
平成２８年６月１５日現在

＜指　定　病　院＞

住　　　所

1 医療法人ライフサポート明和記念病院 大分市 明野北１丁目２番１７号

2 医療法人唱和会明野中央病院 大分市 明野東２丁目７番３３号

3 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター 大分市 大字市１２１３番地

4 医療法人至誠会帆秋病院 大分市 大字大分４７７２番地

5 医療法人芝蘭会今村病院 大分市 大手町３丁目２番２９号

6 社会医療法人恵愛会大分中村病院 大分市 大手町３丁目２番４３号

7 医療法人岡仁会大分共立病院 大分市 大字奥田３０番地

8 仲宗根病院 大分市 大字小野鶴１３５３番地

9 タキオ保養院 大分市 大字片島１３５５番地

10 山口病院 大分市 金池町３丁目４番１５号

11 医療法人社団親和会衛藤病院 大分市 大字上判田３４３３番地

12 大分健生病院 大分市 古ヶ鶴１丁目１番１５号

13 医療法人社団淵野会渕野病院 大分市 大字坂ノ市中央５丁目１－２１

14 社会医療法人関愛会佐賀関病院 大分市 大字佐賀関７５０番地の８８

15 医療法人明和会佐藤病院 大分市 桜ヶ丘７番６７号

16 社会医療法人敬和会大分東部病院 大分市 大字志村字谷ヶ迫７６５番地

17 医療法人同仁会大分下郡病院 大分市 大字下郡１４１０番地

18 大分丘の上病院 大分市 大字竹中１４０３番地

19 大分赤十字病院 大分市 千代町３丁目２番３７号

20 医療法人畏敬会井野辺病院 大分市 大字中尾２５５番地

21 大分泌尿器科病院 大分市 長浜町２丁目１番３２号

22 医療法人財団天心堂へつぎ病院 大分市 大字中戸次５９５６番地

23 医療法人健裕会永冨脳神経外科病院 大分市 西大道２丁目１番２０号

24 社会医療法人敬和会大分岡病院 大分市 西鶴崎３丁目７番１１号

25 医療法人社団淵野会緑ヶ丘保養園 大分市 大字丹生１７４７番地の４

26 大分記念病院 大分市 大字羽屋３８７番地の１

27 塚川第一病院 大分市 東春日町５番２５号

28 医療法人善昭会オアシス第二病院 大分市 東鶴崎２丁目３番３０号

29 医療法人善昭会オアシス第一病院 大分市 東鶴崎３丁目３番１９号

30 大分県立病院 大分市 大字豊饒４７６番地

31 医療法人社団三杏会仁医会病院 大分市 大字古国府７８１番地の３

32 医療法人八宏会有田胃腸病院 大分市 牧１丁目２番６号

33 医療法人愛敬会城東病院 大分市 牧２丁目１６番１６号

34 リバーサイド病院 大分市 大字宮崎６番地の３

35 大分市医師会立アルメイダ病院 大分市 大字宮崎１５０９－２番地

36 大分循環器病院 大分市 大字三芳３２０番３

37 独立行政法人国立病院機構大分医療センター 大分市 横田２丁目１１番４５号

38 医療法人野口記念会野口病院 別府市 青山町７番５２号

39 医療法人恵愛会中村病院 別府市 秋葉町８番２４号

40 医療法人寺岡会朝見病院 別府市 朝見１丁目２３番２８号

41 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 別府市 大字内竃１４７３番地

42 医療法人聡明会児玉病院 別府市 亀川四の湯町５番１９号

43 上人病院 別府市 北石垣深町８５１番地

44 別府中央病院 別府市 北的ヶ浜町５番１９号

45 医療法人社団春日会黒木記念病院 別府市 照波園町１４番２８号

46 医療法人博慈会内田病院 別府市 末広町３番１号

47 医療法人財団百善会村橋病院 別府市 千代町２番５号

48 社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター 別府市 大字鶴見１０２６番地の１０

49 国家公務員等共済組合連合会新別府病院 別府市 大字鶴見３８９８番地

50 医療法人哲世会鶴見台病院 別府市 大字鶴見４０７５番地

51 大分県厚生連鶴見病院 別府市 大字鶴見４３３３番地

52 九州大学病院別府病院 別府市 大字鶴見４５４６番地

53 独立行政法人国立病院機構西別府病院 別府市 大字鶴見４５４８番地

54 畑病院 別府市 中島町１４番２２号

55 医療法人社団洗心会別府温泉病院 別府市 大字野田２２番地の１

56 医療法人財団親幸会浜脇記念病院 別府市 浜脇１丁目２番５号

大分県内の不在者投票指定施設等一覧表

指定施設の名称
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住　　　所指定施設の名称

57 医療法人山本記念会山本病院 別府市 光町１４番３号

58 自衛隊別府病院 別府市 大字別府３０８８番地の２４

59 医療法人慈愛会向井病院 別府市 大字南立石２４１番地の１５

60 中津市立中津市民病院 中津市 大字下池永１７３番地

61 医療法人慈仁会酒井病院 中津市 中央町１丁目１番４３号

62 中津胃腸病院 中津市 大字永添５１０番地

63 医療法人梶原病院 中津市 大字中殿２８５番地

64 医療法人向心会大貞病院 中津市 大字中原８番地

65 医療法人弘仁会中津脳神経外科病院 中津市 大字福島字道竹１０５５番地

66 社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院 中津市 大字宮夫１７番地

67 中津第一病院 中津市 大字宮夫２５２番地の２

68 医療法人杏林会村上記念病院 中津市 諸町１７９９番地

69 大分友愛病院 日田市 大字上野１番地の１

70 医療法人愛幸会原病院 日田市 三本松２丁目６番１６号

71 聖陵岩里病院 日田市 大字高瀬１６－１８

72 上野公園病院 日田市 大字高瀬２２２６番地の１

73 一ノ宮脳神経外科病院 日田市 竹田新町２－４８

74 医療法人宗仁会奥村日田病院 日田市 田島町５００番地

75 医療法人豊堂岩尾整形外科病院 日田市 玉川町５９５番地の１

76 医療法人咸宜会日田中央病院 日田市 淡窓２丁目５番１７号

77 大分県済生会日田病院 日田市 大字三和６４３番地の７

78 医療法人明倫会御手洗病院 佐伯市 蒲江大字蒲江浦２２１５番地９

79 医療法人慈恵会西田病院 佐伯市 鶴岡西町２－２６６

80 長門記念病院 佐伯市 大字鶴岡２０１４番地

81 独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター 佐伯市 常盤西町１１番２０号

82 佐伯中央病院 佐伯市 常盤東町６番３０号

83 医療法人明石会曽根病院 佐伯市 長島町２丁目１８番２４号

84 渡町台外科病院 佐伯市 長島町３丁目１３番１２号

85 医療法人仁恵会佐伯保養院 佐伯市 東町２７番１２号

86 医療法人仁愛会臼杵内科リハビリテーション病院 臼杵市 大字市浜６９４番地の１

87 城下町病院 臼杵市 大字臼杵１８０番地

88 医療法人末広白川病院 臼杵市 大字末広９３８番地

89 臼杵市医師会立コスモス病院 臼杵市 大字戸室１１３１番地１

90 社団法人津久見市医師会立津久見中央病院 津久見市 大字千怒６０１１番地

91 社会医療法人社団大久保病院 竹田市 久住町大字栢木６０２６番地の２

92 医療法人雄仁会加藤病院 竹田市 大字竹田１８５５番地

93 竹田医師会病院 竹田市 大字拝田原４４８番地

94 医療法人積善会千嶋病院 豊後高田市 呉崎７３８－１

95 医療法人新生会高田中央病院 豊後高田市 新地１１７６番地の１

96 医療法人恵友会杵築中央病院 杵築市 大字杵築１２０番地

97 杵築オレンジ病院 杵築市 大字船部２１６７－２０

98 杵築市立山香病院 杵築市 山香町大字野原１６１２番地の１

99 和田病院 宇佐市 大字出光１６５番地の１

100 宇佐中央内科病院 宇佐市 大字江須賀４０４６番地の１

101 医療法人仁和会佐藤第二病院 宇佐市 大字中原３４７番地

102 医療法人明徳会佐藤第一病院 宇佐市 大字法鏡寺７７番地の１

103 宇佐高田医師会病院 宇佐市 大字南宇佐６３５番地

104 医療法人碩和会轟木整形外科病院 宇佐市 大字南宇佐７６６番地

105 医療法人起愛会精神科神経科内科宇佐病院 宇佐市 大字南宇佐１６５５番地

106 小野内科病院 宇佐市 大字南敷田７０５番地の１

107 医療法人財団興仁会桑尾病院 宇佐市 大字四日市１１８番地

108 豊後大野市民病院 豊後大野市 緒方町馬場２７６番地

109 社会医療法人帰巖会みえ病院 豊後大野市 三重町赤嶺１２５０番地１

110 医療法人新生会福島病院 豊後大野市 三重町市場２３１番地

111 大分大学医学部附属病院 由布市 挾間町医大ケ丘１丁目１番地

112 医療法人慈愛会岩男病院 由布市 湯布院町川上３０５９番地の１

113 湯布院病院 由布市 湯布院町川南２５２番地

114 医療法人福寿会日野病院 由布市 湯布院町川南２８０番地

115 国東市民病院 国東市 安岐町下原１４５６番地
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住　　　所指定施設の名称

116 医療法人メディケアアライアンスあおぞら病院 国東市 国東町小原２６５０番地

117 医療法人二豊会国見病院 国東市 国見町伊美１９６８番地

118 医療法人平成会サンライズ酒井病院 速見郡日出町 １８２７番地の１

119 特定医療法人瑞木会日出児玉病院 速見郡日出町 大字川崎８３７番地の１

120 医療法人順榮会玖珠記念病院 玖珠郡玖珠町 大字塚脇６３３番地の２

121 医療法人玖寿会高田病院 玖珠郡玖珠町 大字帆足２５９番地

＜指定介護老人保健施設＞

住　　　所

122 社会医療法人三愛会介護保健施設わさだケアセンター 大分市 大字市１１番地の２

123 医療法人創寿会老人保健施設小野鶴養生院 大分市 大字小野鶴１１５７番地の１

124 医療法人善和会老人保健施設medicareおおいた南 大分市 大字田原９３６番地

125 医療法人青樹会老人保健施設リバーサイド百々園 大分市 大字津守２７４２番地の１

126 医療法人社団親和会老人保健施設親和園 大分市 大字中判田１４２８番地の１

127 医療法人財団天心堂老人保健施設陽光苑 大分市 大字中戸次４５２５番地

128 介護老人保健施設サンテラスながとみ 大分市 西大道２丁目２番１号

129 医療法人社団淵野会老人保健施設グリーンライフ 大分市 大字丹生１７４７番地

130 介護老人保健施設さくらハウスぜぜ 大分市 牧１丁目２５番地１号

131 介護老人保健施設さくらハウスぜぜユニット型 大分市 牧１丁目２５番地１号

132 老人保健施設やすらぎ苑 大分市 大字松岡１９４６番地

133 社会医療法人敬和会介護老人保健施設大分豊寿苑 大分市 大字皆春１５２１番地の１

134 医療法人鶴友会老人保健施設メディトピアこが 大分市 南鶴崎２丁目６番２２号

135 老人保健施設いでゆの園 別府市 大字北石垣８４６番地の２

136 介護療養型老人保健施設むらはし 別府市 千代町２番５号

137 大分県厚生連老人保健施設シェモア鶴見 別府市 大字鶴見４３３３番地

138 医療法人社団仁泉会老人保健施設メディケア別府 別府市 中島町１４番６号

139 医療法人慈愛会老人保健施設やまなみ苑 別府市 大字南立石２７４番地の２

140 老人保健施設サン・ヘルスピア一燈園 別府市 大字南立石３４７番地の４

141 医療法人健清会老人保健施設創生園 中津市 大字上宮永２９８番地の１

142 医療法人誠雅会介護老人保健施設さつき苑 中津市 三光土田１２４３番地４

143 医療法人三光会老人保健施設三光園 中津市 大字永添９１９番地

144 医療法人玄真堂介護老人保健施設なのみ 中津市 大字宮夫１４番地の１

145 老人保健施設六和会センテナリアン 日田市 大山町東大山１４番地４

146 医療法人聖陵会老人保健施設聖陵ストリーム 日田市 中釣町４８５－３

147 介護老人保健施設和の風 佐伯市 大字池田２２６０－１

148 鶴望野 佐伯市 鶴岡町１丁目１１番５９号

149 介護老人保健施設鶴見の太陽 佐伯市 鶴見大字沖松浦５１番地

150 介護老人保健施設ユニット鶴見の太陽 佐伯市 鶴見大字沖松浦５１番地

151 独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター附属介護老人保健施設 佐伯市 常盤西町１２番６号

152 臼杵市医師会介護老人保健施設南山園 臼杵市 大字海添２５０番地

153 医療法人仁愛会老人保健施設臼杵福寿苑 臼杵市 大字末広２８５番地

154 老人保健施設つくみかん 津久見市 大字千怒６１２０番地

155 介護老人保健施設つくみかんサテライトみなみ 津久見市 大字四浦字久保泊２９４４

156 社会医療法人社団大久保病院介護老人保健施設ヴァル・ド・グラスくじゅう 竹田市 久住町大字栢木５７４番地の３４

157 医療法人雄仁会介護老人保健施設岡の苑 竹田市 大字竹田１８５５番地

158 医療法人積善会老人保健施設希の里 豊後高田市 呉崎７５５番地

159 医療法人新生会介護老人保健施設サングレイス香々地 豊後高田市 見目３９１５番地の１

160 大分県厚生連介護老人保健施設しおはま 杵築市 大字大内字塩浜７７０３番地の４

161 介護老人保健施設グリーンケアやまが 杵築市 山香町大字野原１６１２番地の１

162 医療法人信和会老人保健施設和光園 宇佐市 大字出光１９５番地

163 医療法人社団立清会老人保健施設清流荘 宇佐市 大字山本１６５８番地

164 医療法人宇水会老人保健施設オアシス宇佐 宇佐市 大字和気１８５番地

165 介護老人保健施設泉の里 豊後大野市 三重町赤嶺１２５０番地１

166 ユニット型介護老人保健施設泉の里 豊後大野市 三重町赤嶺１２５０番地１

167 医療法人ニコニコ診療所ユニット型老人保健施設ニコニコ銘水苑 豊後大野市 三重町小坂４１１０番地７

168 医療法人ニコニコ診療所老人保健施設ニコニコ銘水苑 豊後大野市 三重町小坂４１１０番地７

169 老人保健施設ニライ・カナイ 豊後大野市 三重町市場１２７番地

170 介護老人保健施設豊西苑なのはな 豊後大野市 三重町百枝１０８６番１２

171 豊後大野市医師会立介護老人保健施設豊西苑 豊後大野市 三重町百枝１０８６番１２

指定施設の名称
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172 医療法人至誠会老人保健施設健寿荘 由布市 挾間町鬼崎４番地の１

173 介護老人保健施設ゆふいん風香 由布市 湯布院町川南２８０番地

174 老人保健施設ウェルハウスしらさぎ 国東市 安岐町瀬戸田１０３５番地の９

175 医療法人鶴玲会老人保健施設メディケア亀寿苑 国東市 国東町田深６６５番地の１

176 医療法人鶴玲会介護老人保健施設メディケアまほろば苑 国東市 国東町田深６６５番４

177 医療法人堀田医院老人保健施設大樹 国東市 国見町伊美２６１７番地の２

178 医療法人平成会老人保健施設サンライズ・ビュー 速見郡日出町 ５８０番地の２

179 介護老人保健施設みずき 速見郡日出町 川崎５０７番地の３

180 医療法人豊山会老人保健施設ケアポート渓和 玖珠郡九重町 大字町田５４８１番地の３

181 玖珠郡医師会立老人保健施設はね 玖珠郡玖珠町 大字山田２６９６番地

＜指定老人ホーム＞

住　　　所

182 社会福祉法人霊山会特別養護老人ホーム玉光苑 大分市 大字市４５９番地

183 ケアハウス庄の原苑 大分市 大字荏隈１６３７番地の１

184 特別養護老人ホーム庄の原苑 大分市 大字荏隈１７９８番地

185 住宅型有料老人ホームあいご 大分市 大在中央２丁目８番１１号

186 有料老人ホーム彩雲 大分市 大字小野鶴４３７番地１

187 アーバンリブ金池 大分市 要町３番７号

188 社会福祉法人松山会指定地域密着型介護老人福祉施設緑風苑 大分市 大字下郡１６７番地の３

189 社会福祉法人松山会特別養護老人ホーム緑風苑 大分市 大字下郡１６７番地の３

190 軽費老人ホーム白寿苑 大分市 大字下郡１７０番地の１

191 まごころ苑 大分市 大字下郡１８１番地の１

192 社会福祉法人親愛会特別養護老人ホーム光明園 大分市 大字志生木１４５番地の９

193 社会福祉法人親愛会光明園ショートステイ支援ホーム 大分市 大字志生木１４５番地の９

194 ハートケアステイ月の舟 大分市 大字城原６４８番地の１

195 特別養護老人ホームそうだ藤の森 大分市 大字寒田２０２番地

196 指定介護老人福祉施設清静園（ユニット型） 大分市 大字竹中５２６８番地

197 社会福祉法人一志会清静園 大分市 大字竹中５２６８番地

198 特別養護老人ホーム和泉荘 大分市 大字竹矢１０２４番地の１

199 社会福祉法人三愛会特別養護老人ホーム天領ガーデン 大分市 大字田尻７８４－１

200 社会福祉法人永生会特別養護老人ホーム清流苑 大分市 大字種具１４４番地

201 社会福祉法人吉野誠心会特別養護老人ホーム誠寿園 大分市 大字辻９０２番地

202 社会福祉法人吉野誠心会特別養護老人ホーム誠寿園（ユニット型） 大分市 大字辻９０２番地

203 特別養護老人ホーム寿志の里 大分市 大字中判田１３４２－３

204 特別養護老人ホーム寿志の里（地域密着型） 大分市 大字中判田１３４２－３

205 社会福祉法人若草会特別養護老人ホーム創生の里 大分市 大字野田３０６番地の２

206 社会福祉法人若草会特別養護老人ホーム創生の里（ユニット型） 大分市 大字野田３０６番地の２

207 ケアマンシオン創生の里 大分市 大字野田３１３番地の６

208 ケアマンションはなぞの 大分市 花江川４番２８号

209 有料老人ホームはやの里 大分市 羽屋９

210 社会福祉法人穂燈舎特別養護老人ホーム百華苑 大分市 大字東上野１８００番地

211 グランドホーム古国府 大分市 大字古国府８４４番地

212 特別養護老人ホーム碩田柞原の里 大分市 弁天１丁目２－３

213 碩田柞原の里指定短期入所生活介護事業所 大分市 弁天１丁目２－３

214 特別養護老人ホームリバーサイド桃花苑 大分市 大字曲３２０番地

215 地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド桃花苑 大分市 大字曲３２０番地

216 リバーサイド桃花苑ショートステイサービス 大分市 大字曲３２０番地

217 リバーサイド桃花苑ショートステイサービス（ユニット型） 大分市 大字曲３２０番地

218 特別養護老人ホームみなはるの里 大分市 皆春２６２番地１

219 有料老人ホームみなはるの里 大分市 皆春２６２番地１

220 グランドホーム祥雲 大分市 三芳１２９６番地の１８

221 社会福祉法人長久会特別養護老人ホーム白水長久苑 大分市 大字横尾字大原１８９７番地２

222 社会福祉法人長久会特別養護老人ホーム白水長久苑（ユニット型） 大分市 大字横尾字大原１８９７番地２

223 特別養護老ホームアルメイダメモリアルホーム 大分市 大字宮崎１５０９番地

224 特別養護老ホームアルメイダメモリアルホーム（地域密着型） 大分市 大字宮崎１５０９番地

225 特別養護老人ホーム柞原の里 大分市 大字八幡３２０番地１

226 柞原の里指定短期入所生活事業所 大分市 大字八幡３２０番地１

227 特別養護老人ホームアイリスおおいた 大分市 大字横尾４４５１番地の８

指定施設の名称
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228 養護老人ホームアイリス清心園 大分市 大字横尾４４５１番地の１９

229 ケアハウスアイリス清心園 大分市 大字横尾４４５１番地の１９

230 サービス付き高齢者向け住宅すくすく・いきいき村 大分市 大字横瀬３１６７番地

231 グランドホーム八雲 大分市 大字永興９６１番地の２１

232 シルバーホーム花千寿 大分市 大字猪野９２４番地１４

233 ケアハウス別府石垣園 別府市 石垣西２丁目１番３１号

234 特別養護老人ホーム別府石垣園 別府市 石垣西２丁目１番３１号

235 特別養護老人ホーム石垣一燈園 別府市 石垣東３丁目７２６

236 有料老人ホーム石垣一燈園 別府市 石垣東３丁目７２６

237 社会福祉法人生愛会特別養護老人ホーム楼蘭 別府市 小倉４－３

238 特別養護老人ホーム友和苑 別府市 亀川東町８番２０号

239 地域密着型特別養護老人ホーム茶寿苑 別府市 大字鉄輪１０５０番地

240 特別養護老人ホーム茶寿苑 別府市 大字鉄輪１０５０番地

241 別府市軽費老人ホーム閑話園 別府市 大字鉄輪１０６４番地の１０

242 社会福祉法人生愛会ケアハウス楼蘭 別府市 大字鉄輪１０６８番地

243 サービス付き高齢者向け住宅つどい 別府市 末広町３－１

244 有料老人ホームまごころ 別府市 竹の内４－１

245 別府ナーシングホーム泰生園 別府市 大字鶴見１０６８番地

246 さわやかハートピア明礬 別府市 大字鶴見１１９０番地の１

247 社会福祉法人白鳳会ケアハウス恵幸園 別府市 大字鶴見１３４０番地の１

248 社会福祉法人大野記念会　福寿園 別府市 大字鶴見１５７３番地

249 地域密着型ナーシングホームはるかぜ 別府市 大字鶴見３８４１番地の１

250 ナーシングホームはるかぜ 別府市 大字鶴見３８４１番地の１

251 社会福祉法人シルバーホームはるかぜ 別府市 大字鶴見４１３６番地の２

252 有料老人ホーム白梅の花 別府市 中島町１１番２５号

253 静雲荘 別府市 大字野田１２９３番の１

254 地域密着型特別養護老人ホーム静雲荘 別府市 大字野田１２９３番の１

255 特別養護老人ホーム和幸苑 別府市 大字野田１４９４番地の１

256 住宅型有料老人ホームきずな 別府市 平田町２番２号

257 住宅型有料老人ホームさわやか別府の里 別府市 堀田４－２

258 ケアホーム偕楽園 別府市 南荘園町２５

259 軽費老人ホーム一燈園 別府市 大字南立石３４７番地

260 特別養護老人ホーム一燈園 別府市 大字南立石３４７番地

261 特別養護老人ホーム偕楽園 別府市 大字南立石２１７０－１４

262 老人短期入所施設偕楽園 別府市 大字南立石２１７０－１４

263 養護老人ホーム亀川和幸苑 別府市 亀川東町１８９４番地の１

264 社会福祉法人聖信会ショートステイさ蕨 中津市 大字植野２４１番地１

265 社会福祉法人聖信会特別養護老人ホームさ蕨 中津市 大字植野２４１番地１

266 サテライト型特別養護老人ホーム悠久の里 中津市 大字上如水１８２４番地５

267 特別養護老人ホーム望箭荘 中津市 三光森山８５１番地

268 あっとほーむ玄々堂・中津 中津市 下池永１３番地

269 特別養護老人ホーム悠久の里 中津市 大字永添９４５番地

270 ユニット型特別養護老人ホーム悠久の里 中津市 大字永添９４５番地

271 中津市養護老人ホーム豊寿園 中津市 大字永添１２８８番地１４

272 いずみの園 中津市 大字永添２７４４番地

273 特別養護老人ホームいずみの園ヨハネ館 中津市 大字永添２７４４番地

274 ケアマンション聖愛ホーム 中津市 大字永添２７４４番地

275 中津市特別養護老人ホームやすらぎ荘 中津市 耶馬渓町樋山路１番地１

276 特別養護老人ホーム敬天荘 日田市 天瀬町女子畑２３４番地

277 特別養護老人ホーム喜楽苑 日田市 天瀬町桜竹１１１５番地８７

278 特別養護老人ホーム日田園 日田市 大字石井２７１番地の２

279 特別養護老人ホーム日田園ユニット 日田市 大字石井２７１番地の２

280 日田市延寿寮 日田市 大字庄手６８５番地の１３

281 特別養護老人ホーム花月園 日田市 日ノ出町１５６番地

282 特別養護老人ホーム花みずき 佐伯市 大字池田１６９９番地７

283 特別養護老人ホームはまゆう 佐伯市 蒲江大字蒲江浦１３４４番地１

284 特別養護老人ホームはまゆう（ユニット型） 佐伯市 蒲江大字蒲江浦１３４４番地１

285 特別養護老人ホームはたのうら 佐伯市 蒲江大字畑野浦５９６番地３２

286 はたのうら指定短期入所生活介護事業所 佐伯市 蒲江大字畑野浦５９６番地３２
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287 特別養護老人ホーム彦岳の太陽 佐伯市 大字狩生４１８－２

288 ユニット型特別養護老人ホーム彦岳の太陽 佐伯市 大字狩生４１８－２

289 社会福祉法人仁愛会特別養護老人ホーム直川苑 佐伯市 直川大字仁田原１９６２番地１

290 社会福祉法人仁愛会特別養護老人ホーム直川苑（ユニット型） 佐伯市 直川大字仁田原１９６２番地１

291 ケアハウスコスモス 佐伯市 大字長良４９５４番地

292 特別養護老人ホーム長良苑 佐伯市 大字長良４９５６番地

293 特別養護老人ホーム長良苑短期入所生活介護事業所 佐伯市 大字長良４９５６番地

294 特別養護老人ホーム長良苑ユニット型 佐伯市 大字長良４９５６番地

295 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑 佐伯市 弥生大字井崎１７６５番地

296 ながと 佐伯市 弥生大字井崎９８１

297 医療法人明石会有料老人ホーム楓林 佐伯市 長島町２丁目２１番７号

298 特別養護老人ホーム四季の郷 臼杵市 大字江無田１１１９番地５

299 社会福祉法人同心会特別養護老人ホーム緑の園 臼杵市 大字大泊２２０番地

300 養護老人ホーム臼杵市安生寮 臼杵市 大字諏訪７８４番地の３

301 特別養護老人ホーム栄寿荘 臼杵市 野津町大字落谷５３０番地

302 有料老人ホームだん・だん 臼杵市 野津町大字亀甲３７４４－１

303 特別養護老人ホーム白梅荘 津久見市 徳浦宮町４２０番地

304 特別養護老人ホーム白梅荘ユニット型 津久見市 徳浦宮町４２０番地

305 特別養護老人ホームしおさい 津久見市 大字長目２７１５番地の５

306 養護老人ホームしおさい 津久見市 大字長目２７１５番地の５

307 社会福祉法人豊和会特別養護老人ホーム久住荘 竹田市 久住町大字久住６４８５番地１

308 特別養護老人ホーム美晴が丘 竹田市 直入町大字長湯９０６７－４

309 特別養護老人ホーム美晴が丘（短期入所） 竹田市 直入町大字長湯９０６７－４

310 特別養護老人ホーム美晴が丘ユニット型 竹田市 直入町大字長湯９０６７－４

311 サービス付き高齢者向け住宅美空の家 竹田市 直入町大字長湯９０６７－４

312 特別養護老人ホームこころの郷 竹田市 大字飛田川１６１８番地２３

313 特別養護老人ホーム悠々居 竹田市 大字三宅１７６３番地の１

314 悠々居ショートステイ 竹田市 大字三宅１７６３番地の１

315 社会福祉法人真萌会特別養護老人ホーム真寿苑 豊後高田市 臼野４２９８番地３

316 社会福祉法人真萌会特別養護老人ホーム真寿苑（老人短期入所施設） 豊後高田市 臼野４２９８番地３

317 社会福祉法人積善会特別養護老人ホームやすらぎの里 豊後高田市 呉崎７５５番地１

318 介護付き有料老人ホームケアプレイスオリーブ 豊後高田市 新地１１５７番地

319 社会福祉法人豊陽会養護老人ホーム六郷園 豊後高田市 新地１２７４番地

320 社会福祉法人ひまわり特別養護老人ホーム瑞雲荘 杵築市 大田沓掛２３８０番地

321 社会福祉法人ひまわり特別養護老人ホーム瑞雲荘ショートステイ 杵築市 大田沓掛２３８０番地

322 特別養護老人ホーム心助園 杵築市 大字熊野１４２７番地の１

323 地域密着型特別養護老人ホーム心助園 杵築市 大字熊野１４２７番地の１

324 社会福祉法人みのり村特別養護老人ホーム菩提樹 杵築市 大字日野１９２１番地の１５

325 社会福祉法人一心会養護老人ホーム山香苑 杵築市 山香町大字野原１４０５番地の１

326 特別養護老人ホーム太陽の家広寿苑 杵築市 山香町大字野原１６６２番１

327 特別養護老人ホーム太陽の家広寿苑ユニット型 杵築市 山香町大字野原１６６２番１

328 特別養護老人ホーム妻垣荘 宇佐市 安心院町妻垣４０１番地

329 地域密着型特別養護老人ホーム安心院の郷妻垣 宇佐市 安心院町妻垣４０１番地

330 宇佐市立特別養護老人ホーム妙見荘 宇佐市 院内町御沓４８８番地の１

331 社会福祉法人宇水会特別養護老人ホーム宇水園 宇佐市 大字辛島２９９番地の２

332 社会福祉法人宇水会養護老人ホーム和喜久の杜 宇佐市 大字高森１３０２番地の２

333 ケアホーム玄々堂 宇佐市 大字南宇佐２４１６番地

334 宇佐ナーシングホーム泰生園 宇佐市 大字山下２１００番地

335 宇佐ナーシングホームラ・シェネ泰生園 宇佐市 大字山下２１００番地

336 ケアハウス光 宇佐市 大字四日市４４４２番

337 ウェルネスひかり 宇佐市 大字四日市４４４２－４

338 社会福祉法人明峰会有料老人ホームファミリアひかり 宇佐市 大字四日市４４４１－７

339 社会福祉法人偕生会特別養護老人ホーム偕生園 豊後大野市 大野町田中７００番地２

340 社会福祉法人偕生会ユニット型特別養護老人ホーム偕生園 豊後大野市 大野町田中７００番地２

341 社会福祉法人偕生会養護老人ホーム常楽荘 豊後大野市 緒方町馬場５７６番地１

342 特別養護老人ホーム任運荘 豊後大野市 緒方町馬場７９６番地１

343 特別養護老人ホーム任運荘（老人短期入所施設） 豊後大野市 緒方町馬場７９６番地１

344 短期入所生活介護「泉の里」 豊後大野市 三重町赤嶺１２５０番地１

345 特別養護老人ホーム紫雲荘 豊後大野市 三重町本城２０５０番地
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346 社会福祉法人紫雲会盲養護老人ホーム三国寮 豊後大野市 三重町本城２０６０番地

347 社会福祉法人寿永会養護老人ホーム寿楽苑 由布市 庄内町大龍２７０７番地５

348 特別養護老人ホーム情和園 由布市 庄内町西長宝８７０番地の１

349 ケアハウス豊友館 由布市 挾間町鬼崎４番地の１６

350 特別養護老人ホーム若葉苑 由布市 挾間町向原１２１５番地の２

351 特別養護老人ホーム若葉苑ユニット型 由布市 挾間町向原１２１５番地の２

352 特別養護老人ホーム白心荘 由布市 湯布院町川北１３５４番地の１３

353 ユニット型特別養護老人ホーム白心荘 由布市 湯布院町川北１３５４番地の１３

354 特別養護老人ホーム温水園 由布市 湯布院町川北２０３７番地

355 有料老人ホームTONERIKOの丘 由布市 湯布院町中川８０６番地

356 地域密着型特別養護老人ホーム鈴鳴荘 国東市 安岐町下山口５８番地

357 特別養護老人ホーム鈴鳴荘 国東市 安岐町下山口５８番地

358 社会福祉法人安岐の郷養護老人ホーム松寿園 国東市 国東町富来浦２３６８番地の１

359 特別養護老人ホームくにさきの郷 国東市 国東町浜崎２７５７番地１６

360 国東市立特別養護老人ホーム姫見苑 国東市 国見町伊美３８５５番

361 国東市立養護老人ホームくにみ苑 国東市 国見町岐部３９１０番地

362 社会福祉法人安岐の郷特別養護老人ホームむさし苑 国東市 武蔵町糸原２３６８番地１

363 地域密着型特別養護老人ホームむさし苑 国東市 武蔵町糸原２３６８番地２

364 シニアレジデンス暘谷苑 速見郡日出町 大字藤原５７０８番地の３

365 住宅型有料老人ホーム暘谷苑 速見郡日出町 大字藤原５７０８番地の３

366 特別養護老人ホーム暘谷苑 速見郡日出町 大字藤原５７０８番地の３

367 養護老人ホーム亀鶴苑 玖珠郡九重町 大字菅原１３７９番地の１

368 社会福祉法人大樹会特別養護老人ホームシルバーランドメルヘン 玖珠郡九重町 大字右田３１５６番地の７

369 玖珠園 玖珠郡玖珠町 大字大隈３２５番地

＜指定身体障害者支援施設＞

住　　　所

370 障がい者支援施設ハーモニーの森 大分市 大字中戸次６０４２番

371 社会福祉法人太陽の家別府第一ワークショップ 別府市 大字内竃１３９３番２

372 社会福祉法人太陽の家別府第二ワークショップ 別府市 大字内竃１３９３番２

373 社会福祉法人太陽の家別府第三ワークショップ 別府市 大字内竃１３９３番２

374 指定障害者支援施設ゆたか 別府市 大字内竃１３９３番２

375 社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター 別府市 大字鶴見１０２６番地の１0

376 社会福祉法人直心会修光園 中津市 三光森山７７５番地３

377 社会福祉法人すぎのこ村ひばり～ヒルズ 日田市 大字三和１８５３

378 清流の郷 佐伯市 大字堅田２２８８番地の１

379 騰々舎 豊後大野市 緒方町馬場７９６番地１

380 騰々舎（短期入所） 豊後大野市 緒方町馬場７９６番地１

381 指定障害者支援施設大分県のぞみ園 由布市 挾間町赤野３３９番地の１

382 指定障害者支援施設ゆうわ 速見郡日出町 大字大神１４０２番地の６

＜指定保護施設＞

住　　　所

383 社会福祉法人大分県光明寮 豊後大野市 三重町玉田１５１５番地

384 社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県渓泉寮 速見郡日出町 大字藤原４６１７番地

＜国立保養所＞

住　　　所

385 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター 別府市 大字南荘園町２組

指定施設の名称

指定施設の名称

指定施設の名称
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