
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３年１０月２８日現在

（南部圏域）

市町村 法人の名称 事業所名 サービス種類 事業所所在地

豊見城市 社会福祉法人　まつみ福祉会 桜山荘介護支援センター豊見城 訪問介護 豊見城市字翁長854-2ｻｸｾｽﾋﾞﾙ202

豊見城市 社会福祉法人　まつみ福祉会 桜山荘 通所介護事業所 通所介護 豊見城市字髙嶺１１１番地

豊見城市 社会福祉法人　まつみ福祉会 桜山荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ未来館 地域密着型通所介護 豊見城市平良188番地23

豊見城市 社会福祉法人　まつみ福祉会 こもれびデイサービス 認知症対応型通所介護 豊見城市字髙嶺１１１番地

豊見城市 社会福祉法人　まつみ福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所　花日和 小規模多機能型居宅介護 豊見城市高嶺３９５－４４

豊見城市 社会福祉法人　明和会 良長園指定通所介護事業所 通所介護 豊見城市金良88番地

豊見城市 社会福祉法人　明和会 良長園短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 豊見城市金良88番地

豊見城市 社会福祉法人　明和会 良長園短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 豊見城市金良88番地

豊見城市 社会福祉法人　明和会 介護老人福祉施設　良長園 介護老人福祉施設 豊見城市金良88番地

豊見城市 社会福祉法人　おもと会 短期入所生活介護施設すみれ 短期入所生活介護 豊見城市渡嘉敷150番地

豊見城市 社会福祉法人　おもと会 短期入所生活介護施設すみれ 介護予防短期入所生活介護 豊見城市渡嘉敷150番地

豊見城市 社会福祉法人　おもと会 デイサービスセンターすみれ 介護予防認知症対応型通所介護 豊見城市渡嘉敷150番地

豊見城市 社会福祉法人　おもと会 介護老人福祉施設　すみれ 介護老人福祉施設 豊見城市渡嘉敷150番地

豊見城市 社会福祉法人　偕生会 デイサービスセンター豊見城 通所介護 豊見城市字宜保148番地仲元マンション101号室

八重瀬町 社会福祉法人　憲寿会 ときわ苑訪問介護ステーション 訪問介護 八重瀬町当銘378番地１

八重瀬町 社会福祉法人　憲寿会 ときわ苑デイサービスセンター 通所介護 八重瀬町当銘378番地１

八重瀬町 社会福祉法人　憲寿会 ときわ苑短期入所ホーム 短期入所生活介護 八重瀬町当銘378番地１

八重瀬町 社会福祉法人　憲寿会 ときわ苑短期入所ホーム 介護予防短期入所生活介護 八重瀬町当銘378番地１

八重瀬町 社会福祉法人　憲寿会 介護老人福祉施設　ときわ苑 介護老人福祉施設 八重瀬町当銘378番地１

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

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

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

八重瀬町 社会福祉法人　転生会 転生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 八重瀬町字安里670

八重瀬町 社会福祉法人　転生会 介護老人福祉施設　転生園 介護老人福祉施設 八重瀬町字安里670

八重瀬町 社会福祉法人　転生会 転生園ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 八重瀬町字安里670
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南城市 社会福祉法人　喜寿会 小谷園指定訪問介護センター 訪問介護 南城市佐敷小谷238－１

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

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

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

南城市 社会福祉法人　喜寿会 福寿園デイサービスセンター 通所介護 宜野湾市赤道2丁目7番2号

南城市 社会福祉法人　喜寿会 福寿園デイサービスセンター 第１号通所事業の介護予防通所相当 宜野湾市赤道2丁目7番2号

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘指定通所介護事業所 通所介護 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘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 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘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 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 介護老人福祉施設東雲の丘 介護老人福祉施設 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘グループホームデイサービス 認知症対応型通所介護 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘グループホームデイサービス 介護予防認知症対応型通所介護 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘指定小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護 南城市大里大城1392番地

南城市 社会福祉法人　憲章会 東雲の丘指定小規模多機能型居宅介護事業所 介護予防小規模多機能型居宅介護 南城市大里大城1392番地

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

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

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

与那原町 社会福祉法人　南島会 介護老人福祉施設　与那原日の出園 介護老人福祉施設 与那原町字与那原3782－1

南風原町 社会福祉法人　南島会 はえばる日の出園デイサービスセンター 通所介護 南風原町字新川５０１番地

南風原町 社会福祉法人　千尋会 嬉の里デイサービスセンター 通所介護 南風原町新川５３８番地

南風原町 社会福祉法人　千尋会 嬉の里短期入所生活介護 短期入所生活介護 南風原町新川５３８番地

南風原町 社会福祉法人　千尋会 介護老人福祉施設　嬉の里 介護老人福祉施設 南風原町新川５３８番地

南風原町 社会福祉法人　南風原町社会福祉協議会 南風原町社協指定訪問介護事業所 訪問介護 南風原町宮平６９７番地１０

渡嘉敷村 社会福祉法人　渡嘉敷村社会福祉協議会 ヘルパーステーション　つつじ 訪問介護 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地
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渡嘉敷村 社会福祉法人　渡嘉敷村社会福祉協議会 デイサービスセンター　つつじ 地域密着型通所介護 渡嘉敷村字渡嘉敷747番地

粟国村 社会福祉法人　粟国福祉会 あぐに指定通所介護事業所 地域密着型通所介護 粟国村東1796番地

粟国村 社会福祉法人　粟国福祉会 あぐに指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 粟国村東1796番地

粟国村 社会福祉法人　粟国福祉会 あぐに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 粟国村東1796番地

粟国村 社会福祉法人　粟国福祉会 介護老人福祉施設　あぐに 介護老人福祉施設 粟国村東1796番地

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

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

久米島町 社会福祉法人　久仙会 デイサービスまがい友遊宛 認知症対応型通所介護 久米島町字真我里366

久米島町 社会福祉法人　久仙会 指定介護短期入所事業所くめしま 短期入所生活介護 久米島町字兼城1464－５

久米島町 社会福祉法人　久仙会 介護老人福祉施設　くめしま 介護老人福祉施設 久米島町字兼城1464－５

久米島町 社会福祉法人　心の会 特別養護老人ホーム　球美の杜 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 久米島町字嘉手苅533－1

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

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

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

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

久米島町 社会福祉法人　心の会 デイサービスセンターかりゆし 通所介護 久米島町字真我里366番地

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

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

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

那覇市 社会福祉法人　ゆうなの会 特別養護老人ホーム大名 介護老人福祉施設 那覇市首里大名町１丁目43番地２

那覇市 社会福祉法人　おもと会 ホームヘルパーステーションおもと園 訪問介護 那覇市安里１丁目７番３号　７Ｆ

那覇市 社会福祉法人　おもと会 デイサービスセンターおもと園 通所介護 那覇市安里１丁目７番３号

那覇市 日本赤十字社　沖縄支部　 安謝老人デイサービスセンター 通所介護 那覇市安謝2-15-2

那覇市 日本赤十字社　沖縄支部　 短期入所生活介護事業所　安謝特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 那覇市安謝2-15-2

那覇市 日本赤十字社　沖縄支部　 短期入所生活介護事業所　安謝特別養護老人ホーム 介護予防短期入所生活介護 那覇市安謝2-15-2
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那覇市 日本赤十字社　沖縄支部　 安謝特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 那覇市安謝2-15-2

那覇市 社会福祉法人　那覇市社会福祉協議会 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 訪問介護 那覇市金城３－５－４

那覇市 社会福祉法人　那覇市社会福祉協議会 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 通所介護 那覇市金城３－５－４

那覇市 社会福祉法人　偕生会 介護老人福祉施設　首里偕生園 短期入所生活介護 那覇市首里石嶺町４丁目389番地

那覇市 社会福祉法人　偕生会 介護老人福祉施設　首里偕生園 介護予防短期入所生活介護 那覇市首里石嶺町４丁目389番地

那覇市 社会福祉法人　偕生会 介護老人福祉施設　首里偕生園 介護老人福祉施設 那覇市首里石嶺町４丁目389番地

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

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

那覇市 社会福祉法人　偕生会 地域密着型特別養護老人ホーム小禄偕生園 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 那覇市宮城1丁目18番1号

那覇市 社会福祉法人　偕生会 小禄偕生園指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 那覇市宮城1丁目18番1号

那覇市 社会福祉法人　偕生会 小禄偕生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 那覇市宮城1丁目18番1号

那覇市 社会福祉法人　おもと会 ショートステイセンターおもと園 短期入所生活介護 那覇市天久1000番地

那覇市 社会福祉法人　おもと会 ショートステイセンターおもと園 介護予防短期入所生活介護 那覇市天久1000番地

那覇市 社会福祉法人　おもと会 特別養護老人ホームおもと園 介護老人福祉施設 那覇市天久1000番地

那覇市 社会福祉法人　まつみ福祉会 指定通所介護事業所　ゆくいば 地域密着型通所介護 那覇市古波蔵一丁目３０番地１３階（３０１・３０２号室）

那覇市 社会福祉法人　まつみ福祉会 小規模多機能型居宅介護　花日和２号館 小規模多機能型居宅介護 那覇市古波蔵一丁目３０番１号

那覇市 社会福祉法人　まつみ福祉会 小規模多機能型居宅介護　花日和２号館 介護予防小規模多機能型居宅介護 那覇市古波蔵一丁目３０番１号

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

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

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

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

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

那覇市 社会福祉法人　麗峰会 通所介護事業所つじまち 通所介護 那覇市辻2-27-1

那覇市 社会福祉法人　麗峰会 短期入所生活介護事業所つじまち 短期入所生活介護 那覇市辻2-27-1

那覇市 社会福祉法人　麗峰会 特別養護老人ホームつじまち 介護老人福祉施設 那覇市辻2-27-1
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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３年１０月２８日現在

（南部圏域）

市町村 法人の名称 事業所名 サービス種類 事業所所在地

那覇市 社会福祉法人　乙羽会 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） 短期入所生活介護 那覇市国場326番地

那覇市 社会福祉法人　乙羽会 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） 介護予防短期入所生活介護 那覇市国場326番地

那覇市 社会福祉法人　乙羽会 地域密着型特別養護老人ホームグリーンハウス国場 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 那覇市国場326番地

那覇市 社会福祉法人　おきなわ共生会 特別養護老人ホーム和 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 那覇市繁多川5丁目20番12号

那覇市 社会福祉法人　陽風会 特別養護老人ホーム　前島 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 那覇市前島2丁目18番17号

那覇市 社会福祉法人　彩生会 特別養護老人ホーム百穂苑 介護予防短期入所生活介護 那覇市安里51番地

浦添市 社会福祉法人　沖縄コロニー 指定通所介護事業所ゆいぽーと 介護予防認知症対応型通所介護 浦添市字前田997番地

浦添市 社会福祉法人　沖縄コロニー ありあけの里指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 浦添市字前田997番地

浦添市 社会福祉法人　沖縄コロニー ありあけの里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 浦添市字前田997番地

浦添市 社会福祉法人　沖縄コロニー 介護老人福祉施設　ありあけの里 介護老人福祉施設 浦添市字前田997番地

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

糸満市 社会福祉法人　偕生会 沖縄偕生園デイサービスセンター 通所介護 糸満市字小波蔵321番地

糸満市 社会福祉法人　偕生会 沖縄偕生園指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 糸満市字小波蔵321番地

糸満市 社会福祉法人　偕生会 沖縄偕生園指定介護予防短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 糸満市字小波蔵321番地

糸満市 社会福祉法人　偕生会 介護老人福祉施設　沖縄偕生園 介護老人福祉施設 糸満市字小波蔵321番地

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

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

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

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

糸満市 社会福祉法人　愛の園福祉会 介護老人福祉施設　いとまんシャトー 介護老人福祉施設 糸満市字大里927番地の２

糸満市 社会福祉法人　愛の園福祉会 小規模多機能型居宅介護　かじまやぁぬ花 介護予防小規模多機能型居宅介護糸満市字糸満1449番地３

糸満市 社会福祉法人　愛の園福祉会 小規模多機能型居宅介護　かじまやぁぬ花 小規模多機能型居宅介護 糸満市字糸満1449番地３

石垣市 社会福祉法人　綾羽福祉会 デイサービス花織 通所介護 石垣市前里204-382
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