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施設・事業所名 住所 法人名

1 早岐地域包括支援センター
佐世保市権常寺1丁目４番１０号
メイノスビル３階

社会福祉法人　朋友会

2 日宇地域包括支援センター 佐世保市日宇町２６０６ 社会医療法人財団　白十字会

3 山澄地域包括支援センター 佐世保市潮見町１１－２２ 医療法人　光省会

4 中部地域包括支援センター 佐世保市上京町４－４　永田ビル5階 社会福祉法人　幼老育成会

5 清水地域包括支援センター 佐世保市相生町１－３ 社会福祉法人　佐世保白寿会

6 大野地域包括支援センター 佐世保市瀬戸越4丁目１２９８－４ 社会福祉法人　アソカ仁寿会

7 相浦地域包括支援センター 佐世保市木宮町３－１９ 医療法人　愛健会

8 吉井地域包括支援センター 佐世保市吉井町立石２６２番地１ 社会福祉法人　あしたば会

9 宇久地域包括支援センター 佐世保市宇久町平２５７８
社会福祉法人
佐世保市社会福祉協議会

指定介護予防支援事業所一覧（更新）
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【佐世保市早岐地域包括支援センター】

社会福祉法人　朋友会

佐世保市指方町５０４０番地３

佐世保市早岐地域包括支援センター

介護予防支援

宮・広田、三川内、早岐、針尾・江上

佐世保市権常寺1丁目４番１０号

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 8

9

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

【佐世保市日宇地域包括支援センター】

社会医療法人財団　白十字会

佐世保市大和町１５番地

佐世保市日宇地域包括支援センター

介護予防支援

日宇

佐世保市日宇町２６０６

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 5

総職員数 6

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

営業日

営業時間

指定更新申請がなされた事業所の申請内容

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

日常生活圏域

事業所の住所

事業開始日

職員の状況（人）

総職員数

営業日

営業時間

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

日常生活圏域

事業所の住所

事業開始日

職員の状況（人）
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【佐世保市山澄地域包括支援センター】

医療法人　光省会

佐世保市藤原町３８－３

佐世保市山澄地域包括支援センター

介護予防支援

天神・福石・木風、潮見・白南風

佐世保市潮見町１１－２２

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 6

総職員数 7

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

【佐世保市中部地域包括支援センター】

社会福祉法人　幼老育成会

佐世保市花園町２０５番地２

佐世保市中部地域包括支援センター

介護予防支援

小佐世保、戸尾・光園・山手

佐世保市上京町４－４　永田ビル5階

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 6

総職員数 7

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

日常生活圏域

指定更新申請がなされた事業所の申請内容

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

事業所の住所

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

日常生活圏域

事業所の住所
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【佐世保市清水地域包括支援センター】

社会福祉法人　佐世保白寿会

佐世保市鹿子前町９０４－１

佐世保市清水地域包括支援センター

介護予防支援

金比良・赤崎・九十九、清水・大久保

佐世保市相生町１－３

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 5

総職員数 6

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

【佐世保市大野地域包括支援センター】

社会福祉法人　アソカ仁寿会

佐世保市松瀬町１１５０番地

佐世保市大野地域包括支援センター

介護予防支援

春日、大野、柚木

佐世保市瀬戸越4丁目１２９８－４

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 6

総職員数 7

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

日常生活圏域

指定更新申請がなされた事業所の申請内容

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

事業所の住所

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

日常生活圏域

事業所の住所
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【佐世保市相浦地域包括支援センター】

医療法人　愛健会

佐世保市上本山町１０５９番地

佐世保市相浦地域包括支援センター

介護予防支援

日野、中里・皆瀬、相浦・黒島・高島、浅子・小佐々

佐世保市木宮町３－１９

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 6

総職員数 7

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

【佐世保市吉井地域包括支援センター】

社会福祉法人　あしたば会

佐世保市吉井町直谷３７２番の２

佐世保市吉井地域包括支援センター

介護予防支援

吉井、世知原、江迎、鹿町

佐世保市吉井町立石２６２番地１

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 3

総職員数 4

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

日常生活圏域

指定更新申請がなされた事業所の申請内容

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

事業所の住所

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

日常生活圏域

事業所の住所

6



【佐世保市宇久地域包括支援センター】

社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会

佐世保市八幡町６番１号

佐世保市宇久地域包括支援センター

介護予防支援

宇久

佐世保市宇久町平２５７８

平成25年4月1日

管理者 1

担当職員 1

総職員数 2

月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日
から1月3日までは休館日とする。

９：００～１８：００

日常生活圏域

指定更新申請がなされた事業所の申請内容

法　人　名

法人所在地

事業所名

サービス種別

事業所の住所

事業開始日

職員の状況（人）

営業日

営業時間
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H31.3.1現在

施設・事業所名 住所 法人名等

1 あかがき内科循環器科　居宅介護支援事業所 佐世保市萩坂町１７５０－１ (医)種榮会

2 くりや内科医院　指定居宅介護支援事業所 佐世保市指方町２２１７－１ (医)創平会

3 ケアプランセンター　モニカ 佐世保市浦川内町３５９ ㈱モニカ

4 ことぶき　居宅介護支援事業所 佐世保市花高１丁目２８－３ （資）ことぶき福祉サービス

5 居宅介護支援事業所　博仁荘 佐世保市花高２丁目１－３５ (福)博仁会

6 居宅介護支援事業所　サカナバ 佐世保市針尾北町７４２－１１ ㈲肴場商事

7 居宅介護支援事業所　サポート福寿 佐世保市針尾北町７４２－１ ㈲サポート福寿

8 居宅介護支援事業所　サンホーム江上 佐世保市江上町４８４７－６ (福)江寿会

9 サンレモリハビリ病院　居宅介護支援事業所 佐世保市江上町４８４８－１ (医)佐世保同仁会

10 ケアハウス　光の子 佐世保市上原町７４９－１ (福)光の子福祉会

11 介護老人保健施設　ひまわり　居宅介護支援事業所 佐世保市指方町５０４０－３ (福)朋友会

12 居宅介護支援事業所　ひろた 佐世保市広田１丁目４－７ (医)平世会

13 居宅介護支援事業所　ケアプラン　ゆうゆう 佐世保市広田１丁目８－２７ ㈱ゆうゆう舎

14 三川内病院 佐世保市三川内本町２９０－１ (医)雄人会

15 居宅介護支援事業所　みのりの里 佐世保市長畑町４５０－１ (医)梶田医院

16 石坂脳神経外科 佐世保市卸本町３０－４２ (医)石坂脳神経外科

17 居宅介護支援事業所　希望の家 佐世保市黒髪町３３－２３ ㈲シャローム

18 居宅介護支援事業所　チューリップ 佐世保市黒髪町３７２９－２ (福)葉山会

19 白十字会　ケアプランセンター 佐世保市大和町３０ (医)白十字会

20 居宅介護支援事業所　えびす 佐世保市天神５丁目９－２５ ㈱福祉工房Ｋ’ｓ

21 ケアプランセンター　ケアタウンてんじん 佐世保市天神４丁目６－２０ ㈲メイプル

22 居宅介護支援事業所　音羽の浜 佐世保市東浜町１２３ (福)清真会

23 はらケアサービス　居宅介護支援事業所 佐世保市木風町１２８１－１ ㈲はらケアサービス

24 訪問看護ステーション　ふじわら 佐世保市藤原町３７－８ (医)光省会

25 居宅介護支援事業所　やまずみ荘 佐世保市山祇町３８８ (福)三省会

26 佐世保市医師会訪問看護ステーション　居宅介護支援事業所 佐世保市祇園町２５７ （一社）佐世保市医師会

27 介護老人保健施設　松寿園　居宅介護支援事業所 佐世保市小佐世保町２－１ (医)松栄会

28 ニチイケアセンター佐世保 佐世保市常盤町４－２３　TATSUMIビル６Ｆ ㈱ニチイ学館

29 海南荘 佐世保市俵ケ浦町２１０ (福)寛寿会

30 ケアプランセンターさせぼ 佐世保市俵町９－２　野口ビル２Ｆ (福)グリーンコープ

31 居宅介護事業所　サクラ 佐世保市八幡町１-２ (福)幼老育成会

32 佐世保市社協　居宅介護支援事業所 佐世保市八幡町６－１ (福)佐世保市社協

33 介護老人保健施設　すいざん荘 佐世保市赤崎町74-2 (医)翠山会

34 白寿荘　指定居宅介護支援事業所 佐世保市鹿子前町９０４－１ 　(福)佐世保白寿会

35 藤井医院　居宅介護支援事業所 佐世保市金比良町７－２０ (医)真友会

36 居宅介護支援事業所　みどり 佐世保市中通町１７－２２ ㈲清水

37 あそかのもり 佐世保市松瀬町１１５０ (福)アソカ仁寿会

38 久保内科病院 佐世保市田原町11－9 (医)是心会

39 ケアフレンド 佐世保市田原町１７－２７フォルムアイ１０1号 ㈲ケアフレンド

40 白十字会ケアプランセンター　矢峰 佐世保市矢峰町１５３－２F (医)白十字会

41 由起会　居宅介護支援事業所 佐世保市柚木町２５１５介護老人保健施設コスモス内 (福)由起会

42 佐世保市在宅介護支援センター　愛健 佐世保市上本山町１１８５－１ (医)愛健会

43 在宅介護支援センター　あいのうら 佐世保市相浦町６０６－１ (福)西友会

44 ケアプランセンター　あかり 佐世保市日野町７３１－２ ㈱セカンドライフ24

45 訪問看護ステーションかしまえ　居宅介護支援事業所 佐世保市日野町８５６－９ (医)誠愛会

指定介護予防支援業務委託事業所一覧
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H31.3.1現在

施設・事業所名 住所 法人名等

指定介護予防支援業務委託事業所一覧

46 指定居宅介護支援事業者　来夢（らいむ） 佐世保市日野町７３２ ㈲RAIMU

47 金﨑介護保険事業所　居宅介護支援事業所 佐世保市小佐々町平原７４－１４ ㈲金﨑介護保険事業所

48 佐世保市社協　こさざ居宅介護支援事業所 佐世保市小佐々町楠泊１５３０－３ (福)佐世保市社協

49 医療法人　まつお内科医院 佐世保市下本山町１３１６－４ (医)まつお内科医院

50 居宅介護支援事業所　LULU 佐世保市野中町６２－３４ ㈱Y＆M

51 おおさと整形外科・リハビリテーション科 佐世保市吉井町直谷１２６０ (医)ウェルネス

52 サンフラワー 佐世保市吉井町直谷３６８－６ (福)あしたば会

53 佐世保市社協　よしい居宅介護支援事業所 佐世保市吉井町橋川内５７０－４ (福)佐世保市社協

54 世知原町在宅介護支援センター　にこにこ 佐世保市世知原町栗迎１ 　(福)世知原福祉会

55 世知原クリニック　居宅介護支援事業所　ひまわり 佐世保市世知原町栗迎１５５－１ (医)世知原クリニック

56 佐世保市社協　江迎・鹿町居宅介護支援事業所 佐世保市江迎町赤坂２８２－２４ (福)佐世保市社協

57 佐世保市社協　うく居宅介護支援事業所 佐世保市宇久町平１９０４－１ (福)佐世保市社協

58 千住訪問看護ステーション指定居宅介護支援事業所 佐世保市宮地町５－５ (医)雄博会

59 さざ・煌めきの里指定居宅介護支援事業所 北松浦郡佐々町八口免８０５－２ (福)佐世保白寿会

60 ツインズケアプランセンター 大阪府茨木市沢良宜西1-7-6 (同)Twins　family

61 居宅介護支援事業所にじいろ 長崎市虹が丘町１番１号 (医)厚生会

62 指定居宅介護支援事業所あんじん 平戸市石川町４９１－６ (福)敬昌会

63 メディカルネットワーク　指定介護居宅介護支援事業所 長崎市諏訪町6番7号 （株）メディカルネットワーク

64 にしいさはやケアプラン・センター 諫早市貝津町３０１５ (医)祥仁会

65 ぽっかぽか・ハートケア伊万里居宅介護支援事業所 伊万里市立花町２４０５－１７ (同)ぽっかぽか

66 見守りネットワーク　きずな 佐世保市光町１０９番地 ㈱堀内組

67 長生園ケアマネジメントサービス 伊万里市立花町２７０３番地２ (福)長生会

68 采虹 江南市村久野町富士塚１８９番地 ㈲どんぐり

69 ケアプランサービス城山の郷 筑紫野市大字筑紫３４６－９ ㈱奏和会

70 ヤエスケアプラン福岡 筑紫郡那賀川町五郎丸１－１４９－２ ㈱ヤエス

71 大阪市ホームヘルプ協会ケアプランセンター 大阪市北区天神橋７－１２－６ (福)大阪市ホームヘルプ協会

72 在宅ケア　Re’sela 福岡市南区向野1-22-1 ㈱リセラ

73 ケアプランセンター　椿寿荘 諫早市栄田町５８２番９ （福）芙蓉会
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