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№ 法人の名称 法人の所在地 事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 備考 開始年月日

1 社会福祉法人　粟国福祉会 粟国村字東1796番地 4774100012 特別養護老人ホームあぐに 粟国村東1796番地 介護老人福祉施設
2 社会福祉法人　粟国福祉会 粟国村字東1796番地 4774100012 あぐに指定短期入所生活介護事業所 粟国村東1796番地 短期入所生活介護
3 社会福祉法人　粟国福祉会 粟国村字東1796番地 4774100012 あぐに指定通所介護事業所 粟国村東1796番地 通所介護
4 社会福祉法人　明和会 豊見城市字金良88番地 4772800019 介護老人福祉施設　良長園 豊見城市金良88番地 介護老人福祉施設
5 社会福祉法人　明和会 豊見城市字金良88番地 4772800019 良長園　短期入所生活介護事業所 豊見城市金良88番地 短期入所生活介護
6 社会福祉法人　明和会 豊見城市字金良88番地 4772800019 良長園　通所介護事業所 豊見城市金良88番地 通所介護
7 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4770101352 桜山荘介護支援センター豊見城 豊見城市字翁長854-2ｻｸｾｽﾋﾞﾙ202 訪問介護
8 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 介護老人福祉施設　楽寿園 うるま市石川嘉手苅961番地17 介護老人福祉施設
9 社会福祉法人　那覇市社会福祉協議会 那覇市金城３－５－４ 4770100065 那覇市社会福祉協議会ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあしびなー 那覇市金城３－５－４ 通所介護

10 社会福祉法人　那覇市社会福祉協議会 那覇市金城３－５－４ 4770100065 那覇市社会福祉協議会ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝわかば 那覇市金城３－５－４ 訪問介護
11 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770100032 デイサービスセンターおもと園 那覇市安里１－７－３ 通所介護
12 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770100032 ホームヘルパーステーションおもと園 那覇市安里１－５－３ 訪問介護
13 社会福祉法人　祥永会 読谷村字座喜味1875－１ 4772200020 特別養護老人ホーム読谷の里 読谷村字座喜味1875－１ 介護老人福祉施設
14 社会福祉法人　祥永会 読谷村字座喜味1875－１ 4772200020 読谷の里デイサービスセンター 読谷村字座喜味1875－１ 通所介護
15 社会福祉法人　祥永会 読谷村字座喜味1875－１ 4772200020 読谷の里ショートステイ 読谷村字座喜味1875－１ 短期入所生活介護
16 社会福祉法人　祥永会 読谷村字座喜味1875－１ 4772200020 読谷の里訪問介護事業所 読谷村字座喜味1875－１ 訪問介護
17 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4771200013 デイサービスセンターやんばる 大宜味村字津波1971－35 通所介護
18 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4771200013 特別養護老人ホームやんばるの家 大宜味村字津波1971－35 短期入所生活介護
19 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4771200013 特別養護老人ホームやんばるの家 大宜味村字津波1971－35 介護老人福祉施設
20 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 訪問介護事業所　楽寿園 うるま市石川嘉手苅961番地17 訪問介護
21 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 デイサービスセンター楽寿園 うるま市石川嘉手苅961番地17 通所介護
22 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 介護老人福祉施設　楽寿園 うるま市石川嘉手苅961番地17 短期入所生活介護
23 社会福祉法人　容山会 国頭村字辺土名1692番地 4771100015 介護老人福祉施設　北斗園 国頭村字辺土名1692番地 介護老人福祉施設
24 社会福祉法人　容山会 国頭村字辺土名1692番地 4771100015 ホームヘルプサービス事業所　北斗園 国頭村字辺土名1692番地 訪問介護
25 社会福祉法人　容山会 国頭村字辺土名1692番地 4771100015 デイサービスセンター　北斗園 国頭村字辺土名1692番地 通所介護
26 社会福祉法人　容山会 国頭村字辺土名1692番地 4771100015 ショートステイ事業所　北斗園 国頭村字辺土名1692番地 短期入所生活介護
27 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 特別養護老人ホームありあけの里 浦添市字前田997番地 介護老人福祉施設
28 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 デイサービスセンターゆいぽーと 浦添市字前田997番地 通所介護
29 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 ヘルパーステーションありあけの里 浦添市字前田997番地 訪問介護
30 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 ありあけの里指定短期入所生活介護事業所 浦添市字前田997番地 短期入所生活介護
31 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 いとまんシャトー　指定訪問介護センター 糸満市字大里927番地の２ 訪問介護
32 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 いとまんシャトー　指定通所介護センター 糸満市字大里927番地の２ 通所介護
33 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 いとまんシャトー　ショートステイ 糸満市字大里927番地の２ 短期入所生活介護
34 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 特別養護老人ホーム　いとまんシャトー 糸満市字大里927番地の２ 介護老人福祉施設
35 社会福祉法人　緑樹会 沖縄市胡屋７丁目２番10号 4770400028 特別養護老人ホーム緑樹苑 沖縄市胡屋７丁目２番10号 介護老人福祉施設
36 社会福祉法人　緑樹会 沖縄市胡屋７丁目２番10号 4770400028 デイサービスセンター　緑樹苑 沖縄市胡屋７丁目２番10号 通所介護
37 社会福祉法人　緑樹会 沖縄市胡屋７丁目２番10号 4770400028 緑樹苑　居宅介護サービス事業所 沖縄市胡屋７丁目２番10号 訪問介護
38 社会福祉法人　緑樹会 沖縄市胡屋７丁目２番10号 4770400028 緑樹苑　短期入所生活介護事業所 沖縄市胡屋７丁目２番10号 短期入所生活介護
39 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500014 東雲の丘指定介護老人福祉施設 南城市大里大城1392番地 介護老人福祉施設
40 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4770500165 特別養護老人ホームあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 介護老人福祉施設 H14.4.1
41 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4772000016 ショートステイあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 短期入所生活介護 H14.4.1
42 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4772000016 デイサービスセンターあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 通所介護 H14.4.1
43 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4772000016 ヘルパーステーションあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 訪問介護 H14.4.1
44 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4772100022 特別養護老人ホーム与勝の里 うるま市勝連南風原4902番地 介護老人福祉施設
45 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4772100022 短期入所生活介護事業所与勝の里 うるま市勝連南風原4902番地 短期入所生活介護
46 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4772100022 通所介護事業所与勝の里 うるま市勝連南風原4902番地 通所介護
47 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4772100022 訪問介護事業所与勝の里 うるま市勝連南風原4902番地 訪問介護
48 社会福祉法人　榕樹会 沖縄市字与儀453－１ 4770400010 沖縄一条園 沖縄市字与儀453－１ 介護老人福祉施設
49 社会福祉法人　榕樹会 沖縄市字与儀453－１ 4770400010 沖縄一条園短期入所生活介護事業所 沖縄市字与儀453－１ 短期入所生活介護
50 社会福祉法人　榕樹会 沖縄市字与儀453－１ 4770400010 沖縄一条園通所介護事業所 沖縄市字与儀453－１ 通所介護
51 社会福祉法人　榕樹会 沖縄市字与儀453－１ 4770400010 沖縄一条園訪問介護事業所 沖縄市字与儀453－１ 訪問介護
52 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 特別養護老人ホーム　愛誠園 宜野湾市大山３－31－１ 介護老人福祉施設
53 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 訪問介護　愛誠園 宜野湾市大山３－31－１ 訪問介護
54 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 通所介護　愛誠園 宜野湾市大山３－31－１ 通所介護
55 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 短期入所生活介護　愛誠園 宜野湾市大山３－31－１ 短期入所生活介護1 ページ
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56 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 通所介護　愛誠園東センター 中城村当間289－１ 通所介護
57 社会福祉法人　南風原町社会福祉協議会 南風原町字宮平697番地10 4773600038 南風原町社協指定訪問介護事業所 南風原町字照屋1番地（社会福祉ｾﾝﾀｰ） 訪問介護
58 社会福祉法人　文光福祉会 うるま市字赤野1391-1 4770300038 デイサービスセンター輝指定通所介護事業所 うるま市字赤野1406-1 通所介護
59 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4751380017 桜山荘 通所介護事業所 豊見城市高嶺111番地 通所介護 H15.7.1
60 社会福祉法人　久仙会 久米島町字兼城１４６４－５ 4773800026 指定介護短期入所事業所くめしま 久米島町字兼城1464－５ 短期入所生活介護
61 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4770800010 光が丘ヘルパーステーション 金武町字伊芸1292-1 訪問介護 H16.1.1
62 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4770800010 光が丘デイサービスセンター 金武町字伊芸1292-1 通所介護 H16.1.1
63 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4770800010 光が丘ショートステイ事業所 金武町字伊芸1292-1 短期入所生活介護 H16.1.1
64 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4771000017 特別養護老人ホーム　沖縄偕生園 糸満市字小波蔵321番地 介護老人福祉施設
65 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4771000017 沖縄偕生園デイサービスセンター 糸満市字小波蔵321番地 通所介護
66 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4771000017 沖縄偕生園指定短期入所生活介護支援事業 糸満市字小波蔵321番地 短期入所生活介護
67 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4772800035 特別養護老人ホーム　すみれ 豊見城市渡嘉敷150番地 介護老人福祉施設 H16.1.1
68 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4772800035 短期入所生活介護施設　すみれ　 豊見城市渡嘉敷150番地 短期入所生活介護 H16.1.1
69 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 特別養護老人ホーム　谷茶の丘 国頭村字谷茶1919番地７ 介護老人福祉施設 H16.3.1
70 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 谷茶の丘　短期入所生活介護事業所 国頭村字谷茶1919番地７ 短期入所生活介護 H16.3.1
71 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 デイサービスセンター　谷茶の丘 国頭村字谷茶1919番地７ 通所介護 H16.3.1
72 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 訪問介護　谷茶の丘 国頭村字谷茶1919番地７ 訪問介護 H16.3.1
73 社会福祉法人　おきなわ長寿会 沖縄市字登川1403番地 4770400085 特別養護老人ホームおきなわ長寿苑 沖縄市字登川1403番地 介護老人福祉施設
74 社会福祉法人　おきなわ長寿会 沖縄市字登川1403番地 4770400085 短期入所施設おきなわ長寿苑 沖縄市字登川1403番地 短期入所生活介護
75 社会福祉法人　おきなわ長寿会 沖縄市字登川1403番地 4770400085 老人デイサービスセンターおきなわ長寿苑 沖縄市字登川1403番地 通所介護
76 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 特別養護老人ホームときわ苑 八重瀬町当銘378番地１ 介護老人福祉施設
77 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 ときわ苑デイサービスセンター 八重瀬町当銘378番地１ 通所介護
78 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 ときわ苑訪問介護ステーション 八重瀬町当銘378番地１ 訪問介護
79 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 ときわ苑短期入所ホーム 八重瀬町当銘378番地１ 短期入所生活介護
80 社会福祉法人　伊平屋村社会福祉協議会 伊平屋村字我喜屋300番地 4774500013 伊平屋村訪問介護事業所 伊平屋村字我喜屋300番地 訪問介護 H16.7.1
81 社会福祉法人　伊平屋村社会福祉協議会 伊平屋村字我喜屋300番地 4774500013 伊平屋村指定通所介護事業所 伊平屋村字我喜屋300番地 通所介護 H16.7.1
82 社会福祉法人　伊平屋村社会福祉協議会 伊平屋村字我喜屋300番地 4795200015 伊平屋村高齢者生活福祉センターとらず園 伊平屋村字我喜屋300番地 短期入所生活介護 H16.7.1
83 社会福祉法人　松籟会 名護市字宇茂佐1873番地の１ 4770900027 特別養護老人ホームかりゆしぬ村 名護市字宇茂佐1873番地の１ 介護老人福祉施設
84 社会福祉法人　松籟会 名護市字宇茂佐1873番地の１ 4770900027 かりゆしぬ村短期入所生活介護事業所 名護市字宇茂佐1873番地の１ 短期入所生活介護
85 社会福祉法人　松籟会 名護市字宇茂佐1873番地の１ 4770900027 かりゆしぬ村訪問介護事業所 名護市字宇茂佐1873番地の１ 訪問介護
86 社会福祉法人　松籟会 名護市字宇茂佐1873番地の１ 4770900027 かりゆしぬ村通所介護事業所 名護市字宇茂佐1873番地の１ 通所介護
87 社会福祉法人　松籟会 名護市字宇茂佐1873番地の１ 4770900282 かりゆしぬ村デイサービス大南 名護市大南２丁目４番15号 通所介護

88 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600039 特別養護老人ホーム春華園 中城村字石添363番地 介護老人福祉施設 H16.8.1

89 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600039 介護老人福祉施設春華園短期入所 中城村字石添363番地 短期入所生活介護 H16.8.1

90 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600013 デイサービスセンターオアシス 中城村字石添363番地 通所介護 H16.8.1

91 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600013 ホームヘルパーステーションいなほ 中城村字石添363番地 訪問介護 H16.8.1

92 社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会 北谷町字吉原26番地6 4772400034 北谷町社会福祉協議会指定通所介護事業所 北谷町字桑江731番地 通所介護 H12.12.1

93 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4773300019 特別養護老人ホーム小谷園 南城市佐敷小谷238－１ 介護老人福祉施設 H16.11.1

94 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4773300019 小谷園デイサービスセンター 南城市佐敷小谷238－１ 通所介護 H16.11.1

95 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4773300019 小谷園ショートステイ 南城市佐敷小谷238－１ 短期入所生活介護 H16.11.1

96 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4773300019 小谷園訪問介護センター 南城市佐敷小谷238－１ 訪問介護 H16.11.1

97 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4771800010 特別養護老人ホーム光が丘 金武町字伊芸1292-1 介護老人福祉施設 H17.2.1

98 社会福祉法人　宜野座村社会福祉協議会 宜野座村字惣慶1898番地 4771700012 宜野座村訪問介護事業所 宜野座村字惣慶1898番地 訪問介護 H17.2.1

99 社会福祉法人　宜野座村社会福祉協議会 宜野座村字惣慶1898番地 4771700012 宜野座村通所介護事業所 宜野座村字惣慶1898番地 通所介護 H17.2.1

100 日本赤十字社　沖縄支部　 那覇市与儀1-3-1 4770100057 那覇市安謝複合施設 那覇市安謝2-15-2 介護老人福祉施設 H17.4.1

101 社会福祉法人　伊江村社会福祉協議会 伊江村字川平346番地１ 4771900026 伊江村社協ホームヘルプセンター 伊江村字川平346番地１ 訪問介護 H17.6.1

102 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定介護老人福祉施設 八重瀬町字安里670 介護老人福祉施設 H17.10.1

103 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定短期入所生活介護事業所 八重瀬町字安里670 短期入所生活介護 H17.10.1

104 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定通所介護事業所 八重瀬町字安里670 通所介護 H17.10.1

105 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定訪問介護事業所 八重瀬町字安里670 訪問介護 H17.10.1

106 日本赤十字社　沖縄支部　 那覇市与儀1-3-1 4770100057 安謝特別養護老人ホーム 那覇市安謝2-15-2 短期入所生活介護 H17.10.1

107 日本赤十字社　沖縄支部　 那覇市与儀1-3-1 4770100057 安謝老人デイサービスセンター 那覇市安謝2-15-2 通所介護 H17.10.1

108 社会福祉法人　千尋会 南風原町字新川470番地の１ 4773600012 介護老人福祉施設　嬉の里 南風原町字新川470番地の１ 介護老人福祉施設 H17.10.1

109 社会福祉法人　千尋会 南風原町字新川470番地の１ 4773600012 嬉の里　短期入所生活介護 南風原町字新川470番地の１ 短期入所生活介護 H17.10.1

110 社会福祉法人　千尋会 南風原町字新川470番地の１ 4773600012 嬉の里　デイサービスセンター 南風原町字新川470番地の１ 通所介護 H17.10.12 ページ
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111 社会福祉法人　久仙会 久米島町字兼城１４６４－５ 4773800026 特別養護老人ホーム　くめしま 久米島町字兼城1464－５ 介護老人福祉施設 H17.10.1

112 社会福祉法人　幸仁会 嘉手納町字久得242－２ 4761290032 訪問ヘルパーステーション　比謝川の里 嘉手納町字久得242－２ 訪問介護 H17.10.1

113 社会福祉法人　幸仁会 嘉手納町字久得242－２ 4772300010 通所介護事業所　比謝川の里 嘉手納町字久得242－２ 通所介護 H17.10.1

114 社会福祉法人　幸仁会 嘉手納町字久得242－２ 4772300010 短期入所生活介護事業所比謝川の里 嘉手納町字久得242－２ 短期入所生活介護 H17.10.1

115 社会福祉法人　幸仁会 嘉手納町字久得242－２ 4772300010 特別養護老人ホーム比謝川の里 嘉手納町字久得242－２ 介護老人福祉施設 H17.10.1

116 社会福祉法人　今帰仁村社会福祉協議会 今帰仁村天底62 4771400027 今帰仁村社協指定通所介護事業所 今帰仁村字仲宗根230番地の２ 通所介護 H17.12.1

117 社会福祉法人　今帰仁村社会福祉協議会 今帰仁村天底62 4771400027 今帰仁村社協指定訪問介護事業所 今帰仁村字仲宗根230番地の２ 訪問介護 H17.12.1

118 社会福祉法人　宮古島市社会福祉協議会 宮古島市城辺字西里添788番地の3 4775000070 宮古島市社協指定訪問介護事業所いらぶ 宮古島市伊良部字前里添1101番地 訪問介護

119 社会福祉法人　宮古島市社会福祉協議会 宮古島市城辺字西里添788番地の3 4775000070 宮古島市社協指定通所介護事業所いらぶ 宮古島市伊良部字前里添1101番地 通所介護 H18.10.1

120 社会福祉法人　沖縄松楓会 石垣市字宮良1131番地２ 4770700013 特別養護老人ホームなごみの里 石垣市字宮良1131番地２ 介護老人福祉施設 H18.4.1

121 社会福祉法人　沖縄松楓会 石垣市字宮良1131番地２ 4770700013 なごみの里短期入所生活介護事業 石垣市字宮良1131番地２ 短期入所生活介護 H18.4.1

122 社会福祉法人　大宜味村社会福祉協議会 大宜味村字喜如嘉320番地 4771200021 ヘルパーセンターくがに 大宜味村字喜如嘉320番地 訪問介護 H18.4.1

123 社会福祉法人　琉球キリスト教奉仕団 北中城村字島袋1393番地 4772500015 特別老人ホーム愛の村 北中城村字島袋1393番地 介護老人福祉施設 H18.4.1

124 社会福祉法人　琉球キリスト教奉仕団 北中城村字島袋1393番地 4772500015 短期入所生活介護事業所愛の村 北中城村字島袋1393番地 短期入所生活介護 H18.4.1

125 社会福祉法人　琉球キリスト教奉仕団 北中城村字島袋1393番地 4772500015 愛の村デイサービスセンター 北中城村字島袋1394番地 通所介護 H18.4.1

126 社会福祉法人　読谷村社会福祉協議会 読谷村字座喜味2975番地 4772200053 よみたん生き活き健康デイサービスセンター 読谷村字都屋167番地の２ 通所介護 H18.4.1

127 社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会 うるま市安慶名488番地 4772000040 うるま市指定訪問介護事業所 うるま市与那城屋慶名1098番地 訪問介護 H18.5.1

128 社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会 うるま市安慶名488番地 4772000040 うるま市指定通所介護事業所 うるま市与那城屋慶名1098番地 通所介護 H18.5.1

129 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定短期入所生活介護事業所 八重瀬町字安里670番地 介護予防短期入所生活介護 H18.4.1

130 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定通所介護事業所 八重瀬町字安里670番地 介護予防通所介護 H18.4.1

131 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4773000015 転生園指定訪問介護事業所 八重瀬町字安里670番地 介護予防訪問介護 H18.4.1

132 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600039 介護老人福祉施設春華園短期入所 中城村字石添363番地 介護予防短期入所生活介護 H18.4.1

133 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600013 デイサービスセンターオアシス 中城村字石添363番地 介護予防通所介護 H18.4.1

134 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4772600013 ホームヘルパーステーションいなほ 中城村字石添363番地 介護予防訪問介護 H18.4.1

135 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4751380017 桜山荘通所介護事業所 豊見城市字高嶺111 介護予防通所介護 H18.7.1

136 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4770101352 桜山荘介護支援センター豊見城 豊見城市字翁長854-2ｻｸｾｽﾋﾞﾙ202 介護予防訪問介護 H18.7.1

137 社会福祉法人　明和会 豊見城市字金良88番地 4772800019 良長園短期入所生活介護事業所 豊見城市字金良88番地 介護予防短期入所生活介護 H18.7.1

138 社会福祉法人　明和会 豊見城市字金良88番地 4772800019 良長園通所介護事業所 豊見城市字金良88番地 介護予防通所介護 H18.7.1

139 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 ときわ苑短期入所ホーム 八重瀬町字当銘378番地1 介護予防短期入所生活介護 H18.4.1

140 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 ときわ苑訪問介護ステーション 八重瀬町字当銘378番地1 介護予防訪問介護 H18.4.1

141 社会福祉法人　憲寿会 八重瀬町字当銘378番地1 4772900017 ときわ苑デイサービスセンター 八重瀬町字当銘378番地1 介護予防通所介護 H18.4.1

142 社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会 北谷町字吉原26番地6 4772400034 北谷町社会福祉協議会指定通所介護事業所 北谷町字桑江731番地 介護予防通所介護 H18.8.1

143 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4772800035 短期入所生活介護施設すみれ 豊見城市渡嘉敷150番地 介護予防短期入所生活介護 H18.7.1

144 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770100032 デイサービスセンターおもと園 那覇市安里一丁目7番3号 介護予防通所介護 H18.7.1

145 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4772800035 デイサービスセンターすみれ 豊見城市渡嘉敷150番地 介護予防認知症対応型通所介護 H18.7.1

146 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770100032 ホームヘルパーステーションおもと園 那覇市安里一丁目5番3号 介護予防訪問介護 H18.7.1

147 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770100438 ホームヘルパーステーション寄宮 那覇市寄宮一丁目16番12号 介護予防訪問介護 H18.7.1

148 社会福祉法人　南大東村社会福祉協議会 南大東村字南144-1 4784300016 南大東村訪問介護事業所 南大東村字南144－1 訪問介護 H18.7.1

149 社会福祉法人　那覇市社会福祉協議会 那覇市金城３－５－４ 4770100065 那覇市社会福祉協議会ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあしびなー 那覇市金城３－５－４ 介護予防通所介護 H18.7.1
150 社会福祉法人　那覇市社会福祉協議会 那覇市金城３－５－４ 4770100065 那覇市社会福祉協議会ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝわかば 那覇市金城３－５－４ 介護予防訪問介護 H18.7.1
151 社会福祉法人　浦添市社会福祉協議会 浦添市仲間１－10－７ 4770800094 浦添市デイサービスセンター泉 浦添市仲間１－10－７ 介護予防通所介護 H18.5.1

152 社会福祉法人　浦添市社会福祉協議会 浦添市仲間１－10－７ 4770800011 浦添市ヘルパーステーションみのり 浦添市仲間１－10－７ 介護予防訪問介護 H18.5.1

153 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 ありあけの里指定短期入所生活介護事業所 浦添市字前田997番地 介護予防短期入所生活介護 H18.8.1

154 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 デイサービスセンターゆいぽーと 浦添市字前田997番地 介護予防通所介護 H18.8.1

155 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 デイサービスセンターゆいほーぷ 浦添市字前田997番地 介護予防認知症対応型通所介護 H18.8.1

156 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 デイサービスセンターゆいほーぷ 浦添市字前田997番地 認知症対応型通所介護 H18.8.1

157 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800029 ヘルパーステーションありあけの里 浦添市字前田997番地 介護予防訪問介護 H18.8.1

158 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 訪問介護事業所愛誠園 宜野湾市大山３丁目31番地１号 介護予防訪問介護 H18.8.1

159 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 通所介護事業所愛誠園 宜野湾市大山３丁目31番地１号 介護予防通所介護 H18.8.1

160 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500041 短期入所生活介護事業所愛誠園 宜野湾市大山３丁目31番地１号 介護予防短期入所生活介護 H18.8.1

161 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500165 通所介護事業所愛誠園東センター 中城村当間289-1 介護予防通所介護 H18.8.1

162 社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会 うるま市安慶名488番地 4772000040 うるま市指定訪問介護事業所 うるま市与那城屋慶名1098番地 介護予防訪問介護 H19.1.1

163 社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会 うるま市安慶名488番地 4772000040 うるま市指定訪問介護事業所 うるま市与那城屋慶名1098番地 介護予防通所介護 H19.1.1

164 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4795400011 小規模多機能型居宅介護事業所　花日和 豊見城市字宜保382-1　ひまわりハウス101号 小規模多機能型居宅介護 H19.1.1

3 ページ
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165 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4771000017 沖縄偕生園デイサービスセンター指定介護予防通所介護事業所 糸満市字小波蔵321番地 介護予防通所介護 H19.2.1

166 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4771000017 特別養護老人ホーム沖縄偕生園指定介護予防短期入所生活介護事業所 糸満市字小波蔵321番地 介護予防短期入所生活介護 H19.2.1

167 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4775400197 桜山荘介護予防センター未来館 豊見城市字平良88番地1　嘉数201号 介護予防通所介護 H19.3.1

168 日本赤十字社　沖縄支部　 那覇市与儀1-3-1 4770100057 安謝特別養護老人ホーム 那覇市安謝2-15-2 介護予防短期入所生活介護 H19.3.1

169 日本赤十字社　沖縄支部　 那覇市与儀1-3-1 4770100057 安謝老人デイサービスセンター 那覇市安謝2-15-2 予防通所介護 H19.3.1

170 社会福祉法人　粟国福祉会 粟国村字東1796番地 4774100012 あぐに指定通所介護事業所 粟国村字東1796番地 介護予防通所介護 H18.7.1

171 社会福祉法人　粟国福祉会 粟国村字東1796番地 4774100012 あぐに指定短期入所生活介護事業所 粟国村字東1796番地 介護予防短期入所生活介護 H18.7.1

172 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4790500039 小規模多機能型居宅介護事業所あいせい園 宜野湾市真喜志551番地３号 小規模多機能型居宅介護 H19.5.1

173 社会福祉法人　おきなわ長寿会 沖縄市字登川1403番地 4790400024 小規模多機能型居宅介護おきなわ長寿苑 沖縄市字登川1415 小規模多機能型居宅介護 H19.7.1

174 社会福祉法人　おきなわ長寿会 沖縄市字登川1403番地 4790400024 小規模多機能型居宅介護おきなわ長寿苑 沖縄市字登川1415 介護予防小規模多機能型居宅介護 H19.7.1

175 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 いとまんシャトー　ショートステイ 糸満市字大里927番地の２ 介護予防短期入所生活介護 H19.11.1

176 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 いとまんシャトー　指定通所介護センター 糸満市字大里927番地の２ 介護予防通所介護 H19.11.1

177 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4771000033 いとまんシャトー　指定訪問介護センター 糸満市字大里927番地の２ 介護予防訪問介護 H19.11.1

178 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4770101584 桜山荘介護支援センター那覇 那覇市大道42-4Ｍe道館101 訪問介護 H19.12.1

179 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4770101584 桜山荘介護支援センター那覇 那覇市大道42-4Ｍe道館101 介護予防訪問介護 H19.12.1

180 社会福祉法人　伊江村社会福祉協議会 伊江村字川平346番地１ 4771900026 伊江村社協ホームヘルプセンター 伊江村字川平346番地１ 介護予防訪問介護 H19.7.1

181 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4790500039 小規模多機能型居宅介護事業所あいせい園 宜野湾市真喜志551番地３号 介護予防小規模多機能型居宅介護 H20.2.1

182 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770300319 具志川厚生園介護老人福祉施設 うるま市字天願1983番地 介護老人福祉施設 H20.7.1

183 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770300319 具志川厚生園短期入所生活介護事業 うるま市字天願1983番地 短期入所生活介護 H20.7.1

184 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770300319 具志川厚生園通所介護事業所 うるま市字天願1983番地 地域密着型通所介護 H28.4～地域密着型 H28.4.1

185 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770300319 具志川厚生園指定訪問介護事業所 うるま市字天願1983番地 訪問介護 H20.7.1

186 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770900381 名護厚生園指定介護老人福祉施設 名護市宮里5丁目4番29号 介護老人福祉施設 H20.7.1

187 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770900381 名護厚生園指定短期入所生活介護事業 名護市宮里5丁目4番29号 短期入所生活介護 H20.7.1

188 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770900381 名護厚生園指定訪問介護事業所 名護市宮里5丁目4番29号 訪問介護 H20.7.1

189 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4775500020 宮古厚生園指定介護老人福祉施設 宮古島市平良字西仲宗根745番地の7 介護老人福祉施設 H20.7.1

190 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4775500020 宮古厚生園指定短期入所生活介護事業 宮古島市平良字西仲宗根745番地の7 短期入所生活介護 H20.7.1

191 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4775500020 宮古厚生園指定通所介護事業所 宮古島市平良字西仲宗根745番地の7 通所介護 H20.7.1

192 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4775500020 宮古厚生園指定訪問介護事業所 宮古島市平良字西仲宗根745番地の7 訪問介護 H20.7.1

193 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770700237 八重山厚生園指定介護老人福祉施設 石垣市字新川1740番地2 介護老人福祉施設 H20.7.1

194 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770700237 八重山厚生園指定短期入所生活介護事業 石垣市字新川1740番地2 短期入所生活介護 H20.7.1

195 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内 西棟311 4770700237 八重山厚生園指定訪問介護事業所 石垣市字新川1740番地2 訪問介護 H20.7.1

196 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770400499 コロニーヘルパーステーション知花 沖縄市知花６丁目34番３号 訪問介護 H20.7.1

197 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770300210 コロニーヘルパーステーションうるま うるま市みどり町５丁目27番９号 訪問介護 H20.7.1

198 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4772200137 コロニーヘルパーステーション読谷 読谷村字伊良皆352番の４ 訪問介護 H20.7.1

199 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770800433 コロニーヘルパーステーションみやぎ 浦添市宮城４丁目９番17号 訪問介護 H20.7.1

200 社会福祉法人　今帰仁村社会福祉協議会 今帰仁村天底62 4771400027 今帰仁村社協指定介護予防訪問介護事業所 今帰仁村字仲宗根230番地の２ 介護予防訪問介護 H20.10.1

201 社会福祉法人　今帰仁村社会福祉協議会 今帰仁村天底62 4771400027 今帰仁村社協指定介護予防通所介護事業所 今帰仁村字仲宗根230番地の２ 介護予防通所介護 H20.10.1

202 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4770101766 特別養護老人ホーム首里偕生園 那覇市首里石嶺町４丁目389番地 介護老人福祉施設 H21.4.1

203 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4770101766 特別養護老人ホーム首里偕生園 那覇市首里石嶺町４丁目390番地 短期入所生活介護 H21.4.1

204 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4770101766 特別養護老人ホーム首里偕生園 那覇市首里石嶺町４丁目391番地 介護予防短期入所生活介護 H21.4.1

205 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4790300042 地域支援ホーム津堅いこいの家 うるま市勝連津堅1144番地 小規模多機能型居宅介護 H21.4.1

206 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4790300042 地域支援ホーム津堅いこいの家 うるま市勝連津堅1144番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 H21.4.1

207 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 ホームヘルプサービス谷茶の丘 国頭郡恩納村谷茶1919番地７ 介護予防訪問介護 H21.6.1

208 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 デイサービスセンター谷茶の丘 国頭郡恩納村谷茶1919番地７ 介護予防通所介護 H21.6.1

209 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4771600014 ショートステイ谷茶の丘 国頭郡恩納村谷茶1919番地７ 介護予防短期入所生活介護 H21.6.1

210 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770101816 ショートステイセンターおもと園 那覇市天久1000番地 短期入所生活介護 H21.11.1

211 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770101816 特別養護老人ホームおもと園 那覇市天久1000番地 介護老人福祉施設 H21.11.1

212 社会福祉法人　おもと会 那覇市安里１－７－３ 4770101816 ショートステイセンターおもと園 那覇市天久1000番地 介護予防短期入所生活介護 H21.11.1

213 社会福祉法人　文光福祉会 うるま市字赤野1391-1 4770300038 デイサービスセンター輝指定通所介護事業所 うるま市字赤野1406-1 介護予防通所介護 H21.11.1

214 社会福祉法人　久仙会 久米島町字兼城１４６４－５ 4795800012 デイサービス　くめしま 久米島町字兼城1464－５ 認知症対応型通所介護 H22.7.1

215 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4772000016 デイサービスセンターあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 介護予防通所介護 H22.7.1

216 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4772000016 ヘルパーステーションあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 介護予防訪問介護 H22.7.1

217 社会福祉法人　中陽福祉会 うるま市与那城屋慶名1410番地 4772000016 ショートステイあやはし苑 うるま市与那城屋慶名1410番地 介護予防短期入所生活介護 H22.7.1

218 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4775400247 沖縄偕生会ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 豊見城市字宜保148番地仲元マンション101号室 訪問介護 H22.7.1

219 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4775400247 沖縄偕生会ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ指定介護予防訪問介護事業所 豊見城市字宜保148番地仲元マンション101号室 介護予防訪問介護 H22.7.14 ページ
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220 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4775400239 デイサービスセンター豊見城 豊見城市字宜保148番地仲元マンション101号室 通所介護 H23.2.1

221 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4775400239 デイサービスセンター豊見城 豊見城市字宜保148番地仲元マンション10１号室 介護予防通所介護 H23.2.1

222 社会福祉法人　恩納村社会福祉協議会 恩納村字恩納6302 4771600022 デイサービスセンターかたばる 恩納村字恩納6302 通所介護 H23.4.1

223 社会福祉法人　恩納村社会福祉協議会 恩納村字恩納6302 4771600022 デイサービスセンターかたばる 恩納村字恩納6302 介護予防通所介護 H23.4.1

224 社会福祉法人　恩納村社会福祉協議会 恩納村字恩納6302 4771600022 恩納村社会福祉協議会 恩納村字恩納6302 介護予防訪問介護 H23.4.1

225 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4751380017 こもれびデイサービス 豊見城市字髙嶺１１１番地 認知症対応型通所介護 H23.7.1

226 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4772400018 介護老人福祉施設　陽明園 中頭郡北谷町字吉原265番地 介護老人福祉施設 H23.7.1

227 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4772400018 指定短期入所生活介護事業所 中頭郡北谷町字吉原265番地 短期入所生活介護 H23.7.1

228 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4772400018 指定短期入所生活介護事業所 中頭郡北谷町字吉原265番地 介護予防短期入所生活介護 H23.7.1

229 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4772400174 通所介護ようめいえん 中頭郡北谷町字宮城１－793 通所介護 H23.7.1

230 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4772400174 通所介護ようめいえん 中頭郡北谷町字宮城１－793 介護予防通所介護 H23.7.1

231 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4792400022 小規模多機能介護ちゃたん 中頭郡北谷町字宮城１－793 小規模多機能型居宅介護 H23.7.1

232 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4792400022 小規模多機能介護ちゃたん 中頭郡北谷町字宮城１－793 介護予防小規模多機能型居宅介護 H23.7.1

233 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4751280001 白川園指定訪問介護事業所 中頭郡北谷町字吉原263番地 訪問介護 H23.7.1

234 社会福祉法人　高洋会 北谷町字吉原265番地 4751280001 白川園指定訪問介護事業所 中頭郡北谷町字吉原263番地 介護予防訪問介護 H23.7.1

235 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773400017 介護老人福祉施設　与那原日の出園 島尻郡与那原町字与那原3782－1 介護老人福祉施設 H23.7.1

236 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4770102012 指定通所介護事業所　ゆくいば 那覇市古波蔵394番地１ 通所介護 H23.8.1

237 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4770102012 指定通所介護事業所　ゆくいば 那覇市古波蔵394番地１ 介護予防通所介護 H23.8.1

238 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4790100301 小規模多機能型居宅介護　花日和２号館 那覇市古波蔵394番地１ 小規模多機能型居宅介護 H23.8.1

239 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4790100301 小規模多機能型居宅介護　花日和２号館 那覇市古波蔵394番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 H23.8.1

240 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4772600112 なかぐすく日の出園デイサービスセンター 島尻郡中城村字伊舎堂362 通所介護 H23.10.1

241 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4772600112 なかぐすく日の出園デイサービスセンター 島尻郡中城村字伊舎堂362 介護予防通所介護 H23.10.1

242 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773600186 はえばる日の出園デイサービスセンター 島尻郡南風原町字与那覇448－1 通所介護 H23.10.1

243 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773600186 はえばる日の出園デイサービスセンター 島尻郡南風原町字与那覇448－1 介護予防通所介護 H23.10.1

244 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773400017 与那原日の出園デイサービスセンター 島尻郡与那原町字与那原3782－1 通所介護 H23.10.1

245 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773400017 与那原日の出園デイサービスセンター 島尻郡与那原町字与那原3782－1 介護予防通所介護 H23.10.1

246 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773400017 与那原日の出園ショートステイセンター 島尻郡与那原町字与那原3782－1 短期入所生活介護 H23.10.1

247 社会福祉法人　南島会 与那原町字与那原3782－1 4773400017 与那原日の出園ショートステイセンター 島尻郡与那原町字与那原3782－1 介護予防短期入所生活介護 H23.10.1

248 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4792600019 小規模多機能型居宅介護いなほ 中頭郡中城村字屋冝215-18 小規模多機能型居宅介護 H23.11.1

249 社会福祉法人　いなほ会 中城村字添石363番地 4792600019 小規模多機能型居宅介護いなほ 中頭郡中城村字屋冝215-18 介護予防小規模多機能型居宅介護 H23.11.1

250 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4770102160 特別養護老人ホーム　那覇偕生園 那覇市首里石嶺町4-390番地 介護老人福祉施設 H23.12.1

251 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4770102160 那覇偕生園デイサービスセンター 那覇市首里石嶺町4-390番地 通所介護 H23.12.1

252 社会福祉法人　沖縄偕生会 那覇市首里石嶺町4-389番地 4770102160 那覇偕生園デイサービスセンター 那覇市首里石嶺町4-390番地 介護予防通所介護 H23.12.1

253 社会福祉法人　美原福祉会 うるま市石川東恩納1517番地 4770300566 訪問介護事業所みはら うるま市みどり町３丁目13番17 訪問介護 H24.1.1

254 社会福祉法人　美原福祉会 うるま市石川東恩納1517番地 4770300566 訪問介護事業所みはら うるま市みどり町３丁目13番17 介護予防訪問介護 H24.1.1

255 社会福祉法人　美原福祉会 うるま市石川東恩納1517番地 4770300509 デイサービスみはら うるま市みどり町４丁目14－４　TOPビル２ 通所介護 H24.1.1

256 社会福祉法人　美原福祉会 うるま市石川東恩納1517番地 4770300509 デイサービスみはら うるま市みどり町４丁目14－４　TOPビル２ 介護予防通所介護 H24.1.1

257 社会福祉法人　希愛会 沖縄市美里六丁目27番13号 4790400057 琉和の森 沖縄市美里６-25-38 地域密着型介護老人福祉施設 H24.5.1

258 社会福祉法人　希愛会 沖縄市美里六丁目27番13号 4770400879 ケアサービスセンター琉和 沖縄市登川２-７-４ 通所介護 H24.5.1

259 社会福祉法人　希愛会 沖縄市美里六丁目27番13号 4770400879 ケアサービスセンター琉和 沖縄市登川２-７-４ 介護予防通所介護 H24.5.1

260 社会福祉法人　希愛会 沖縄市美里六丁目27番13号 4770400945 サポートセンター琉和 沖縄市登川１-２-７（１０２）　 通所介護 H24.5.1

261 社会福祉法人　希愛会 沖縄市美里六丁目27番13号 4770400945 サポートセンター琉和　 沖縄市登川１-２-７（１０２）　 介護予防通所介護 H24.5.1

262 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4790400065 特別養護老人ホーム　森城 沖縄市諸見里3－41－30 地域密着型介護老人福祉施設 H24.6.1

263 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4790300042 地域支援ホーム津堅いこいの家 うるま市勝連津堅1144番地 認知症対応型通所介護 H24.7.1

264 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533－1 4795800020 特別養護老人ホーム　球美の杜 久米島町字嘉手苅533－1 地域密着型介護老人福祉施設 H24.7.1

265 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533－1 4775800057 特別養護老人ホーム　球美の杜 久米島町字嘉手苅533－1 短期入所生活介護 H24.7.1

266 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533－1 4775800057 特別養護老人ホーム　球美の杜 久米島町字嘉手苅533－1 介護予防短期入所生活介護 H24.7.1

267 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533－1 4795800020 小規模多機能型居宅介護事業所　球美の家 久米島町字嘉手苅533－1 小規模多機能型居宅介護 H24.7.1

268 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533－1 4795800020 小規模多機能型居宅介護事業所　球美の家 久米島町字嘉手苅533－1 介護予防小規模多機能型居宅介護 H24.7.1

269 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4791200019 小規模多機能型居宅介護事業所　いっしん 国頭郡大宜味村字津波418番地 小規模多機能型居宅介護 H24.8.1

270 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4791200019 小規模多機能型居宅介護事業所　いっしん 国頭郡大宜味村字津波418番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 H24.8.1

271 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4791300017 小規模多機能型居宅介護事業所　あがり 国頭郡東村字慶佐次727番地8 小規模多機能型居宅介護 H24.8.1

272 社会福祉法人　一心福祉会 大宜味村字津波1971－35 4791300017 小規模多機能型居宅介護事業所　あがり 国頭郡東村字慶佐次727番地8 介護予防小規模多機能型居宅介護 H24.8.1

273 社会福祉法人　まつみ福祉会 豊見城市字平良188-23 4775400197 桜山荘通所介護センター未来館 豊見城市字平良88番地の1　嘉数ビル201号室 通所介護 H24.10.1

274 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4772100048 グループホーム　やすらぎの家 うるま市勝連南風原4914番地 認知症対応型通所介護 H24.11.15 ページ
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275 社会福祉法人　与勝福祉会 うるま市勝連南風原4902番地 4772100048 グループホーム　やすらぎの家 うるま市勝連南風原4914番地 介護予防認知症対応型通所介護 H24.11.1

276 社会福祉法人　渡嘉敷村社会福祉協議会 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 4799910064 デイサービスセンター　つつじ 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 通所介護 H25.9.1

277 社会福祉法人　渡嘉敷村社会福祉協議会 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 4799910064 デイサービスセンター　つつじ 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 介護予防通所介護 H25.9.1

278 社会福祉法人　渡嘉敷村社会福祉協議会 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 4799910064 ヘルパーステーション　つつじ 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 訪問介護 H25.9.1

279 社会福祉法人　渡嘉敷村社会福祉協議会 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 4799910064 ヘルパーステーション　つつじ 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地 介護予防訪問介護 H25.9.1

280 社会福祉法人　浦添市社会福祉協議会 浦添市仲間１－10－７ 4770800094 浦添市デイサービスセンター泉 浦添市仲間１－10－７ 通所介護
281 社会福祉法人　浦添市社会福祉協議会 浦添市仲間１－10－７ 4770800011 浦添市ヘルパーステーションみのり 浦添市仲間１－10－７ 訪問介護
282 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4770100024 特別養護老人ホーム大名 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 介護老人福祉施設 H26.8.1

283 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4770100024 ショートステイ大名 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 短期入所生活介護 H26.8.1

284 社会福祉法人　ゆうなの会 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 4770100024 ショートステイ大名 那覇市首里大名町１丁目43番地２ 介護予防短期入所生活介護 H26.8.1

285 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4791000039 小規模多機能型居宅介護　かじまやぁぬ花 糸満市字糸満1449番地３ 小規模多機能型居宅介護 H27.1.26

286 社会福祉法人　愛の園福祉会 糸満市字大里927番地の２ 4791000039 小規模多機能型居宅介護　かじまやぁぬ花 糸満市字糸満1449番地３ 介護予防小規模多機能型居宅介護 H27.1.26

287 社会福祉法人　沖縄コロニー 浦添市宮城４丁目９番17号 4770801233 特別養護老人ホーム　第二ありあけの里 浦添市仲西２丁目４番21号 介護老人福祉施設 H27.2.1

288 社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 4770401810 特別養護老人ホーム　知花の里 沖縄市知花5丁目23番16号 介護老人福祉施設 H27.5.1

289 社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 4770401810 特別養護老人ホーム　知花の里 沖縄市知花5丁目23番16号 短期入所生活介護 H27.5.1

290 社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 4770401810 特別養護老人ホーム　知花の里 沖縄市知花5丁目23番16号 介護予防短期入所生活介護 H27.5.1

291 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4770500736 特別養護老人ホーム　福寿園 宜野湾市赤道2丁目7番2号 介護老人福祉施設 H27.4.1

292 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4770500736 福寿園ショートステイ 宜野湾市赤道2丁目7番2号 短期入所生活介護 H27.4.1

293 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4770500736 福寿園ショートステイ 宜野湾市赤道2丁目7番2号 介護予防短期入所生活介護 H27.4.1

294 社会福祉法人　転生会 八重瀬町字安里670番地 4795700048 転生園ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 八重瀬町字安里670 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 H28.4.1

295 社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 4770103382 特別養護老人ホーム　ゆがふ苑 那覇市山下町5番30号 介護老人福祉施設 H28.4.15

296 社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 4770103382 特別養護老人ホーム　ゆがふ苑 那覇市山下町5番30号 短期入所生活介護 H28.4.15

297 社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 4770103382 特別養護老人ホーム　ゆがふ苑 那覇市山下町5番30号 介護予防短期入所生活介護 H28.4.15

298 社会福祉法人　綾羽福祉会 石垣市大浜1349-79 4770700559 介護老人福祉施設まえさと茶寿苑 石垣市真栄里204-382 介護老人福祉施設 H28.6.1

299 社会福祉法人　綾羽福祉会 石垣市大浜1349-79 4790700043 デイサービス　花織 石垣市真栄里204-382 第1号通所事業の介護予防通所相当 H28.7.1

300 社会福祉法人　美原福祉会 うるま市石川東恩納1517番地 4770301044 デイサービスみはら具志川 うるま市具志川1931番地2 通所介護 H28.3.1

301 社会福祉法人　麗峰会 那覇市首里山川町1丁目91番地1　グランシャトレクレスティーヒル801 4770103390 特別養護老人ホームつじまち 那覇市辻2-27-1 介護老人福祉施設 H28.7.1

302 社会福祉法人　麗峰会 那覇市首里山川町1丁目91番地1　グランシャトレクレスティーヒル801 4770103390 短期入所生活介護事業所つじまち 那覇市辻2-27-1 短期入所生活介護 H28.7.1

303 社会福祉法人　麗峰会 那覇市首里山川町1丁目91番地1　グランシャトレクレスティーヒル801 4770103390 通所介護事業所つじまち 那覇市辻2-27-1 通所介護 H28.7.1

304 社会福祉法人　麗峰会 那覇市首里山川町1丁目91番地1　グランシャトレクレスティーヒル801 4771900018 介護老人福祉施設いえしま 伊江村字東江前2303番地1 介護老人福祉施設 H28.7.1

305 社会福祉法人　麗峰会 那覇市首里山川町1丁目91番地1　グランシャトレクレスティーヒル801 4771900018 短期入所生活介護事業所いえしま 伊江村字東江前2303番地1 短期入所生活介護 H28.7.1

306 社会福祉法人　麗峰会 那覇市首里山川町1丁目91番地1　グランシャトレクレスティーヒル801 4771900018 通所介護事業所いえしま 伊江村字東江前2303番地1 通所介護 H28.7.1

307 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 北中城村字仲順544-1 4770500660 通所介護センター彩風の杜 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号 通所介護 H28.9.1

308 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 北中城村字仲順544-1 4770500660 通所介護センター彩風の杜 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号 介護予防通所介護 H28.9.1

309 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 北中城村字仲順544-1 4770500660 通所介護センター彩風の杜 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号 第1号通所事業の介護予防通所相当 H28.9.1

310 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 北中城村字仲順544-1 4770500660 訪問介護センター彩風の杜 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号 訪問介護 H28.9.1

311 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 北中城村字仲順544-1 4770500660 訪問介護センター彩風の杜 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号 介護予防訪問介護 H28.9.1

312 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 北中城村字仲順544-1 4770500660 訪問介護センター彩風の杜 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号 第1号訪問事業の介護予防訪問相当 H28.9.1

313 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500520 特別養護老人ホーム　白浜の里愛誠園 宜野湾市宇地泊857番地 介護老人福祉施設 H28.11.1

314 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500520 特別養護老人ホーム　白浜の里愛誠園 宜野湾市宇地泊857番地 短期入所生活介護 H28.11.1

315 社会福祉法人　善隣福祉会 宜野湾市大山３－31－１ 4770500520 特別養護老人ホーム　白浜の里愛誠園 宜野湾市宇地泊857番地 介護予防短期入所生活介護 H28.11.1

316 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4791800024 ハウス虹の里 金武町金武790 小規模多機能型居宅介護 H28.11.1
317 社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町字伊芸1292-1 4791800024 ハウス虹の里 金武町金武790 介護予防小規模多機能型居宅介護 H28.11.1
318 社会福祉法人　乙羽会 那覇市国場326番地 4790100517 地域密着型特別養護老人ホームグリーンハウス国場 那覇市国場326番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 H29.4.1
319 社会福祉法人　乙羽会 那覇市国場326番地 4770103614 グリーンハウス国場短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護） 那覇市国場326番地 短期入所生活介護 H29.4.1
320 社会福祉法人　乙羽会 那覇市国場326番地 4770103614 グリーンハウス国場短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護） 那覇市国場326番地 介護予防短期入所生活介護 H29.4.1
321 社会福祉法人　おきなわ共生会 那覇市繁多川5丁目20番12号 4790100541 特別養護老人ホーム和 那覇市繁多川5丁目20番12号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 H29.12.1
322 社会福祉法人　久仙会 久米島町字兼城１４６４－５ 4773800034 まがい友遊宛 久米島町字真我里366番地 認知症対応型通所介護 H29.11.1
323 社会福祉法人　陽風会 那覇市牧志3丁目8番10号 4790100558 特別養護老人ホーム前島 那覇市前島2丁目18番17号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 H30.1.1
324 社会福祉法人　偕生会 那覇市首里石嶺町4丁目390番地 4790100566 地域密着型特別養護老人ホーム小禄偕生園 那覇市宮城1丁目18番1号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 H30.4.1
325 社会福祉法人　偕生会 那覇市首里石嶺町4丁目390番地 4770103754 小禄偕生園指定短期入所生活介護事業所 那覇市宮城1丁目18番1号 短期入所生活介護 H30.4.1
326 社会福祉法人　偕生会 那覇市首里石嶺町4丁目390番地 4770103754 小禄偕生園指定短期入所生活介護事業所 那覇市宮城1丁目18番1号 介護予防短期入所生活介護 H30.4.1
327 社会福祉法人　宮古島市社会福祉協議会 宮古島市城辺字西里添788番地の3 4774800041 宮古島市社協指定訪問介護事業所しゃきょう 宮古島市上野新里420番地2 訪問介護 H30.4.1
328 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500014 介護老人福祉施設東雲の丘 南城市大里大城1392番地 介護老人福祉施設 H30.6.1
329 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500014 東雲の丘指定短期入所生活介護事業所 南城市大里大城1392番地 短期入所生活介護 H30.6.16 ページ
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330 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500014 東雲の丘指定短期入所生活介護事業所 南城市大里大城1392番地 介護予防短期入所生活介護 H30.6.1
331 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500014 東雲の丘指定通所介護事業所 南城市大里大城1392番地 通所介護 H30.6.1
332 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500014 東雲の丘指定通所介護事業所 南城市大里大城1392番地 第1号通所事業の介護予防通所相当 H30.6.1
333 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500030 東雲の丘指定小規模多機能型居宅介護事業所 南城市大里大城1392番地 小規模多機能型居宅介護 H30.6.1
334 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500030 東雲の丘指定小規模多機能型居宅介護事業所 南城市大里大城1392番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 H30.6.1
335 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500030 東雲の丘指定認知症対応型共同生活介護事業所 南城市大里大城1392番地 認知症対応型通所介護 H30.6.1
336 社会福祉法人　憲章会 南城市大里大城1392番地 4773500030 東雲の丘指定認知症対応型共同生活介護事業所 南城市大里大城1392番地 介護予防認知症対応型通所介護 H30.6.1
337 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 楽寿園指定通所介護事業所 うるま市石川嘉手苅961番地17 第1号通所事業の介護予防通所相当 H30.9.1
338 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 楽寿園指定訪問介護事業所 うるま市石川嘉手苅961番地17 第1号訪問事業の介護予防訪問相当 H30.9.1
339 社会福祉法人　育賛会 うるま市石川嘉手苅961番地17 4770200014 楽寿園指定短期入所生活介護事業所 うるま市石川嘉手苅961番地17 介護予防短期入所生活介護 H30.9.1
340 社会福祉法人　綾羽福祉会 石垣市大浜1349-79 4770700559 介護老人福祉施設まえさと茶寿苑 石垣市真栄里204-382 短期入所生活介護 H30.12.1

341 社会福祉法人　綾羽福祉会 石垣市大浜1349-79 4770700559 介護老人福祉施設まえさと茶寿苑 石垣市真栄里204-382 介護予防短期入所生活介護 H30.12.1

342 社会福祉法人　彩生会 那覇市安里51番地 4790100574 特別養護老人ホーム百穂苑 那覇市安里51番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 H31.4.1

343 社会福祉法人　沖縄にじの会 那覇市山下町5番30号 4770103382 デイサービスゆがふ苑 那覇市山下町5番30号 通所介護 R1.7.1

344 社会福祉法人　沖縄にじの会 那覇市山下町5番30号 4770103382 特別養護老人ホーム　ゆがふ苑 那覇市山下町5番30号 第1号通所事業の介護予防通所相当 R1.7.1

345 社会福祉法人　綾羽福祉会 石垣市大浜1349-79 4770700559 デイサービス　花織 石垣市真栄里204-382 通所介護 R2.8.1

346 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533番地1 4775800081 デイサービスセンター　かりゆし 久米島町字真我里366番地 通所介護 R2.6.1

347 社会福祉法人　心の会 久米島町字嘉手苅533番地1 4775800081 デイサービスセンター　かりゆし 久米島町字真我里366番地 第1号通所事業の介護予防通所相当 R2.6.1

348 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4770500736 福寿園デイサービスセンター 宜野湾市赤道2丁目7番2号 通所介護 R2.10.1

349 社会福祉法人　喜寿会 南城市佐敷小谷238番地の１ 4770500736 福寿園デイサービスセンター 宜野湾市赤道2丁目7番2号 第1号通所事業の介護予防通所相当 R2.10.1

7 ページ


