁目７番地２
電話 089-948-6949 FAX 089-934-0815

（令和３年４月１日現在）
直営・委託
母体法人等
委託
社会福祉法人 平成会
松山市溝辺町乙539-1
電話 089-977-8111
委託
社会福祉法人 白寿会
松山市東石井1丁目１１－３０
電話 089-957-0808

委託
医療法人財団 慈強会
松山市高井町1211
電話 089-970-3761
委託
一般社団法人 松山市医師会
松山市藤原2丁目4-70
電話 089-915-7760
委託
社会福祉法人 和光会
松山市井門町1099
電話 089-969-0001
委託
社会福祉法人 道真会
松山市高岡町779—6
電話 089-972-8011
委託
社会福祉法人 愛寿会
松山市来住町1171—1
電話 089-970-7000
委託
医療法人 ミネルワ会
松山市空港通7丁目13-3
電話 089-953-3888
委託
社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会

松山市山西町997-1
電話 089-953-1130
委託
医療法人 友朋会
松山市溝辺町甲331
電話 089-997-0454
委託
医療法人 慈孝会
松山市福角町乙69-1
電話 089-979-5561
委託
社会福祉法人 安寿会
松山市安城寺町1673番1
電話 089-978-6910
直営

名
称
（担当地区）・所在地・電話番号等
14 今治市 今治市地域包括支援センター美須賀・立花
（美須賀・立花地区）
今治市黄金町二丁目２番地５
電話 0898-55-8872 FAX 0898-55-8873
15 今治市 今治市地域包括支援センター日吉・近見
（日吉・近見地区）
今治市北日吉町一丁目１1番17号
電話 0898-22-7960 FAX 0898-22-7970
16 今治市 今治市地域地域包括支援センター西・南
（西・南地区）
今治市別名２７２番地
電話 0898-33-7861 FAX 0898-33-7862
17 今治市 今治市地域包括支援センター桜井・朝倉・玉川
（桜井・朝倉・玉川地区）
今治市玉川町大野甲８６番地１
電話 0898-36-8330 FAX 0898-36-8328
18 今治市 今治市地域包括支援センター北郷・大西・菊間
（北郷・大西・菊間地区）
今治市大西町宮脇甲５０１番地２
電話 0898-53-5540 FAX 0898-53-5977
19 今治市 今治市伯方地域包括支援センター
（吉海・宮窪・伯方・上浦・大三島・関前地区）
今治市伯方町木浦甲3930番地1
電話 0897-72-1065 FAX 0897-72-1075
19-1 今治市 サブセンター大島
（吉海・宮窪地区）
今治市吉海町名1466番地
電話 0897-84-4110
19-2 今治市 サブセンター大三島
（上浦・大三島地区）
今治市大三島町野々江2435番地2
電話 0897-83-1110
20 今治市 高齢介護課 地域包括支援担当
（市内全域）
今治市別宮町一丁目４番地１
電話 0898-36-1528 FAX 0898-34-5077
19 宇和島市 宇和島市地域包括支援センター
（市内全域）
宇和島市曙町1番地
電話 0895-49-7019 FAX 0895-24-1126
20 八幡浜市 八幡浜市地域包括支援センター
(市内全域)
八幡浜市松柏乙1101番地
電話 0894-24-3918(直)
電話 0894-24-6626(保健センター)
FAX 0894-24-6652
21 新居浜市 新居浜市地域包括支援センター
（市内全域）
新居浜市一宮町1－5－１ 市役所内
電話 0897-65-1245 FAX 0897-33-5178

直営・委託
母体法人等

市町名

委託
医療法人 滴水会
今治市末広町一丁目５番地５
電話 0898-32-0323
委託
医療法人 順天会
今治市北日吉町一丁目１０番５０号
電話 0898-23-3358
委託
医療法人 隆典会
今治市別名２７４番地
電話 0898-22-1102
委託
社会福祉法人 今治市社会福祉協議会
今治市南宝来町一丁目９番地８
電話 0898-22-6018
委託
社会福祉法人 今治市社会福祉協議会
今治市南宝来町一丁目９番地８
電話 0898-22-6018
委託
社会福祉法人 今治市社会福祉協議会
今治市南宝来町一丁目９番地８
電話 0898-22-6018
同上

同上

直営

直営

直営

直営

名
称
（担当地区）・所在地・電話番号等
西条市 西条市地域包括支援センター
（西条西部・小松、丹原）
西条市明屋敷１６４番地
電話 0897-52-1412 FAX 0897-52-1408
西条市 西条市地域包括支援センター西条北部
（玉津・西条・神拝）
西条市朔日市269－1
電話 0897-55-5359 FAX 0897-55-6766
西条市 西条市地域包括支援センター西条南部
（飯岡・大町・神戸・加茂）
西条市福武甲162－1
電話 0897-55-0630 FAX 0897-55-0631
西条市 西条市地域包括支援センター東予
（東予地区全域）
西条市三芳1535－1
電話 0898-66-5520 FAX 0897-66-5530
大洲市 大洲市地域包括支援センター
（市内全域）
大洲市大洲６９０番地の１
電話 0893-24-1714 FAX 0893-24-0961
サブセンター大洲中央
（大洲【肱南、久米、肱北、喜多、平野、南久米、柳沢、
新谷、三善、上須戒】）
大洲市大洲690番地の1
電話 0893-24-1714 FAX 0893-24-0961
サブセンター大洲西
（大洲【八多喜】、長浜）
大洲市長浜甲480番地の3
電話 0893-52-1113 FAX 0893-52-0637
サブセンター大洲東
（大洲【平、菅田、大川】、肱川、河辺）
大洲市肱川町山鳥坂74番地
電話 0893-34-2340 FAX 0893-34-2454
伊予市 伊予市地域包括支援センター
（市内全域）
伊予市米湊1212番地5
電話 089-909-6260 FAX 089-909-6261
四国中央市 四国中央市地域包括支援センター
（市内全域）
本庁
四国中央市三島宮川４丁目6－55 市役所内
電話 0896-28-6147 FAX 0896-28-6059
西予市 西予市地域包括支援センター
（本所）
（市内全域）
西予市野村町野村12号15番地
電話 0894-72-0022 FAX 0894-72-0024
（支所）
（宇和、明浜、三瓶）
西予市宇和町卯之町四丁目746番地
電話 0894-62-7730 FAX 0894-62-7735
東温市 東温市地域包括支援センター
（市内全域）
東温市見奈良490番地1
電話 089-955-0150 FAX 089-955-5766

直営・委託
母体法人等

市町名

22

22

22

22

23

24

25

26

27

直営

委託

委託

委託

直営

直営

直営

直営

委託
社会福祉法人 くじら
長崎県大村市富の原１丁目１１１３－１
直営

委託
西予市社会福祉協議会
西予市野村町野村12号15番地

委託
東温市社会福祉協議会
東温市見奈良490番地1

名
称
（担当地区）・所在地・電話番号等
上島町 上島町地域包括支援センター
（町内全域）
上島町生名621-1
電話 0897-76-2261 FAX 0897-74-0912
上島町地域包括支援センター岩城サブセンター
（岩城地区）
上島町岩城2239
電話 0897-74-0755 FAX 0897-75-2826
上島町地域包括支援センター魚島（包括センター窓口）
（魚島地区）
上島町魚島1番耕地1367-2
電話 0897-74-1120 FAX 0897-74-1130
久万高原町 久万高原町地域包括支援センター
(町内全域）
久万高原町久万212番地
電話 0892-50-0230 FAX 0892-21-2862
松前町 松前町地域包括支援センター
（町内全域）
松前町筒井631番地
電話 089-985-4205 FAX 089-985-4206
砥部町 砥部町地域包括支援センター
（町内全域）
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
電話 089-962-6118 FAX 089-962-6820
砥部町地域包括支援センター広田サブセンター
（広田地区）
伊予郡砥部町総津４０９番地
電話 089-969-2111 FAX 089-969-2115
内子町 内子町地域包括支援センター
（町内全域）
喜多郡内子町平岡甲168番地
電話 0893-44-2111 FAX 0893-44-4116
伊方町 伊方町地域包括支援センター
（町内全域）
伊方町湊浦1993番地1
電話 0894-38-2652 FAX 0894-38-0372
松野町 松野町地域包括支援センター
（町内全域）
北宇和郡松野町大字延野々１４０６番地４
電話 0895-42-1933 FAX 0895-42-1550
鬼北町 鬼北町地域包括支援センター
（町内全域）
鬼北町大字近永８００番地1
電話 0895-45-1111 FAX 0895-45-3618
愛南町 愛南町地域包括支援センター
（町内全域）
南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
電話 0895-72-7325 FAX 0895-70-1777

直営・委託
母体法人等

市町名

28

29

30

31

32

33

34

35

36

直営

直営

直営

直営

直営

直営

直営

直営
直営

直営

直営

直営

