
社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業実施の申出法人一覧 令和元年６月１０日現在

（中部圏域）

市町村 法人の名称 事業所名 サービス種類 事業所所在地

恩納村 社会福祉法人　ゆうなの会 デイサービスセンター　谷茶の丘 通所介護 恩納村字谷茶1919番地７

恩納村 社会福祉法人　ゆうなの会 ショートステイ谷茶の丘．雅みやび 短期入所生活介護 恩納村字谷茶1919番地７

恩納村 社会福祉法人　ゆうなの会 ショートステイ谷茶の丘．雅みやび 介護予防短期入所生活介護 恩納村字谷茶1919番地７

恩納村 社会福祉法人　ゆうなの会 介護老人福祉施設　谷茶の丘.雅 介護老人福祉施設 恩納村字谷茶1919番地７

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

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

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

金武町 社会福祉法人　金武あけぼの会 光が丘デイサービスセンター 通所介護 金武町字伊芸1292-1

金武町 社会福祉法人　金武あけぼの会 光が丘ショートステイ事業所 短期入所生活介護 金武町字伊芸1292-1

金武町 社会福祉法人　金武あけぼの会 介護老人福祉施設　光が丘 介護老人福祉施設 金武町字伊芸1292-1

金武町 社会福祉法人　金武あけぼの会 ハウス虹の里 小規模多機能型居宅介護 金武町金武790

金武町 社会福祉法人　金武あけぼの会 ハウス虹の里 介護予防小規模多機能型居宅介護 金武町金武790

読谷村 社会福祉法人　祥永会 読谷の里訪問介護事業所 訪問介護 読谷村喜名2272番地4

読谷村 社会福祉法人　祥永会 読谷の里デイサービスセンター指定通所介護事業所 通所介護 読谷村字座喜味1875－１

読谷村 社会福祉法人　祥永会 読谷の里ショートステイ指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 読谷村字座喜味1875－１

読谷村 社会福祉法人　祥永会 介護老人福祉施設　読谷の里 介護老人福祉施設 読谷村字座喜味1875－１

読谷村 社会福祉法人　沖縄コロニー コロニーヘルパーステーション読谷 訪問介護 読谷村字伊良皆352番の４

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

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

嘉手納町 社会福祉法人　幸仁会 デイサービスセンター比謝川の里 通所介護 嘉手納町字久得242－２

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

嘉手納町 社会福祉法人　幸仁会 介護老人福祉施設　比謝川の里 介護老人福祉施設 嘉手納町字久得242－２

北谷町 社会福祉法人　高洋会 白川園指定訪問介護事業所 訪問介護 北谷町字吉原263番地

北谷町 社会福祉法人　高洋会 通所介護ようめいえん 通所介護 北谷町字宮城１－793

北谷町 社会福祉法人　高洋会 指定短期入所生活介護事業所　陽明園 短期入所生活介護 北谷町字吉原265番地
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北谷町 社会福祉法人　高洋会 指定短期入所生活介護事業所　陽明園 介護予防短期入所生活介護 北谷町字吉原265番地

北谷町 社会福祉法人　高洋会 介護老人福祉施設　陽明園 介護老人福祉施設 北谷町字吉原265番地

北谷町 社会福祉法人　高洋会 小規模多機能介護ちゃたん 小規模多機能型居宅介護 北谷町字宮城１－793

北谷町 社会福祉法人　高洋会 小規模多機能介護ちゃたん 介護予防小規模多機能型居宅介護 北谷町字宮城１－793

北谷町 社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会 北谷町社会福祉協議会指定通所介護事業所 通所介護 北谷町字桑江731番地

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

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

北中城村 社会福祉法人　琉球キリスト教奉仕団 介護老人福祉施設　愛の村 介護老人福祉施設 北中城村字島袋1393番地

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

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

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

中城村 社会福祉法人　いなほ会 介護老人福祉施設　春華園 介護老人福祉施設 中城村字添石363番地

中城村 社会福祉法人　いなほ会 小規模多機能型居宅介護いなほ 小規模多機能型居宅介護 中城村字屋冝215-18

中城村 社会福祉法人　いなほ会 小規模多機能型居宅介護いなほ 介護予防小規模多機能型居宅介護 中城村字屋冝215-18

中城村 社会福祉法人　南島会 なかぐすく日の出園デイサービスセンター 通所介護 中城村当間２８９－１

うるま市 社会福祉法人　育賛会 楽寿園指定訪問介護事業所 訪問介護 うるま市石川嘉手苅961番地17

うるま市 社会福祉法人　育賛会 楽寿園指定訪問介護事業所 第１号訪問事業の介護予防訪問相当 うるま市石川嘉手苅961番地17

うるま市 社会福祉法人　育賛会 楽寿園指定通所介護事業所 通所介護 うるま市石川嘉手苅961番地17

うるま市 社会福祉法人　育賛会 楽寿園指定通所介護事業所 第１号通所事業の介護予防通所相当 うるま市石川嘉手苅961番地17

うるま市 社会福祉法人　育賛会 楽寿園指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 うるま市石川嘉手苅961番地17

うるま市 社会福祉法人　育賛会 楽寿園指定短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 うるま市石川嘉手苅961番地17

うるま市 社会福祉法人　育賛会 介護老人福祉施設　楽寿園 介護老人福祉施設 うるま市石川嘉手苅961番地17

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

うるま市 社会福祉法人　沖縄コロニー コロニーヘルパーステーションうるま 訪問介護 うるま市みどり町５丁目27番９号

うるま市 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 具志川厚生園指定訪問介護事業所 訪問介護 うるま市字天願1983番地
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うるま市 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 具志川厚生園　通所介護事業所 通所介護 うるま市字天願1983番地

うるま市 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 具志川厚生園　短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 うるま市字天願1983番地

うるま市 社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 介護老人福祉施設　具志川厚生園 介護老人福祉施設 うるま市字天願1983番地

うるま市 社会福祉法人　美原福祉会 デイサービスみはら 通所介護 うるま市田場３５６－２番地

うるま市 社会福祉法人　美原福祉会 デイサービスみはら具志川 地域密着型通所介護 うるま市具志川1931番地2

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

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

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

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

うるま市 社会福祉法人　中陽福祉会 介護老人福祉施設　あやはし苑 介護老人福祉施設 うるま市与那城屋慶名1410番地

うるま市 社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会 うるま市指定通所介護事業所 通所介護 うるま市与那城屋慶名1098番地

うるま市 社会福祉法人　与勝福祉会 訪問介護事業所与勝の里 訪問介護 うるま市勝連南風原4902番地

うるま市 社会福祉法人　与勝福祉会 指定通所介護事業所　与勝の里 通所介護 うるま市勝連南風原4902番地

うるま市 社会福祉法人　与勝福祉会 短期入所生活介護事業所与勝の里 短期入所生活介護 うるま市勝連南風原4902番地

うるま市 社会福祉法人　与勝福祉会 介護老人福祉施設　与勝の里 介護老人福祉施設 うるま市勝連南風原4902番地

うるま市 社会福祉法人　与勝福祉会 グループホーム　やすらぎの家 認知症対応型通所介護 うるま市勝連南風原4914番地

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

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

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

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

沖縄市 社会福祉法人　榕樹会 沖縄一条園通所介護事業所 通所介護 沖縄市与儀3丁目5番10号

沖縄市 社会福祉法人　榕樹会 沖縄一条園短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 沖縄市与儀3丁目5番10号

沖縄市 社会福祉法人　榕樹会 介護老人福祉施設　沖縄一条園 介護老人福祉施設 沖縄市与儀3丁目5番10号

沖縄市 社会福祉法人　緑樹会 緑樹苑　居宅介護サービス事業所 訪問介護 沖縄市胡屋７丁目２番10号

沖縄市 社会福祉法人　緑樹会 緑樹苑指定通所介護事業所 通所介護 沖縄市胡屋７丁目２番10号
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沖縄市 社会福祉法人　緑樹会 緑樹苑　短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 沖縄市胡屋７丁目２番10号

沖縄市 社会福祉法人　緑樹会 介護老人福祉施設　緑樹苑 介護老人福祉施設 沖縄市胡屋７丁目２番10号

沖縄市 社会福祉法人　おきなわ長寿会 老人デイサービスセンターおきなわ長寿苑 通所介護 沖縄市字登川1403番地

沖縄市 社会福祉法人　おきなわ長寿会 短期入所生活介護　おきなわ長寿苑 短期入所生活介護 沖縄市字登川1403番地

沖縄市 社会福祉法人　おきなわ長寿会 介護老人福祉施設　おきなわ長寿苑 介護老人福祉施設 沖縄市字登川1403番地

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

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

沖縄市 社会福祉法人　希愛会 ケアサービスセンター琉和 通所介護 沖縄市登川２-７-４

沖縄市 社会福祉法人　希愛会 通所介護事業所　サポートセンター琉和 通所介護 沖縄市登川一丁目２番７号メゾンK102

沖縄市 社会福祉法人　希愛会 地域密着型介護老人福祉施設　琉和の森 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 沖縄市美里６-25-38

沖縄市 社会福祉法人　沖縄にじの会 特別養護老人ホーム　知花の里 短期入所生活介護 沖縄市知花5丁目23番16号

沖縄市 社会福祉法人　沖縄にじの会 特別養護老人ホーム　知花の里 介護予防短期入所生活介護 沖縄市知花5丁目23番16号

沖縄市 社会福祉法人　沖縄にじの会 特別養護老人ホーム　知花の里 介護老人福祉施設 沖縄市知花5丁目23番16号

沖縄市 社会福祉法人　金武あけぼの会 特別養護老人ホーム　森城 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 沖縄市諸見里3－41－30

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 訪問介護事業所愛誠園 訪問介護 宜野湾市伊佐３丁目26番8号

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 通所介護事業所愛誠園 通所介護 宜野湾市伊佐３丁目26番8号

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 短期入所生活介護事業所愛誠園 短期入所生活介護 宜野湾市伊佐３丁目26番8号

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 短期入所生活介護事業所愛誠園 介護予防短期入所生活介護 宜野湾市伊佐３丁目26番8号

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 介護老人福祉施設　愛誠園 介護老人福祉施設 宜野湾市伊佐３丁目26番8号

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 短期入所生活介護事業所　白浜の里愛誠園 短期入所生活介護 宜野湾市宇地泊857番地

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 短期入所生活介護事業所　白浜の里愛誠園 介護予防短期入所生活介護 宜野湾市宇地泊857番地

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 特別養護老人ホーム　白浜の里愛誠園 介護老人福祉施設 宜野湾市宇地泊857番地

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所あいせい園 小規模多機能型居宅介護 宜野湾市真志喜550番地

宜野湾市 社会福祉法人　善隣福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所あいせい園 介護予防小規模多機能型居宅介護 宜野湾市真志喜550番地

宜野湾市 社会福祉法人　沖縄中央福祉会 通所介護センター彩風の杜 通所介護 宜野湾市上原2-8-6　普天間産業ビル101号
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社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業実施の申出法人一覧 令和元年６月１０日現在

（中部圏域）

市町村 法人の名称 事業所名 サービス種類 事業所所在地

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

宜野湾市 社会福祉法人　喜寿会 福寿園ショートステイ 短期入所生活介護 宜野湾市赤道2丁目7番2号

宜野湾市 社会福祉法人　喜寿会 福寿園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 宜野湾市赤道2丁目7番2号

宜野湾市 社会福祉法人　喜寿会 特別養護老人ホーム　福寿園 介護老人福祉施設 宜野湾市赤道2丁目7番2号
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