
No. 介護保険事業所番号 申請者-法人名 事業所-名称 事業所-郵便番号 事業所-所在地 ｻｰﾋﾞｽ種類 介護予防 状態区分 指定有効終了年月日

1 4470203193 別府大分合同タクシー株式会社 合同福祉サービス 874-0840 大分県別府市鶴見字野地3682-1 訪問介護 現存 令和4年5月1日

2 4470500499 株式会社しーとぴあ ホームヘルプサービスしーとぴあ 876-0804 大分県佐伯市蟹田5番22号 訪問介護 現存 令和4年5月10日

3 4460690045 有限会社あしすと・けあ 在宅ケア だんだん 875-0211 大分県臼杵市野津町大字都原2147番地 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年5月15日

4 4460390000 特定非営利活動法人地域リハビリネットワークの会訪問看護ステーションリハビリ倶楽部樹の子871-0041 大分県中津市新博多町1708番地 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年5月31日

5 4470203201 株式会社リアン 訪問介護ステーション　里庵 874-0919 大分県別府市石垣東10丁目4番23号　第二信用ビル　２F訪問介護 現存 令和4年5月31日

6 4470203219 合同会社　千寿 ヘルパーステーション　千寿 874-0909 大分県別府市田の湯町3番7号　アライアンスタワーZ811訪問介護 休止 令和4年5月31日

7 4471000531 株式会社ＪＡいこいの村 株式会社ＪＡいこいの村生活福祉センター873-0006 大分県杵築市大内7707番地2 訪問介護 現存 令和4年5月31日

8 4471000549 株式会社ＪＡいこいの村 株式会社ＪＡいこいの村生活福祉センター873-0006 大分県杵築市大内7707番地2 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 現存 令和4年5月31日

9 4471000556 株式会社ＪＡいこいの村 株式会社ＪＡいこいの村生活福祉センター873-0006 大分県杵築市大内7707番地2 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 現存 令和4年5月31日

10 4471100604 社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域総合支援センターサポートネットすまいる879-0471 大分県宇佐市四日市2482番地1 訪問介護 現存 令和4年5月31日

11 4471200461 有限会社まごの手サービス ヘルパーステーションまごの手 879-6202 大分県豊後大野市朝地町下野442番地2 訪問介護 現存 令和4年5月31日

12 4472200346 有限会社介護ショップゴロちゃん 有限会社介護ショップゴロちゃん 879-1504 大分県速見郡日出町大字大神8085番地 福祉用具貸与 現存 令和4年5月31日

13 4472800632 社会福祉法人　玖珠会 亀鶴苑デイサービスセンター 879-4723 大分県玖珠郡九重町町田46番地の1 通所介護 休止 令和4年5月31日

14 4472800640 社会福祉法人玖珠会 養護老人ホーム亀鶴苑 879-4723 大分県玖珠郡九重町町田46番地の1 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 現存 令和4年5月31日

15 4472800657 社会福祉法人玖珠会 亀鶴苑訪問介護サービス 879-4723 大分県玖珠郡九重町町田46番地の1 訪問介護 現存 令和4年5月31日

16 4450780012 一般社団法人　津久見市医師会 介護老人保健施設つくみかん　サテライトみなみ879-2683 大分県津久見市四浦字久保泊2944番地 介護老人保健施設 現存 令和4年6月7日

17 4410312419 医療法人光和会 水谷クリニック 871-0712 大分県中津市山国町守実80番地の1 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 現存 令和4年6月30日

18 4411111240 医療法人悠久会 いしばしの里クリニック 872-0312 大分県宇佐市院内町櫛野167番の1 訪問介護 現存 令和4年6月30日

19 4470203235 株式会社エヴァ･ライフ ベストケア別府 874-0919 大分県別府市石垣東10丁目1-10 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 現存 令和4年6月30日

20 4470203235 株式会社エヴァ･ライフ ベストケア別府 874-0919 大分県別府市石垣東10丁目1-10 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 現存 令和4年6月30日

21 4470203243 株式会社鶴進HMG デイサービスセンターマイウェイ別府 874-0042 大分県別府市鉄輪東11組 通所介護 現存 令和4年6月30日

22 4470300858 医療法人聖信会 デイサービスセンター悠々 871-0058 大分県中津市豊田町6番地2 通所介護 現存 令和4年6月30日

23 4470300866 医療法人聖信会 ヘルパーステーション悠々 871-0058 大分県中津市豊田町6番地2 訪問介護 現存 令和4年6月30日

24 4472500471 有限会社サン・ラポール鶴見 訪問介護センターひだまり 876-1202 大分県佐伯市鶴見大字地松浦1250番地 訪問介護 現存 令和4年6月30日

25 4472200361 有限会社うの福祉サービス 有限会社うの福祉サービス 879-1506 大分県速見郡日出町3137番地5 訪問介護 現存 令和4年7月8日

26 4460290085 一般社団法人　湯のまち 湯のまち訪問看護ステーション 874-0832 大分県別府市大字南立石1079番地の132 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年7月11日

27 4470201221 社会福祉法人貴船会 ヘルパーステーション大観苑 874-0042 大分県別府市鉄輪東8組 訪問介護 現存 令和4年7月31日

28 4470201239 医療法人博慈会 ヘルパーステーションうちだ 874-0938 大分県別府市末広町3番1号 訪問介護 現存 令和4年7月31日

29 4470201262 社会福祉法人貴船会 デイサービスセンター大観苑 874-0042 大分県別府市鉄輪東8組 通所介護 現存 令和4年7月31日

30 4470300882 医療法人杏林会 医療法人杏林会ユニット型ショートステイ　むらかみ871-0049 大分県中津市諸町1799番地 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 現存 令和4年7月31日

31 4470401482 ウェルビス悠愛株式会社 悠愛ヘルパーステーション 877-0045 大分県日田市亀山町4-16-101 訪問介護 現存 令和4年7月31日

32 4470600810 有限会社あしすと・けあ 指定訪問介護ステーションだん・だん 875-0216 大分県臼杵市野津町大字亀甲3745番地の1訪問介護 休止 令和4年7月31日

33 4470800303 大分県医療生活協同組合 医療生協竹田ヘルパーステーション 878-0011 大分県竹田市大字会々3313-1 訪問介護 現存 令和4年7月31日

34 4471300253 医療法人福寿会 訪問介護ゆとり 879-5103 大分県由布市湯布院町川南280番地 訪問介護 休止 令和4年7月31日

35 4472800350 有限会社みなみ ヘルパーステーションみなみの風 879-4723 大分県玖珠郡九重町町田52-3 訪問介護 現存 令和4年7月31日

36 4470300577 株式会社アクト・ケア ヘルパーステーション玄々堂 871-0011 大分県中津市大字下池永13番地 訪問介護 現存 令和4年8月18日

37 4460290036 医療法人社団春日会 訪問看護ステーションくろき 874-0024 大分県別府市平田町2番2号 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年8月23日

38 4460290218 株式会社　びー・まい・ふれんど 訪問看護ステーションほのぼの 874-0828 大分県別府市山の手町9番39号 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年8月31日

39 4470202146 社会福祉法人一燈園 デイサービスセンター大学通り一燈園 874-0033 大分県別府市上人南10組 通所介護 現存 令和4年8月31日

40 4470203250 株式会社きりしま デイサービスセンターぽれぽれ 874-0844 大分県別府市火売8組-4 通所介護 現存 令和4年8月31日

41 4470400633 有限会社環彩 有限会社環彩 877-0035 大分県日田市大字日高1060番地の10 福祉用具貸与 現存 令和4年8月31日

42 4470601016 有限会社健康堂薬品 デイサービスセンターはれやか・すえひろ875-0083 大分県臼杵市井村字山ノ下２７１９番地 通所介護 現存 令和4年8月31日

43 4471000572 社会福祉法人一心会 デイサービスセンター風の唄 879-1307 大分県杵築市山香町野原1405-9 通所介護 現存 令和4年8月31日

44 4471101131 株式会社上高 ホームヘルプサービスやまぶき 879-0313 大分県宇佐市上高31番地の10 訪問介護 現存 令和4年8月31日

⚫令和４年５月１日から令和５年４月３０日までの間に有効期間満了となる施設・事業所一覧⚫
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45 4450680030 一般社団法人　臼杵市医師会 臼杵市医師会介護老人保健施設　南山園 875-0042 大分県臼杵市海添250番地 介護老人保健施設 現存 令和4年9月30日

46 4460290226 株式会社Ｎ・フィールド 訪問看護ステーションデューン別府 874-0920 大分県別府市北浜2丁目10-19　グランメール１階訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年9月30日

47 4470201296 有限会社秀桂企画 ウエルケアレンタルサポート 874-0839 大分県別府市南立石1区2組 福祉用具貸与 現存 令和4年9月30日
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48 4470201304 第一交通株式会社　別府営業所 第一あんしんサービス別府 874-0919 大分県別府市石垣東9-2-20 訪問介護 現存 令和4年9月30日

49 4470202153 株式会社　リフライ 訪問介護ステーション湯羽花 874-0933 大分県別府市野口元町16番12号　さつきビル2F訪問介護 現存 令和4年9月30日

50 4470501786 グッド・アシスト有限会社 万葉訪問介護ステーション 876-0012 大分県佐伯市鶴望字中ノ原3510番21 訪問介護 現存 令和4年9月30日

51 4472800376 特定非営利活動法人ともだち村 デイサービスセンターともだち村 879-4801 大分県玖珠郡九重町右田914番地の3 通所介護 現存 令和4年9月30日

52 4472800665 株式会社　菅田新光堂 スガタ福祉用具センター 879-4413 大分県玖珠郡玖珠町塚脇字大無田550-1 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 現存 令和4年9月30日

53 4471100638 株式会社日豊ケアサービス デイサービスオリーブ宇佐 879-0309 大分県宇佐市東高家984番地1 通所介護 現存 令和4年10月31日

54 4471100646 社会福祉法人芽豆羅の里 めずらの里訪問介護サービス 879-0316 大分県宇佐市下時枝648 訪問介護 現存 令和4年10月31日

55 4470400658 株式会社湯味寿 デイサービスセンターゆあーじゅ 877-1232 大分県日田市清水町８２５番３ 通所介護 現存 令和4年11月7日

56 4472100538 有限会社国東中央福祉センター 国東中央福祉センター訪問介護事業所 873-0501 大分県国東市国東町北江3245-4 訪問介護 現存 令和4年11月8日

57 4470501182 有限会社那木家具店 ライフケア楽ぞう 876-0012 大分県佐伯市鶴望字下川成116番地17 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 現存 令和4年11月14日

58 4470501182 有限会社那木家具店 ライフケア楽ぞう 876-0012 大分県佐伯市鶴望字下川成116番地17 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 現存 令和4年11月14日

59 4471200719 株式会社　サン・ルーム 株式会社　サン･ルーム　豊肥営業所 879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺1682番地 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 現存 令和4年11月18日

60 4470201338 社会福祉法人一燈園 特別養護老人ホーム石垣一燈園 874-0919 大分県別府市石垣東3丁目726番地 介護老人福祉施設 現存 令和4年11月30日

61 4470201338 社会福祉法人一燈園 特別養護老人ホーム石垣一燈園 874-0919 大分県別府市石垣東3丁目726番地 短期入所生活介護 現存 令和4年11月30日

62 4470201346 社会福祉法人一燈園 有料老人ホーム石垣一燈園 874-0919 大分県別府市石垣東3丁目726番地 特定施設入居者生活介護 現存 令和4年11月30日

63 4471200487 株式会社ケーシーシー やちよホームヘルプサービス 879-7131 大分県豊後大野市三重町市場187番地2 訪問介護 現存 令和4年11月30日

64 4471000333 株式会社木村コーポレイション デイサービスセンター初音の里 873-0025 大分県杵築市溝井1609番地 通所介護 現存 令和4年12月6日

65 4470501208 株式会社豊 デイサービスセンター遊友館 876-0022 大分県佐伯市上灘10077番地1 通所介護 現存 令和4年12月11日

66 4470501216 株式会社豊 ヘルパーステーション遊友館 876-0022 大分県佐伯市上灘10077番地1 訪問介護 現存 令和4年12月11日

67 4470300924 トップフィールド株式会社 かいご屋 871-0073 大分県中津市1128番地1 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 現存 令和4年12月14日

68 4470300924 トップフィールド株式会社 かいご屋 871-0073 大分県中津市1128番地1 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 現存 令和4年12月14日

69 4470600224 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会臼杵市社会福祉協議会指定訪問介護事業所875-0041 大分県臼杵市臼杵4番1　臼杵市社会福祉センター訪問介護 現存 令和4年12月27日

70 4472600636 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会野津町ヘルパーステーション 875-0201 大分県臼杵市野津町野津市1050番地　臼杵市社会福祉協議会野津事務所内訪問介護 現存 令和4年12月27日

71 4472600644 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会野津町デイサービスセンター 875-0201 大分県臼杵市野津町野津市1050番地臼杵市社会福祉協議会野津事務所内通所介護 休止 令和4年12月27日

72 4410214748 医療法人さかい内科医院 医療法人さかい内科医院 874-0848 大分県別府市鶴見2494番地の3 介護療養型医療施設 休止 令和4年12月31日

73 4410412144 医療法人善信会 堀田クリニック訪問看護部 877-0000 大分県日田市大字十二町474番地1 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和4年12月31日

74 4471300261 有限会社ウェルケア デイサービスセンター虹色 879-5114 大分県由布市湯布院町川北1005番地1 通所介護 現存 令和5年1月2日

75 4452680012 医療法人ニコニコ診療所 介護老人保健施設ニコニコ銘水苑 879-7104 大分県豊後大野市三重町小坂4110-7 短期入所生活介護 現存 令和5年1月3日

76 4470202179 医療法人社団村上神経内科クリニック村上神経内科クリニック通所リハビリ・デイケア874-0828 大分県別府市山の手町14番25号 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 現存 令和5年1月3日

77 4470201353 日本ケア・テック株式会社 ケアライフおおいた別府ヘルパーステーション874-0025 大分県別府市亀川四の湯町2区1-5 訪問介護 休止 令和5年1月4日

78 4461190029 株式会社　M&Y 訪問看護ステーションいとぐち 879-0314 大分県宇佐市猿渡1048番地の32 訪問看護 介護予防訪問看護 現存 令和5年1月6日

79 4470800626 有限会社工藤商店 有限会社　工藤商店 878-0201 大分県竹田市久住町大字久住6186番地1 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 現存 令和5年1月8日

80 4470800626 有限会社工藤商店 有限会社　工藤商店 878-0201 大分県竹田市久住町大字久住6186番地1 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 現存 令和5年1月8日

81 4472800400 有限会社グリーンホテル九重 宝泉寺温泉デイサービス倶楽部「ほたる」879-4723 大分県玖珠郡九重町町田2424番地の3 通所介護 休止 令和5年1月16日

82 4470201387 クマダ商事株式会社 通所介護センターゆうゆうの郷白雲山荘 874-0822 大分県別府市南立石字観海寺2488番地1 通所介護 現存 令和5年1月31日

83 4470202195 株式会社　ライブケア ヘルパーステーションライブケア 874-0909 大分県別府市田の湯町9番27号 訪問介護 現存 令和5年1月31日

84 4470201395 クマダ商事株式会社 有料老人ホームゆうゆうの郷白雲山荘 874-0822 大分県別府市大字南立石字観海寺2488番地1特定施設入居者生活介護 現存 令和5年2月1日

85 4470201411 医療法人財団　親幸会 ヘルパーステーションあやめ 874-0947 大分県別府市浜脇2丁目3-3 訪問介護 現存 令和5年2月2日

86 4460390059 株式会社　アクト・ケア 訪問看護ステーション　シェルパ 871-0011 大分県中津市下池永13番地 訪問看護 介護予防訪問看護 休止 令和5年2月28日

87 4470203276 合同会社美鳥 ケアセンター　みどり 874-0919 大分県別府市石垣東6丁目6番18号 訪問介護 現存 令和5年2月28日

88 4470301310 社会福祉法人　泰然会 ショートステイ　かえで 871-0311 大分県中津市本耶馬渓町跡田430番地１ 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 現存 令和5年2月28日

89 4470400682 河津建設株式会社 ケアマンションひだか 877-0035 大分県日田市日高町1471-1 特定施設入居者生活介護 現存 令和5年2月28日

90 4471000580 社会福祉法人太陽の家 特別養護老人ホーム太陽の家広寿苑 879-1307 大分県杵築市山香町大字野原字船木1662番１短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 現存 令和5年2月28日

91 4471101156 株式会社あいの里 株式会社あいの里 879-1138 大分県宇佐市青森519番地1 訪問介護 現存 令和5年2月28日
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92 4473000067 中津市 中津市特別養護老人ホームやすらぎ荘 871-0434 大分県中津市耶馬溪町大字樋山路1番地の1介護老人福祉施設 現存 令和5年2月28日

93 4473000091 社会福祉法人中津市社会福祉協議会ヘルパーステーション本耶馬渓 871-0312 大分県中津市本耶馬渓町折元1247番地 訪問介護 現存 令和5年2月28日

94 4473000109 社会福祉法人中津市社会福祉協議会デイサービスセンター本耶馬渓 871-0312 大分県中津市本耶馬渓町折元1243番地 通所介護 現存 令和5年2月28日

95 4473000141 社会福祉法人中津市社会福祉協議会訪問入浴サービスセンター三光 871-0102 大分県中津市三光成恒421番地の1 訪問入浴介護 現存 令和5年2月28日

96 4473000158 社会福祉法人中津市社会福祉協議会デイサービスセンター三光 871-0102 大分県中津市三光成恒421番地1 通所介護 現存 令和5年2月28日

97 4473000166 社会福祉法人中津市社会福祉協議会デイサービスセンター耶馬渓 871-0434 大分県中津市耶馬溪町大字樋山路25番地1通所介護 現存 令和5年2月28日

98 4473000190 社会福祉法人中津市社会福祉協議会ヘルパーステーション耶馬渓 871-0434 大分県中津市耶馬溪町大字樋山路1番地の1訪問介護 現存 令和5年2月28日

99 4473000240 社会福祉法人中津市社会福祉協議会デイサービスセンター山国 871-0712 大分県中津市山国町守実57番地1 通所介護 現存 令和5年2月28日

100 4470500192 社会福祉法人佐伯市社会福祉協議会佐伯市社協ヘルパーステーション 876-0112 大分県佐伯市弥生上小倉1210番地 訪問介護 現存 令和5年3月2日

101 4472500158 社会福祉法人佐伯市社会福祉協議会佐伯市社協デイサービスセンター「うめ」879-3301 大分県佐伯市宇目大字小野市3374番地1 通所介護 現存 令和5年3月2日

102 4472500182 佐伯市 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑 876-0111 大分県佐伯市弥生大字井崎1765番地 介護老人福祉施設 現存 令和5年3月2日

103 4472500281 社会福祉法人佐伯市社会福祉協議会佐伯市社協デイサービスセンター「上浦ふれあい荘」879-2601 大分県佐伯市上浦浅海井浦489番地10 通所介護 現存 令和5年3月2日

104 4470401540 医療法人秋芳会 秋吉病院訪問看護部 877-0005 大分県日田市豆田町5番20号 訪問看護 介護予防訪問看護 休止 令和5年3月9日

105 4470400054 社会福祉法人日田市社会福祉協議会日田市社協介護保険サービスセンター「ひた」877-0003 大分県日田市上城内町1番8号 福祉用具貸与 現存 令和5年3月21日

106 4470400054 社会福祉法人日田市社会福祉協議会日田市社協介護保険サービスセンター「ひた」877-0003 大分県日田市上城内町1番8号 訪問介護 現存 令和5年3月21日

107 4472900036 社会福祉法人日田市社会福祉協議会日田市社協介護保険サービスセンター「おおやま」877-0201 大分県日田市大山町西大山3610－1 通所介護 現存 令和5年3月21日

108 4472900200 社会福祉法人日田市社会福祉協議会日田市社協デイサービスセンター「あまがせ」879-4122 大分県日田市天瀬町合田1986番地2 通所介護 現存 令和5年3月21日

109 4472300740 ひだまり荘株式会社 デイサービスひだまり 879-5433 大分県由布市庄内町高岡491番地 通所介護 現存 令和5年3月24日


