
                                                         

              ⅩⅢ 参  考  資  料          

 

１ 福祉基金・子ども未来基金・交通遺児共済基金                                
   佐世保市では、市内外の篤志家からいただいた寄附金を積み立て、福祉の増進に活用しています。 

基金は、福祉事業全般に活用する福祉基金、子育て支援に活用する子ども未来基金、交通遺児の

福祉事業に活用する交通遺児救済基金の３種類です。 

◇寄附の受付：福祉基金は、保健福祉政策課（中央保健福祉センター５階） 

          子ども未来基金は、子ども政策課（中央保健福祉センター４階） 

交通遺児救済基金は、子ども支援課（中央保健福祉センター４階） 

  ※規模は令和３年４月１日現在の額 

 

         

 

    〔目的・使途〕 福祉事業に資するための基金で、篤志家からの寄附を積

み立て運用しています。 

              〔規   模〕 １５４，９０７，７０１円 

              〔活用の範囲〕 原資・利子 

 
                                     

〔目的・使途〕 地域における福祉活動の推進、ボランティア活動の活

発化等、「地域福祉計画」の実現を図るための基金で

す。 

                    〔規   模〕 ４９８，７７０，６２４円 

                 〔活用の範囲〕 原資・利子 
 

 

             〔目的・使途〕 障がい者等の保健福祉事業に資するための基金で、塩

井末幸氏の遺志により受けた寄附金1億円をもって設立

しました。 

                   〔規   模〕 ８８，３７１，９８５円 

                  〔活用の範囲〕  原資・利子 

 

 

             〔目的・使途〕 子どもと子育て支援施策に資するための基金で、篤志

家からの寄附を積立て運用しています。 

              〔規   模） ２９８，４３０，２１５円 

〔活用の範囲〕 原資・利子 

 

  

 

            

 
 

     〔目的・使途〕 交通遺児の福祉に資するための基金で、佐世保南ライ

オンズクラブからの寄付及び提唱を契機に設立しまし

た。一般の篤志家からの寄附もこの基金に積み立てて

います。 

              〔規   模〕 ４５，７３６，１９２円 

              〔活用の範囲〕 原資・利子 

 

 

              〔目的・使途〕 義務教育期間中の交通遺児の福祉増進に資するための

基金で、昭和59年12月、故 峯 徳雄氏の遺族から受

けた寄附金１千万円をもって設立しました。 
〔規   模〕 １０，６４６，４７９円 

             〔活用の範囲〕 利子 

 

 
  地域福祉基金 
 
 

 
  一般福祉基金 
 
 

 
  福祉基金 
 
 

 
  塩 井 基 金 
 
 

 
  峯  基 金 
 
 

 
  一 般 基 金             
 
 

 
  交通遺児救済基金 
 
 

 
  子ども未来基金 
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予 算 額 所　管　課

849,000円 保健福祉政策課

849,000円

2,413,000円

1,648,000円

324,000円

188,000円

926,000円

4,561,000円

1,334,000円

11,394,000円

2,098,000円

5,600,000円

1,916,000円

1,507,000円

11,121,000円

23,364,000円

予 算 額 所　管　課

2,326,000円 子ども政策課

1,153,000円 子ども政策課

11,154,000円 保育幼稚園課

208,000円 子ども保健課

243,000円 子ども保健課

100,000円 公園緑地課

15,184,000円

予 算 額 所　管　課

1,471,000円 子ども支援課

24,000円 保健福祉政策課

峯 基 金 24,000円 保健福祉政策課

1,519,000円

40,067,000円

基　　金　　名 事　　　業　　　名

子 ど も 未 来 基 金
小児（子ども）の救急・事故予防対策事業

総　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　計

基　　金　　名

交 通 遺 児
救 済 基 金

一 般 基 金

子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト推進事業

一 般 福 祉 基 金

地区福祉推進協議会活動支援事業

福祉教育推進事業

身体障がい者手帳交付業務費

塩 井 基 金

障がい者啓発事業

小　　　　　　　計

東京2020パラリンピック採火式事業

児童福祉週間事業

合　　　　　　　　　　　計

交通遺児支援事業

父子手帳

公園管理事業

保育所施設整備事業

事　　　業　　　名

年末福祉見舞金補助金（交通遺児）

年末福祉見舞金補助金（交通遺児）

令和３年度　　福祉基金・子ども未来基金・交通遺児救済基金活用一覧表

小　　　　　　　計

基　　金　　名 事　　　業　　　名

福祉見舞金支給事業

地域カフェ設置運営推進事業

コミュニティビジネス調査研究事業

保健福祉政策課

障がい福祉課

長寿社会課

健康づくり課

合　　　　　　　　　　　計

シルバーヘルプサービス事業

地 域 福 祉 基 金

成年後見制度促進事業

小　　　　　　　計

高齢者名簿作成経費

文化スポーツ活動支援事業
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（１）老人福祉施設
①養護老人ホーム

郵便番号 電話番号 設置主体 認可

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒859-3213 (0956)27-5151

権常寺町1400 (0956)38-6911

〒857-1165 (0956)31-6980

大和町898 (0956)31-6965

〒859-6408 (0956)76-2450

世知原町栗迎1 (0956)78-2105

〒859-6204 (0956)73-2500

鹿町町下歌ヶ浦109-7 (0956)73-2502

②介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
郵便番号 電話番号 設置主体 認可

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒858-0922 (0956)28-1181

鹿子前町904-1 (0956)28-1610

〒859-3453 (0956)58-2386

針尾西町267 (0956)58-3259

〒859-3212 (0956)39-1511

花高二丁目1-35 (0956)39-1006

〒857-0126 (0956)46-0505

上柚木町2515 (0956)41-6044

〒857-1235 (0956)28-3038

俵ヶ浦町210 (0956)28-6464

〒857-0822 (0956)34-8000

山祇町388 (0956)34-1011

〒859-3244 （0956）58-3707

江上町4847-6 (0956)58-3701

〒857-0102 (0956)49-6070

松瀬町1150 (0956)49-6071

〒858-0918 (0956)48-6001

相浦町606-1 (0956)48-6011

〒857-0021 (0956)29-3001

折橋町54-34 (0956)22-3100

〒857-1152 (0956)20-8800

黒髪町3729-2 (0956)20-0066

〒857-1172 (0956)33-0108

東浜町123 (0956)33-0109

〒858-0901 (0956)49-2020

岳野町107-1 (0956)49-9797

〒859-6131 (0956)65-2607

江迎町赤坂282-24 (0956)65-2867

〒857-0134 (0956)76-8841

瀬戸越1丁目1444-1 (0956)76-8638

〒857-0412 (0956)68-3350

小佐々町西川内175-1 (0956)68-3621

〒859-6305 (0956)64-4516

吉井町直谷368-6 (0956)64-4570

〒859-6408 (0956)76-2315

世知原町栗迎1 (0956)76-2395

〒857-4901 (0959)57-3888

宇久町平1904-3 (0959)57-3194

〒859-3213 （0956）59-5111

権常寺町1400 (0956)38-8811

③軽費老人ホーム（ケアハウス）
郵便番号 電話番号 設置主体 許可

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒857-0024 (0956)24-1861

花園町205 (0956)24-8236

〒859-3157 (0956)30-8633

桑木場町159 (0956)30-7033

〒859-3202 (0956)39-3230

上原町749-1 (0956)39-3266

〒857-1175 (0956)33-8115

天神町1205-5 (0956)33-8122

〒857-0112 (0956)41-8585

柚木町2409 (0956)41-8586

〒859-6204 (0956)73-2006

鹿町町下歌ヶ浦109-2 (0956)73-2022

〒859-3244 (0956)58-4016

江上町935-1 (0956)58-4031

〒857-0064 (0956)28-1616

赤崎町1042 (0956)28-0003
8

ケアハウス
あかりさき

（福）豊寿会 H20.9.1 50

6
ケアハウス
かしの木

（福）陽光長崎 H17.3.1 20

7
ケアハウス
とうめい

（福）東明会 H18.11.1 50

4 天神ベイヒルズ （福）葉港会 H14.3.12 50

5 フォレスト四季の里 （福）由起会 H12.5.9 50

2 ガーデンハイツはいき （福）健世会 H9.1.1 50

3 ケアハウス光の子 （福）光の子福祉会 H11.3.31 50

No 名　　　　　　称 定員

1 ケアハウス和楽園 （福）幼老育成会 H7.3.28 80

19 啓寿園 （福）福壽会 H17.3.22 40

20 ファミーユ （福）豊寿会 H27.7.1 50

17 サンフラワー （福）あしたば会 H7.5.17 50

18 パールホーム （福）世知原福祉会 S51.4.3 50

15 やまのたサンタパーク （福）葉港会 H27.3.17 60

16 黎明館 （福）恭敬会 S60.5.18 50

13 たけんの （福）慈誠会 H19.4.1 50

14 老福荘 佐世保市 H22.3.31 80

11 チューリップ （福）葉山会 H16.4.1 50

12 音羽の浜 （福）清真会 H17.3.9 50

9 あいのうら （福）西友会 H8.2.6 50

10 花ぞ野 （福）幼老育成会 H15.2.3 60

7 サンホーム江上 （福）江寿会 H8.2.28 50

8 あそかのもり （福）アソカ仁寿会 H7.12.18 50

（福）寛寿会 S59.3.30 50

6 やまずみ荘 （福）三省会 H5.4.1 50

S48.4.6 50

3 博仁荘 （福）博仁会 S53.7.1 50

4 ゆずの里 （福）由起会 S57.8.30 50

1 白寿荘 （福）佐世保白寿会 S43.1.10 188

2 佐世保福寿園 （福）長崎博愛会 S51.4.11 70

２　保健福祉部・子ども未来部関係施設　（令和3年3月31日時点）

No 名　　　　　　称 定員

1 ソレイユ （福）豊寿会 H12.12.1 75

4 しかまち （福）陽光長崎 H16.3.9 60

No 名　　　　　　称 定員

2 清風園 （福）清風園 S21.10.1 100

3 グリーンホーム （福）世知原福祉会

5 海南荘
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④介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）
郵便番号 電話番号 設置主体 開設

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒857-0038 (0956)37-2001

中通町17-22 (0956)23-5292

〒859-6305 (0956)64-3888

吉井町直谷1242-2 (0956)64-3550

〒857-0035 (0956)37-3134

福田町598-1 (0956)25-0530

〒857-1174 (0956)34-0270

天神四丁目6-20 (0956)34-0286

〒858-0923 (0956)28-5399

日野町856-10 (0956)28-5344

〒857-1164 (0956)33-0071

白岳町606-4 (0956)33-0073

〒859-3234 （0956）20-4622

長畑町455-1 (0956)20-4623

〒858-0923 （0956）42-2800

日野町731-2 (0956)42-2811

〒859-3451 (0956)58-2530

針尾東町1072-1 (0956)58-2570

〒857-0112 (0956)46-2525

柚木町2164 (0956)46-2225

〒857-0864 (0956)23-3332

戸尾町4-5 (0956)23-8666

〒859-3205 (0956)39-2122

田の浦町5-41 (0956)39-2130

〒857-0064 (0956)76-8888

赤崎町80-1 (0956)76-7770

〒857-1172 (0956)33-0110

東浜町139 (0956)33-0111

〒857-0822 (0956)34-8000

山祗町382 (0956)34-1011

〒857-1165 (0956)34-8881

大和町30 (0956)34-8882

〒857-0054 （0956）59-8222

栄町5-9 （0956）59-8280

⑤老人福祉センター
郵便番号 電話番号 設置主体 開設

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒857-0024 (0956)22-9257

花園町10-35 (0956)22-9257

〒858-0904 (0956)48-2877

中里町9-2 (0956)48-2877

〒859-6326 (0956)64-2237

吉井町立石479 (0956)64-2917

⑥老人憩いの家
郵便番号 電話番号 設置主体 開設

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒859-3223 (0956)38-2632 佐世保市

広田三丁目5-3 (0956)38-2632 ㈱サンエル

〒858-0931

高島町647-3

⑦通所介護
郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号

〒857-0822 (0956)34-8000

山祇町388 (0956)34-1011

〒857-0102 (0956)49-6336

松瀬町1150 (0956)49-6071

〒858-0918 (0956)48-6001

相浦町606-1 (0956)48-6011

〒859-3202 (0956)39-3230

上原町749-1 (0956)39-3266

〒857-0024 (0956)24-1861

花園町205-33 (0956)24-8236

〒859-3157 (0956)30-8633

桑木場町159 (0956)30-7033

〒858-0922 (0956)28-1181

鹿子前町904-1 (0956)28-1610

〒859-3244 (0956)58-3707

江上町4847-6 (0956)58-3701

〒857-1164 (0956)33-0013

白岳町604 (0956)33-6200

〒858-0923 (0956)28-3865

日野町856-10 (0956)28-5344

9 ナイスケア　デイサービスセンター白岳 （有）ナイスケア H15.3.1

10 デイサービスセンター日野 （株）九州メディカ H15.4.1

7 白寿荘通所介護事業所 （福）佐世保白寿会 H12.2.1

8 通所介護事業所　サンホーム江上 （福）江寿会 H12.3.31

5 デイサービスセンター　和楽園 （福）幼老育成会 H12.1.4

6 デイサービスセンター　ガーデンハイツはいき （福）健世会 H12.1.4

3 デイサービスセンターあいのうら （福）西友会 H11.11.1

4
ケアハウス
光の子

（福）光の子福祉会 H11.12.1

1 通所介護事業所　やまずみ荘 （福）三省会 H12.1.4

2 あそかのもり （福）アソカ仁寿会 H11.10.1

No 名　　　　　　称 運営主体 開設

1 いでゆ荘 S47.　2.　1

2
高島地区
老人憩いの家

(0956)48-3150 佐世保市 H12.4.1

No 名　　　　　　称

1 やすらぎ荘 (福)佐世保市社会福祉協議会 S45.5.1

2 あたご荘 (福)佐世保市社会福祉協議会 S60.4.20

17 介護付有料老人ホーム　ケアインファースト栄 （福）佐々川福祉会 H29.1.1 50

No 名　　　　　　称

3 よしい荘 (福)佐世保市社会福祉協議会 S54.2.1

15 介護付有料老人ホーム　やまずみ荘「のどか」 （福）三省会 H24.3.31 40

16 介護付有料老人ホーム　ドリームステイのぞみ （医）白十字会 H26.7.1 50

13 介護付有料老人ホーム　あすなろ （医）翠山会 H23.9.1 50

14
介護付有料老人ホーム　シーサイドヴィラ音羽
の浜

（福）清真会 H23.10.1 50

11 介護付有料老人ホーム　ドリームステイひかり （医）白十字会 H22.8.1 50

12 介護付有料老人ホーム　大塔 （医）梶田医院 H23.2.1 30

9 介護付有料老人ホーム　かもん （有）グリーンケア・はりお H19.11.1 30

10 介護付有料老人ホーム　しながわ （医）道仁会 H22.4.1 25

7
介護付有料老人ホーム
みのりの里

（有）コア・コーポ H19.5.1 15

8 介護付有料老人ホーム　あかり （株）セカンドライフ24 H19.6.1 30

5 介護付有料老人ホーム　ナーシングホーム日野 （株）九州メディカ H19.2.1 30

6
介護付有料老人ホーム
白岳ホーム

（有）ナイスケア H19.4.1 50

3 はなの杜 （福）長崎友愛会 H19.2.1 50

4
介護付有料老人ホーム
ケアタウンてんじん

（医）真医会 H30.7.1 30

1 介護付有料老人ホームみどり （有）清水 H17.7.1 18

2
介護付有料老人ホーム
　さくらプレイス

（有）ウェルライブ H18.3.1 50

No 名　　　　　　称 定員
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郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号

〒857-0068 (0956)37-0555

御船町411-3 (0956)37-0556

〒857-1152 (0956)20-8800

黒髪町3729-2 (0956)20-0066

〒857-0406 (0956)68-3450

小佐々町平原74-14 (0956)68-3450

〒857-1172 (0956)33-0108

東浜町123 (0956)33-0109

〒859-6311 (0956)64-3117

吉井町橋川内570-4 (0956)64-3215

〒859-6408 (0956)76-2279

世知原町栗迎83-5 (0956)76-2285

〒859-3242 (0956)27-1021

指方町2216-1 (0956)27-1022

〒857-1152 (0956)20-8239

黒髪町33-23 (0956)20-8223

〒857-0133 (0956)42-8760

矢峰町153 (0956)42-8761

〒859-3243 (0956)37-8131

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町4-52ﾌﾞﾙｰﾒﾝﾀﾞｰﾙﾏ
ﾝｼｮﾝB棟106号

(0956)37-8132

〒858-0902 (0956)76-8780

踊石町198-1 (0956)76-8790

〒859-6131 (0956)65-3400

江迎町赤坂282-24 (0956)65-2243

〒857-1165 (0956)27-8113

大和町850-4 (0956)27-8114

〒859-3234 (0956)20-4622

長畑町450-1 (0956)20-4623

〒858-0925 (0956)76-9415

椎木町436-1 (0956)76-9414

〒857-1166 (0956)34-3003

木風町1281-1 (0956)34-3002

〒857-0055 (0956)23-2880

湊町5-5 (0956)23-2872

〒859-3212 (0956)39-1230

花高二丁目1-35 (0956)39-1007

〒857-1162 (0956)34-2948

卸本町286-2 (0956)76-9840

〒859-6305 (0956)64-4517

吉井町直谷368-6 (0956)64-4570

〒857-0413 (0956)41-5050

小佐々町楠泊1530-3 (0956)41-5055

〒857-4901 (0959)57-3688

宇久町平1904-1 (0959)57-3117

〒857-1161 （0956）59-6706

大塔町8-30 （0956）59-6705

〒858-0926 （0956）59-5552

大潟町50-1 （0956）59-5502

〒859-3236 （0956）26-9855

南風崎町559 （0956）26-9865

〒857-1161 （0956）76-7790

大塔町2155 （0956）76-7708

〒857-0001 （0956）76-8560

烏帽子町15 （0956）76-8562

⑧生活支援ハウス
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0011 (0956)22-1234

春日町710-1 (0956)25-2516

〒857-0102 (0956)42-9023

松瀬町1150 (0956)42-8828

〒857-4901 (0959)57-3116 佐世保市

宇久町平1911-1 (0959)57-3117 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒　859-6131 (0956)73-1300 佐世保市

江迎町赤坂282-24 (0956)73-1301 （福）佐世保市社会福祉協議会

⑨認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
郵便番号 電話番号 指定

所在地 ＦＡＸ番号 年月日

〒859-3202 (0956)39-3230

上原町749-1 (0956)39-3266

〒857-0064 (0956)26-0775

赤崎町74-2 (0956)25-0040

〒857-0126 (0956)46-2010

上柚木町2515 (0956)46-1664

2
老人保健施設すいざん荘　グループホームぬく
もり

（医）翠山会 H12.4.1 9

3 おもやい （福）由紀会 H12.4.1 9

No 名　　　　　　称 申請者名称 定員

1 ケアハウス光の子 （福）光の子福祉会 H12.4.1 9

3 宇久高齢者生活福祉センター　慈恵苑 H10.4.1 20

4 江迎高齢者生活福祉センター　槙の木庵 H17.11.5 10

1 春日スプリングガーデン （福）葉港会 H14.1.1 20

2 あそかのもり （福）アソカ仁寿会 H15.4.1 20

37 ゆい乃荘 （有）ゆい R1.7.1

No 名　　　　　　称 開設年月日 定員

35 鐘のなる丘　通所介護サービスセンター （福）風車会 R1.11.1

36 チームしおさい （福）宮共生会 R1.8.1

34 ハート・らんど （社）長崎県障碍者福祉事業団 H30.8.1

33 リハビリ型デイサービス　ラシク 一般遮断法事ChumWorks H29.5.1

31 佐世保市社協　こさざ通所介護事業所 （福）佐世保市社会福祉協議会 H18.3.1

32 佐世保市社協　うく通所介護事業所 （福）佐世保市社会福祉協議会 H18.3.1

29 デイサービス　ふくしあ （株）フクシア H25.6.1

30 サンフラワーデイサービスセンター （福）あしたば会 H11.10.1

28 デイサービスセンター　はなたか （福）博仁会 H25.5.1

26 デイサービス　きかぜ （有）はらケアサービス H24.4.1

27 デイサービスセンター　ナイスケアみなとまち （有）ナイスケア H24.5.1

24 デイサービス　みのりの里 （医）梶田医院 H14.4.1

25 早稲田イーライフ相浦 （有）アニマート H22.10.1

23 ドリームケア大和 （医）白十字会 H22.5.1

21 わかばテラス　デイサービス風祭り （医）わかば会 H21.8.1

22 佐世保市社協　えむかえ通所介護事業所 （福）佐世保市社会福祉協議会 H22.4.1

19 ドリームケア矢峰 （医）白十字会 H18.3.1

20 ドリームケアハウステンボス町 （医）白十字会 H19.10.1

17 デイサービス　さしかた （医）社団創平会 H17.10.1

18 デイサービスセンター　希望の家 （有）シャローム佐世保 H17.11.1

15 佐世保市社協　よしい通所介護事業所 （福）佐世保市社会福祉協議会 H17.4.1

16 佐世保市社協　せちばる通所介護事業所 （福）佐世保市社会福祉協議会 H17.4.1

13 デイサービス　さきわい （有）金﨑介護保険事業所 H16.8.1

14
デイサービス
音羽の浜

（福）清真会 H17.4.1

11 デイサービスことひら （医）社団真友会藤井医院 H15.11.1

12 通所介護事業所　チューリップ （福）葉山会 H16.4.1

No 名　　　　　　称 運営主体 開設
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郵便番号 電話番号 指定

所在地 ＦＡＸ番号 年月日

〒857-0064 (0956)42-5566

赤崎町81-3 (0956)25-3334

〒857-0011 (0956)25-5088

春日町716-8 (0956)25-2516

〒859-3234 (0956)20-4625

長畑町450-1 (0956)20-4623

〒857-0144 (0956)49-2060

皆瀬町270-12 (0956)49-2060

〒859-3234 (0956)20-4625

長畑町450-1 (0956)20-4623

〒857-0832 (0956)34-8251

藤原町5-1 (0956)34-8253

〒857-0134 (0956)37-8835

瀬戸越二丁目1788 (0956)37-8831

〒857-1164 (0956)33-0020

白岳町604 (0956)33-6667

〒857-0017 (0956)26-0771

梅田町110-12 (0956)22-6688

〒857-1151 (0956)32-5657

日宇町649-9 (0956)32-5657

〒857-1165 (0956)34-2666

大和町1114-2 (0956)34-2666

〒857-0831 (0956)20-1535

須田尾町18-1 (0956)20-1536

〒857-1152 (0956)32-5888

黒髪町6515-27 (0956)32-5888

〒857-0028 (0956)24-3710

八幡町1-2 (0956)23-8290

〒858-0923 (0956)28-4649

日野町732 (0956)28-2700

〒859-3236 (0956)59-2455

南風崎町119-4 (0956)59-2455

〒857-0068 (0956)37-0555

御船町411-3 (0956)37-0556

〒857-0102 (0956)42-9116

松瀬町1171-1 (0956)42-9104

〒859-3451 (0956)58-4801

針尾東町2162-1 (0956)58-4806

〒857-0016 (0956)22-6548

俵町22-1 (0956)24-7270

〒857-0805 (0956)25-4825

光月町4-11 (0956)25-1045

〒857-0822 (0956)34-8000

山祇町383-1 (0956)34-1011

〒858-0907 (0956)47-7300

棚方町424-272 (0956)47-7300

〒859-3223 (0956)27-5202

広田三丁目9-1 (0956)27-5203

〒857-0841 (0956)27-8666

大宮町43-16 (0956)27-8667

〒859-3244 (0956)58-4114

江上町4847-10 (0956)27-1008

〒857-1152 (0956)34-8833

黒髪町4522 (0956)34-8833

〒857-0133 (0956)40-5345

矢峰町82-1 (0956)40-5378

〒857-0033 (0956)37-1511

城山町3-21 (0956)37-1533

〒857-0131 (0956)40-5737

大野町166-13 (0956)40-5145

〒858-0903 (0956)40-8522

上本山町1092-1 (0956)40-8491

〒859-3223 (0956)27-5711

広田一丁目4-7 (0956)38-6976

〒859-3151 (0956)26-3720

三川内本町308-6 (0956)26-3721

〒857-1164 (0956)32-8977

白岳町1398-8 (0956)32-8977

〒858-0926 (0956)29-1221

大潟町152-1 (0956)48-8880

〒857-1172 (0956)32-9900

東浜町846-3 (0956)32-9917

〒858-0918 (0956)26-2288

相浦町138-2 (0956)26-2282

〒857-0021 (0956)29-3111

折橋町58-1 (0956)29-3112

〒859-6406 (0956)76-2800

世知原町木浦原772 (0956)78-2112
42 グループホーム茶々の里 （株）山本造園土木 H17.7.1 9

41 グループホーム　花ぞ野 （福）幼老育成会 H17.5.1 18

40 グループホーム　あたご （有）エクセル H17.5.1 18

37 カナリアの家ファミリア （有）グループホームカナリアの家 H17.2.1 9

38 ゆうあいホームはな畑 （福）長崎友愛会 H17.3.1 18

36 グループホーム　菜の花の家 （有）やなぎはら H17.1.1 18

33
ゆうあいホーム
ひだまりの家

（福）長崎友愛会 H16.11.1 18

34 グループホーム　あいけん （医）愛健会 H16.12.1 18

39 グループホーム　ゆうしゅん （有）ケア・アンド・サポート H17.3.1 18

32
ハナレイ倶楽部
グループホーム

（医）愛和会 H16.10.1 18

29 グループホームサンホーム江上 （福）江寿会 H16.7.1 18

30
グループホーム
胡桃（くるみ）

（有）いこい H16.8.1 9

35 グループホーム　ひろた （医）社団平世会 H17.1.1 18

28 グループホーム　すずらん （有）やさか H16.7.1 18

25 グループホームやまずみ荘 （福）三省会 H16.6.1 9

26 グループホーム　彩葉（いろは） （有）いこい H16.6.1 18

31 グループホーム　やみね （有）グループホームかいぜ H16.9.1 18

24 グループホームスマイル （有）スマイルケア H16.6.1 18

22 グループホーム　パール針尾 （有）ユニ H16.3.1 18

23 グループホームわかば （医）わかば会 H16.4.1 24

27 グループホーム　希望の家　広田 （有）シャローム H16.6.1 9

20 グループホーム　ことひら （医）社団真友会藤井医院 H15.11.1 18

21 あそかのもり （福）アソカ仁寿会 H15.12.1 27

18 グループホーム　来夢 （有）ＲＡＩＭＵ H15.10.1 9

19
グループホーム
　みのりの里　コスモス

（医）梶田医院 H15.10.1 9

16 グループホーム　あっとホーム黒髪
特定非営利活動法人おりおせ福祉
の森

H15.5.1 9

17 グループホーム　サクラ （福）幼老育成会 H15.8.1 27

14 グループホーム大和
特定非営利活動法人つくも福祉グ
ループ

H15.5.1 9

15 グループホーム　すだお （有）グループホームすだお H15.5.1 9

12 グループホーム団欒 （有）ハートフル長崎 H15.3.1 18

13 グループホーム　カナリアの家 （有）グループホームカナリアの家 H15.4.1 9

10 ゆうあいホームさわやか （福）長崎友愛会 H31.2.1 9

11 ナイスケア　グループホーム白岳 （有）ナイスケア H15.3.1 27

8 みのりの里　たんぽぽ （医）梶田医院 H14.11.1 9

9 サポートピア　花水木 （株）サポート H15.1.1 18

6 グループホームみのりの里 （医）梶田医院 H14.4.1 18

7 グループホームかいぜ （有）グループホームかいぜ H24.10.1 9

4 グループホームなかよし （医）翠山会 H13.4.1 18

5 グループホーム　春日スプリングガーデン （福）葉港会 H14.4.1 9

No 名　　　　　　称 申請者名称 定員
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郵便番号 電話番号 指定

所在地 ＦＡＸ番号 年月日

〒857-0038 (0956)37-2002

中通町17-22 (0956)33-2282

〒859-6311 (0956)64-4001

吉井町橋川内570-4 (0956)64-2237

〒859-6413 (0956)73-3077

世知原町笥瀬778-3 (0956)73-3078

〒859-3451 (0956)58-5521

針尾東町977-5 (0956)58-3975

〒859-3242 (0956)27-1020

指方町2216-1 (0956)58-5813

〒857-0064 (0956)28-0022

赤崎町1018-2 (0956)28-0078

〒859-6305 (0956)64-4712

吉井町直谷1278-1 (0956)64-4712

〒859-6133 (0956)66-9388

江迎町猪調1062-3 (0956)66-9388

〒859-6305 (0956)41-2339

吉井町直谷368-6 (0956)41-2339

〒859-6204 (0956)77-4056

鹿町町下歌ヶ浦986-38 (0956)77-4056

〒859-6126 (0956)66-3881

江迎町北平6-1 (0956)66-3881

〒857-0414 (0956)69-3012

小佐々町矢岳1062-3 (0956)69-2654

〒859-6113 (0956)66-2660

江迎町栗越801-2 (0956)66-2677

〒857-0142 (0956)42-8183

野中町500-2 (0956)42-8184

〒857-0037 (0956)24-5161

石坂町177-29 (0956)24-4422

〒857-0821 (0956)59-7888

白木町22 (0956)22-3100

〒859-3232 (0956)59-2242

萩坂町1750-1 (0956)59-3005

〒859-6204 (0956)73-2555

鹿町町下歌ヶ浦802-8 (0956)73-2556

〒859-6145 (0956)73-1010

鹿町町土肥ノ浦21-7 (0956)73-1013

〒857-1174 （0956）37-9908

天神一丁目2-13 （0956）37-9911

〒859-3213 （0956）76-7096

権常寺町1087-3 （0956）76-7097

⑩介護老人保健施設
郵便番号 電話番号 設置主体 指定年月日

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 （開設許可）

〒857-1151 (0956)32-3800 H12.4.1

日宇町2835 (0956)32-6838 (S63.12.28)

〒857-0126 (0956)46-0988 H12.4.1

上柚木町2515 (0956)46-1664 (H7.8.1)

〒857-0813 (0956)26-0678 H12.4.1

小佐世保町2-1 (0956)22-6661 (H8.1.5)

〒857-0064 (0956)26-0555 H12.4.1

赤崎町74-2 (0956)25-0043 (H8.10.1)

〒857-1165 (0956)33-7771 H12.4.1

大和町30 (0956)33-7772 (H8.10.14)

〒857-0028 (0956)23-1802 H12.4.1

八幡町1-2 (0956)23-8290 (H10.2.27)

〒859-3242 (0956)20-2100 H12.4.1

指方町5040-3 (0956)20-2101 (H11.10.1)

〒859-3236 (0956)59-2818 H21.3.1

南風崎町133-2 (0956)59-2832 （H21.3.1）

〒857-1165 (0956)33-7771

大和町30 (0956)33-7772

〒859-6204 (0956)73-2004 H17.3.1

鹿町町下歌ヶ浦109-1 (0956)73-2022 (H17.2.28)

〒857-0033 （0956）24-3508

城山町3-21 （0956）24-3509

⑪介護療養型医療施設
郵便番号 電話番号 指定 指定

所在地 ＦＡＸ番号 年月日 病床数

〒857-0062 (0956)22-4577

金比良町7-20 (0956)22-4222

〒859-3223 (0956)38-1026

広田一丁目5-25 (0956)38-1089

1 藤井医院 （医）社団真友会藤井医院 H12.3.7 14

2 村上医院 （医）社団平世会 H12.3.7 8

11 マハロ倶楽部 （医）愛和会 H28.12.1 29

No 名　　　　　　称 申請者の名称

9 サン（ユニット型） （医）白十字会 H26.4.1 20

10 つつじの郷 （医）青洲会 55

7 ひまわり （福）朋友会 80

8 みのりの里 （医）梶田医院 18

62 グループホームサンホーム天神 （福）江寿会 R2.11.1 18

5 サ　ン（従来型） （医）白十字会 80

6 サクラ （福）幼老育成会 90

3 松寿園 （医）松栄会 80

4 すいざん荘 （医）翠山会 85

2 コスモス （福）由起会 100

60 グループホーム　九十九の里 （有）ＵＴＡＳＩ H16.2.1 9

57 ゆうあいホームたんぽぽ （福）長崎友愛会 H14.10.1 9

58 グループホーム　サクラ白木 （福）幼老育成会 H25.10.1 18

1 長寿苑 （医）白十字会 170

63 グループホームサンホーム権常寺 （福）江寿会 H29.4.1 18

No 名　　　　　　称 定員

61 （同）光　グループホーム輝 （同）光 H21.9.1 9

56 グループホーム　メロディ （株）オールブルー H18.5.1 9

53 グループホーム泰葉 （有）泰葉 H16.11.1 18

54 グループホーム　徳ちゃん （株）ウエル H16.12.1 18

59 グループホーム　ほほえみ （有）ＲＡＩＭＵ H26.12.1 18

52 グループホームうたし （有）ＵＴＡＳＩ H16.11.1 9

49 グループホームゆたんぽ・喜笑 (株)ブドリ H31.4.1 18

50 グループホーム　まさき （医）十全会 H15.12.1 18

55 グループホーム　えびらお （有）安富鉄工 H17.3.1 18

48 グループホーム咲花多 （有）エンドレス H17.12.1 9

45 グループホームあじさい （有）あじさい H17.8.1 18

46 グループホーム　かえで荘 （有）グリーンケア・はりお H17.8.1 18

51 グループホーム　　サンフラワー別館 （福）あしたば会 H16.8.1 9

44 グループホーム　よしいの郷 （福）佐世保市社会福祉協議会 H17.7.1 18

47 グループホームさしかた （医）社団創平会 H17.10.1 18

No 名　　　　　　称 申請者名称 定員

43 グループホームみどり （医）社団真友会藤井医院 H17.7.1 18
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〒857-1151 (0956)31-4606

日宇町2107 (0956)31-5323

〒859-3242 (0956)58-7888

指方町2217-1 (0956)58-7887

〒857-0064 (0956)26-8181

赤崎町298 (0956)28-2524

⑫介護医療院
郵便番号 電話番号 指定 指定

所在地 ＦＡＸ番号 年月日 病床数

〒857-0026 (0956)24-1010

宮地町5-5 (0956)24-8590

〒858-0922 (0956)28-1111

鹿子前町104 (0956)28-1114

〒859-3236 （0956）59-2818

南風崎町133-2 （0956）59-2832

〒858-0908 （0956）47-2613

光町1-18 （0956）47-7528

⑬地域包括支援センター
郵便番号 電話番号 開設

所在地 ＦＡＸ番号 年月日

〒859-3214 (0956)26-5800

権常寺一丁目4-10ﾒｲﾉｽﾋﾞﾙ3階 (0956)26-5801

〒857-1151 (0956)33-1700

日宇町2606 (0956)33-1711

〒857-0834 (0956)59-7671

潮見町11-22 (0956)59-7672

〒857-0872 (0956)59-7111

上京町4-4　永田ビル4階 (0956)59-7110

〒857-0044 (0956)59-7770

相生町1-3 (0956)59-7771

〒857-0134 (0956)59-7758

瀬戸越四丁目1298-4 (0956)59-7768

〒858-0916 (0956)59-7003

木宮町3-19 (0956)59-7933

〒859-6134 (0956)66-8838

江迎町田ノ元15-5 (0956)64-4570

〒857-4901 (0959)57-3450

宇久町平2578 (0959)43-4001

⑭認知症対応型通所介護
郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号

〒857-1152 (0956)33-7621

黒髪町3804-3 (0956)33-7621

〒857-0864 (0956)23-3370

戸尾町4-5 (0956)23-8666

〒858-0922 (0956)28-5572

鹿子前町920-1 (0956)28-5582

〒858-0926 (0956)47-4003

大潟町149-7 (0956)42-3200

〒859-3212 (0956)39-2112

花高四丁目2-5 (0956)39-2112

〒858-0901 (0956)49-7722

岳野町107-1 (0956)49-9797

〒859-3241 (0956)27-0688

有福町4188-24 (0956)27-0688

〒857-0018 (0956)37-0883

横尾町1961 (0956)37-0884

〒857-1165 (0956)34-2666

大和町1114-2 (0956)34-2666

〒857-1152 (0956)32-5888

黒髪町6515-27 (0956)32-5888

〒859-3454 (0956)27-0980

針尾北町742-1 (0956)58-3789

〒857-0831 (0956)27-8161

須田尾町304-2 (0956)27-8162

〒857-0028 (0956)24-3710

八幡町1-2 (0956)24-3665

〒857-0822 (0956)34-8000

山祇町390 (0956)34-1011

〒857-0066 (0956)-59-5101

小島町441－1 (0956)23-5413

〒857-0011 (0956)25-5088

春日町716－8 (0956)33-8122

〒858-0923 (0956)28-4649

日野町732 (0956)28-2700

〒858-0926 (0956)42-3630

大潟町143-12 (0956)42-3631

17 グループホーム共用型デイサービス　来夢 （有）RAIMU H24.1.1

18 デイサービスおれんじ心 （有）オレンジケア H24.2.1

15 デイサービス　スモール愛らんど （有）みづち興産 H23.10.1

16 春日スプリングガーデン （福）葉港会 H24.1.1

13 グループホーム通所介護　サクラ （福）幼老育成会 H23.4.1

14 認知症対応型デイサービス　やまずみ荘 （福）三省会 H23.4.1

11 ケアサポート福寿 （有）サポート福寿 H21.12.1

12 ドリームケア須田尾 （医）白十字会 H22.7.1

9 大和通所介護
特定非営利活動法人つくも福祉グ
ループ

H20.10.1

10 あっとホーム黒髪
特定非営利活動法人おりおせ福祉
の森

H21.10.1

7 ドリームケア有福 （医）白十字会 H20.5.1

8 ドリームケア横尾 （福）佐世保白寿会 H20.7.1

5 ドリームケア花高 （医）白十字会 H18.6.1

6 認知症対応型デイサービスセンター　たけんの （福）慈誠会 H19.4.1

3 ドリームケア鹿子前 （福）佐世保白寿会 H18.1.1

4 ドリームケア大潟 （福）佐世保白寿会 H18.3.1

1 ドリームケア黒髪 （医）白十字会 H17.12.1

2 ドリームケア戸尾 （医）白十字会 H18.1.1

9 宇久地域包括支援センター （福）佐世保市社会福祉協議会 佐世保市 H25.4.1

No 名　　　　　　称 運営主体 開設

7 相浦地域包括支援センター （医）愛健会 佐世保市 H25.4.1

8 吉井地域包括支援センター （福）あしたば会 佐世保市 H25.4.1

5 清水地域包括支援センター （福）佐世保白寿会 佐世保市 H25.4.1

6 大野地域包括支援センター （福）アソカ仁寿会 佐世保市 H25.4.1

3 山澄地域包括支援センター （医）光省会 佐世保市 H25.4.1

4 中部地域包括支援センター （福）幼老育成会 佐世保市 H25.4.1

H25.4.1

2 日宇地域包括支援センター （医）白十字会 佐世保市 H25.4.1

No 名　　　　　　称 運営主体 保険者

1 早岐地域包括支援センター （福）朋友会 佐世保市

4 最勝寺内科医院介護医療院 最勝寺内科医院 R2.3.1 9

3 みのりの里 （医）梶田医院 R2.6.1 18

H30.4.1 75

2 佐世保記念病院介護医療院 （医）誠愛会 H30.5.1 56

No 名　　　　　　称 申請者の名称

1 千住介護医療院 特定（医）雄博会

5 いちょうクリニック （医）翠山会 H12.3.7 7

3 日宇記念医院 日宇記念医院 H12.3.7 10

4 くりや内科医院 （医）社団創平会 H12.3.7 5
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〒858-0912 (0956)80-4180

母ヶ浦町77 (0956)80-4179

〒859-6311 (0956)64-2230

吉井町橋川内26－5 (0956)64-2203

〒859-6202 (0956)77-5566

鹿町町上歌ヶ浦441 (0956)77-5656

〒857-0021 (0956)29-3001

折橋町54-34 (0956)22-3100

〒858-0902 (0956)76-8780

踊石町198-1 (0956)76-8790

〒857-0822 (0956)59-7000

山祇町392 (0956)59-7001

〒857-1172 (0956)32-0123

東浜町123 (0956)34-0456

〒859-6133 (0956)66-9388

江迎町猪調1062-3 (0956)66-9388

〒857-0114 (0956)46-2035

小舟町85-1 -

〒859-3223 (0956)39-4333

広田一丁目8-26 （0956）56-3038

⑮小規模多機能型居宅介護
郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号

〒857-1174 (0956)56-7570

天神4-6-20 (0956)34-0286

〒857-0021 (0956)29-3121

折橋町58-1 (0956)22-3100

〒857-1175 (0956)33-8115

天神町1205-5 (0956)33-8122

〒857-0102 (0956)49-6070

松瀬町1150 (0956)49-6071

〒858-0923 (0956)42-2800

日野町731-2 (0956)42-2811

〒857-0047 (0956)37-1353

矢岳町571-1 (0956)23-8353

〒857-0874 (0956)22-5020

京坪町8-4 (0956)22-5020

〒858-0917 (0956)42-6001

愛宕町179-1 (0956)42-6001

〒857-1172 (0956)33-1234

東浜町142-1 (0956)33-1235

〒857-1162 (0956)32-2554

卸本町36-4 (0956)20-0066

〒857-0066 (0956)37-0210

小島町441-2 (0956)37-0211

〒859-3202 (0956)39-3230

上原町749-1 (0956)39-3266

〒857-0401 (0956)68-3550

小佐々町黒石579 (0956)68-3595

〒857-0016 (0956)23-5057

俵町9-8 (0956)56-7080

〒857-0011 (0956)22-1234

春日町714-1 (0956)33-8122

〒858-0926 (0956)29-1221

大潟町152-1 (0956)48-8880

〒859-3241 (0956)27-3232

有福町536-44 (0956)27-3233

〒858-0908 (0956)47-7755

光町14-12 (0956)47-7400

〒857-1231 (0956)28-4111

船越町1624-1 (0956)28-2030

〒859-3215 (0956)27-5222

早岐一丁目14-42 (0956)27-5220

〒859-3216 (0956)38-5525

勝海町140-1 (0956)38-5526

〒857-0037 (0956)25-6777

石坂町177-31 (0956)22-3266

〒859-3216 (0956)38-5525

勝海町140-1 (0956)38-5526

〒857-0822 (0956)34-8000

山祗町390 (0956)34-1011

〒857-0023 (0956)37-8347

名切町313-1 (0956)32-8839

〒857-0103 (0956)42-8080

原分町1798-8 (0956)49-3131

〒857-0011 (0956)22-1234

春日町716-7 (0956)33-8122

〒859-3152 (0956)30-6660

新行江町850-1 (0956)39-3266
28 三川内小規模多機能ホーム　シャロンの家 （福）光の子福祉会 H23.9.1

26 ピース （株）オールブルー H23.7.1

27 春日スプリングガーデン・ラビット （福）葉港会 H23.9.1

24 やまずみ荘 （福）三省会 H23.4.1

25 ひなたぼっこ （有）トータル・リハ H23.4.1

22 いしざか （福）長崎友愛会 H22.11.1

23 エルダーガーデン早岐　弐番館 （株）フルサポート H23.1.1

20 サクラ早岐 （福）幼老育成会 H22.2.1

21 エルダーガーデン早岐　壱番館 （株）フルサポート H22.4.1

18 ゆめ光町 （有）セルフサポート H21.4.1

19 ふなこし （福）豊寿会 H21.5.1

16 はな畑 （福）長崎友愛会 H20.9.1

17 希望の家 （有）シャローム佐世保 H21.4.1

15 春日スプリングガーデン （福）葉港会 H20.5.1

13 こさざ （医）梶田医院 H20.5.1

14 つる （株）クオ H20.5.1

11 サクラ小島 （福）幼老育成会 H20.4.1

12 光の子 （福）光の子福祉会 H20.4.1

9 音羽の浜 （福）清真会 H20.4.1

10 チューリップハウス （福）葉山会 H20.4.1

7 なずな （有）カインド H20.1.1

8 サクラ相浦 （福）幼老育成会 H20.2.1

5 あかりの里 （医）田渕医院 H19.6.1

6 風の森 （有）ハートフル長崎 H19.12.1

3 天神ベイヒルズ （福）葉港会 H19.4.1

4 あそかのもり （福）アソカ仁寿会 H19.5.1

1 ケアタウンてんじん （医）真医会 H19.1.1

2 花ぞ野 （福）幼老育成会 H19.4.1

28 ゆうゆうつばき （株）ゆうゆう舎 H28.12.1

No 名　　　　　　称 運営主体 開設

27 デイサービス　ここ・こ （有）ケアフレンド H26.4.1

25 認知症対応型デイサービス　音羽の浜プラス （福）清真会 H25.4.1

26 共用型デイサービス　まさき （医）十全会 H26.4.1

23 デイサービス　里山療法クラブ （医）わかば会 H24.9.1

24 サンホーム白南風 （福）江寿会 H24.10.1

21 うえんの 一般社団法人　花央 H24.6.1

22 認知症デイサービス　花ぞ野 （福）幼老育成会 H24.6.1

19 デイサービス　和み庵 （株）セカンドライフ24 H24.3.31

20 ドリームケア吉井 （福）佐世保白寿会 H24.3.31
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〒858-0923 (0956)76-7720

日野町1993-1 (0956)28-2786

〒857-0142 (0956)41-0339

野中町171-1 (0956)41-0340

〒857-0821 (0956)59-8501

白木町23 (0956)22-3100

〒857-0112 (0956)41-8555

柚木町2194-1 (0956)41-8558

〒859-6314 (0956)64-2424

吉井町田原73-6 (0956)64-2424

〒859-6408 (0956)73-9000

世知原町栗迎89-48 (0956)73-3078

〒857-1165 (0956)20-0001

大和町30 (0956)20-0003

〒859-6202 (0956)77-5566

鹿町町上歌ヶ浦441 (0956)77-5656

〒857-0143 (0956)41-0010

吉岡町725 (0956)41-0020

〒857-0402 (0956)41-3888

小佐々町小坂254-4 (0956)41-3889

〒857-1161 (0956)31-3311

大塔町1703 (0956)31-3322

〒859-3241 (0956)58-5811

有福町96-2 (0956)58-6060

〒859-6125 (0956)73-1500

江迎町三浦22-19 (0956)66-2260

〒859-3241 (0956)27-1212

有福町90-6 (0956)27-1234

〒857-0813 (0956)42-5151

小佐世保町415-8 (0956)24-3535

〒859-6113 (0956)65-3477

江迎町栗越214-2 (0956)65-3568

〒857-0143 (0956)41-0500

吉岡町815-1 （0956）41-0010

〒858-0921 (0956)29-2288

長坂町684-30 （0956）28-5600

〒859-6113 (0956)66-3005

江迎町栗越801-3 （0956)66-2677

〒857-0142 (0956)56-8100

野中町139-1 (0956)41-0340

〒859-6408 (0956)78-2080

世知原町栗迎41-13 (0956)78-2080

〒857-0021 (0956)59-6288

折橋町2-2 (0956)56-7080

〒857-0145 (0956)59-6180

牧の地町1490-1 （0956)40-8528

〒857-0028 (0956)59-5901

八幡町1-1 (0956)59-5902

〒857-0016 (0956)22-6535

俵町20-4 (0956)22-6543

〒858-0965 (0956)59-8115

小野町16-2 (0956)48-6767

〒858-0908 (0956)47-2960

光町1-75 （0956）47-8010

〒857-0142 (0956)42-8183

野中町500-2 (0956)42-8184

〒859-6202 (0956)77-5566

鹿町町上歌ヶ浦441 (0956)77-5566

⑯地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム）
郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号

〒859-3152 (0956)30-6666

新行江町850-1 (0956)39-3266

〒858-0923 (0956)76-7011

日野町1993-1 (0956)28-2786

〒857-0018 (0956)59-8152

横尾町2395-1 (0956)25-0413

〒857-0822 (0956)34-8000

山祇町383-1 (0956)34-1011

〒859-3244 (0956)58-3707

江上町4847-6 (0956)58-3701

⑰地域密着型通所介護
郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号

〒857-3271 (0956)56-2026

黒島町1137 (0956)56-2026

〒857-0064 (0956)26-8181

赤崎町298 (0956)28-2524
2 いちょうクリニック （医）翠山会 H12.6.1

No 名　　　　　　称 運営主体 開設

1 デイサービスくろしま （有）旭豊栄 H31.4.1

4 小規模特別養護老人ホーム　やまずみ荘 （福）三省会 H5.4.1 24

5
地域密着型介護老人福祉施設　サンホーム江
上

（福）江寿会 H8.3.1 15

2 日野の里　芙蓉 （福）隆愛会 H23.10.1 29

3 小規模特別養護老人ホームゆうあいホーム横尾 （福）長崎友愛会 H24.3.1 29

定員

1 特別養護老人ホーム光の子 （福）光の子福祉会 H23.9.1 29

57 うえんの２ 一般社団法人　花央 H27.11.1

No 名　　　　　　称 運営主体 開設

55 ふくろう （株）アンジェ H28.3.1

56 多機能ホーム　Dライフ （株）オールブルー H28.12.1

53 わかばレジデンス （医）わかば会 H29.1.1

54 おの （株）絆 H28.3.1

51 のどか （株）メディカルライフサポート H27.4.1

52 さくら坂 （福）幼老育成会 H28.12.1

49 たんぽぽ （株）向日葵 H26.12.1

50 折橋 （株）クオ H27.1.1

47 えびらお （有）安富鉄工 H26.10.1

48 のなか家 （株）円 H26.10.1

45 サテライト　栞莉 （有）いこい H26.5.1

46 風の森サテライト （有）ハートフル長崎 H26.5.1

43 澄海 （株）オールブルー H25.2.1

44 パスカの丘 （福）一粒の麦の会 H25.2.1

41 さくらプレイス江迎 （株）ウェルライブパートナーズ H24.11.1

42 有福 （医）梶田医院 H24.12.1

39 ドリームステイ　サンガーデン　大塔 （医）白十字会 H24.9.1

40 花あかり （株）コミュニティーライフ H24.11.1

38 ひかり 合同会社　光 H24.9.1

36 うえんの 一般社団法人　花央 H24.6.1

37 栞莉 （有）いこい H24.9.1

34 竹の子 （有）あじさい H24.3.31

35 ドリームステイ　　　サンガーデン （医）白十字会 H24.3.31

32 カトレア （福）由起会 H24.3.31

33 茶話の里 （有）佐世保酒販 H24.3.31

30 のなか （株）円 H24.1.1

31 サクラ白木 （福）幼老育成会 H24.3.31

29 芙蓉 （福）隆愛会 H23.10.1
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〒857-1165 (0956)32-7337

大和町1507-2 (0956)32-7337

〒858-0923 (0956)28-4649

日野町732 (0956)28-2700

〒859-3223 (0956)27-5710

広田1-4-7 (0956)38-6976

〒857-0832 (0956)20-1156

藤原町12-19 -

〒857-0038 (0956)37-2002

中通町17-22 (0956)23-2282

〒859-3454 (0956)58-2419

針尾北町742-6 (0956)58-3574

〒857-1174 (0956)56-7580

天神4-6-20 (0956)34-0286

〒857-0104 (0956)40-6065

楠木町609-8 (0956)40-6065

〒859-3223 (0956)39-4333

広田1-8-27 (0956)56-3038

〒857-0018 (0956)24-5512

横尾町1676 (0956)24-5512

〒858-0908 (0956)47-2277

光町14-12 (0956)47-7401

〒859-3241 (0956)80-4028

有福町4178-1 (0956)80-4127

〒859-3205 (0956)39-9580

田の浦町5-41 (0956)39-9581

〒857-1151 (0956)33-8088

日宇町2618-2 (0956)33-8088

〒858-0923 (0956)88-7384

日野町1775-6 (0956)88-7385

〒859-3222 (0956)76-8730

広田町718-1 (0956)80-7162

〒857-1161 (0956)46-5516

大塔町1170 -

〒857-0813 (0956)42-5252

小佐世保町415-8 (0956)24-3535

〒857-0054 (0956)59-8222

栄町5-9 (0956)37-1801

〒857-0043 (0956)76-7450

天満町3-23　ﾙ･ﾓﾝﾄ･ｼﾞｮﾘ天満
101号室

(0956)76-7515

〒859-3212 (0956)59-8551

花高4丁目7-12 (0956)59-8573

〒857-1151 (0956)31-7944

日宇町695-6 (0956)59-6250

〒857-1174 (0956)76-8590

天神5丁目9-25 (0956)76-8591

〒859-3212 (0956)38-3207

花高1丁目28-3 (0956)38-3207

〒857-0412 (0956)68-2804

小佐々町西川内890-2 (0956)68-2804

〒857-4901 (0959)57-3116

宇久町平1911-1 (0959)57-2114

〒859-3223 (0956)56-6100

広田4丁目3-1 (0956)56-6161

〒859-3215 （0956）55-4103

早岐１丁目5-10 （0956）55-8047

〒857-0103 (0956)42-8080

原分町1798-5 (0956)49-3131

〒859-6311 （0956）64-2655

吉井町橋川内405-8 （0956）64-2655

〒857-0863 080-3486-4301

三浦町4-30　松蔵ビル1F (0956)25‐3855

〒857-0018 (0956)59-8686

横尾町2395-1 (0956)59-8686

〒857-0142 (0956)55-4961

野中町62-34 (0956)55-4935

〒858-0914 (0956)37-6220

川下町165-1 (0956)37-6220

〒857-1235 （0956）28-3038

俵ヶ浦町210 （0956）28-6464
37 海南荘 （福）寛寿会 R2.6.1

35 トレーニング型デイサービスセンターLULU （株）Ｙ＆Ｍ H30.5.1

36 トレーニング・リハ　相浦 （株）ジェイチケット H29.6.1

34 トレーニング特化型　元気になるデイサービス （株）さくらメディカル H31.3.1

32 デイサービス　てるてるぼうず （同）あかり H28.9.1

33 共生型サービス事業所　ウィズ・ユー （株）ウィズ・ユー・松蔵 H30.8.20

30 デイサービスセンター　輪 （同）つなぐ H27.6.1

31 デイサービス　ピース （株）オールブルー H28.12.1

28 佐世保市社協　うく慈恵苑通所介護事業所 （福）佐世保市社会福祉協議会 H18.3.1

29 デイサービスセンターさくらプレイス広田 （株）ウェルライブ H28.12.1

26 ことぶきデイサービスセンター　花高 （資）ことぶき福祉サービス H12.8.1

27 デイサービスセンターたけだ （有）金﨑介護保険事業所 H14.8.1

25 通所介護事業所　えびす （株）福祉工房Ｋ’ｓ H27.3.1

23 デイサービス　サポート福寿　花高 （有）サポート福寿 H26.10.1

24 リハプライド　佐世保日宇 （有）メディア館 H27.2.1

21 ケアインファースト栄 （福）佐々川福祉会 H26.2.1

22 リハプライド　佐世保天満 （有）メディア館 H26.8.1

19 デイサービスセンター千ノ花 （株）千花 H23.8.1

20 デイサービス澄海 （株）オールブルー H25.4.1

17 樹楽　団らんの家　ひの （株）ロードリンク H23.5.25

18 トータルデイサービス　安心院（あじむ）Ⅱ （株）モニカ H23.7.1

15 デイサービス大塔 （医）梶田医院 H22.12.1

16 ことぶきデイサービスセンター桜馬場 （資）ことぶき福祉サービス H23.2.1

13 デイサービスセンター　そよかぜ （有）セルフサポート H21.8.1

14 トータルデイサービス　安心院（あじむ） （株）モニカ H21.12.1

11
デイサービス
ゆうゆう

（株）ゆうゆう舎 H19.7.1

12 ほのぼのの家 （有）ほのぼの介護サービス H21.4.1

10
デイサービス
楠の木

（株）蓮 H19.7.1

8 デイホーム　はなとき（花時間） 肴場商事（有） H18.3.1

9
デイサービスセンター
ケアタウン　てんじん

（医）真医会 H19.1.1

6
デイサービス
　なごやか

（医）親徳会 H17.6.1

7 地域密着型デイサービスみどり （医）社団真友会藤井医院 H17.7.1

4 デイサービスセンター　来夢 （有）ＲＡＩＭＵ H15.11.1

5 デイサービスセンター　ひろた （医）社団平世会 H17.2.1

3 みはらし
特定非営利活動法人つくも福祉グ
ループ

H13.2.1

※休止中の事業所も掲載しております。
※最新の介護事業所一覧につきましては、長寿社会課の窓口にて冊子を無料配布しております。また、市ホームページからもご確認いただけます。
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（２）障がい者（児）福祉施設

　①障害福祉サービス事業所 令和4年1月1日現在

〈１〉居宅介護事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日

1 鐘のなる丘サービス事業所
859-3236
佐世保市南風崎町５５９番地

0956-26-9855
0956-26-9865 社会福祉法人　風車会 H18.10.1

2
株式会社　九州たまがわ　ハートフルケアたまがわ
はいきステーション

859-3214
佐世保市権常寺１丁目４番１０号　メイノスビル２Ｆ

0956-26-5031
0956-26-5098 株式会社　九州たまがわ H18.10.1

3 居宅介護事業所　さくらんぼ
857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

0956-46-0123
0956-46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H18.10.1

4 ことぶき居宅介護事業所
859-3212
佐世保市花高1丁目２８－３

0956-38-3207
0956-38-3207 合資会社　ことぶき福祉サービス H18.10.1

5 サクラ
857-0024
佐世保市花園町２０１

0956-24-1991
0956-59-5131 社会福祉法人　幼老育成会 H18.10.1

6 佐世保市社協　宇久居宅介護事業所
857-4901
佐世保市宇久町平１９０４番地１

0959-57-3688
0959-57-3117 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

7 佐世保市社協　江迎・鹿町居宅介護事業所
859-6142
佐世保市鹿町町深江５５０番地３

0956-66-3077
0956-66-3026 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H22.4.1

8 佐世保市社協　小佐々居宅介護事業所
857-0413
佐世保市小佐々町楠泊１５３０番地２３

0956-41-5050
0956-41-5055 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

9 佐世保市社協　吉井・世知原居宅介護事業所
859-6326
佐世保市吉井町橋川内５７０番地４

0956-64-3219
0956-64-3215 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

10 佐世保市社協居宅介護事業所
857-0028
佐世保市八幡町６番１号

0956-23-8919
0956-42-0595 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

11
社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンター
えくぼ

857-0016
佐世保市俵町２０番１号

0956-22-2343
0956-23-1659 社会福祉法人　グリーンコープ H20.4.1

12 障害福祉サービス事業所　やまずみ荘
857-0822
佐世保市山祇町３９０

0956-34-8000
0956-34-1011 社会福祉法人　三省会 H18.10.1

13 セントケア佐世保
859-3223
佐世保市広田3丁目14番51号　杢尾ビル2号室

0956-26-5170
0956-39-0388 セントケア九州　株式会社 H23.10.1

14 にじいろ　居宅介護事業所
858-0926
佐世保市大潟町５０番地１

0956-59-5552
0956-59-5502 社会福祉法人　大空の会 H23.3.1

15 ニチイケアセンター佐世保
857-0053
佐世保市常盤町４番２３号ＴＡＴＳＵＭＩビル６Ｆ

0956-42-4050
0956-25-2410 株式会社　ニチイ学館 H22.7.1

16 ニチイケアセンター早岐
859-3214
佐世保市権常寺一丁目４－２０　１階B

0956-20-5091
0956-38-3234 株式会社　ニチイ学館 R1.12.1

17 白十字会ヘルパーステーション
857-1151
佐世保市日宇町２８３５番地

0956-46-5111
0956-34-1500 社会医療法人財団　白十字会 H18.10.1

18 福祉生協ヘルパーステーションいきいき佐世保
858-0923
佐世保市日野町８４６－３－２F

0956-28-5098
0956-42-2779 福祉生活協同組合いきいきコープ H18.10.1

19 ヘルパーステーション　絆　（きずな）
857-0133
佐世保市矢峰町１７０番地１０

0956-76-7007
0956-76-7007 特定非営利活動法人　大野ランド H24.12.1

20 ヘルパーステーション　希望の家
8571152
佐世保市黒髪町３３番２３号

0956-20-8239
0956-20-8223 有限会社　シャローム佐世保 H25.2.1

21 訪問介護ステーション　どれみ
857-0133
佐世保市矢峰町１１９番地１

0956-40-6331
0956-40-9600 合同会社　ケアパートナー H20.4.1

22 麦ｔｏメダカ支援ステーション
858-0923
佐世保市日野町1954番地5

0956-28-0257
0956-28-0257 麦と麦魚株式会社 R3.8.1

〈２〉重度訪問介護事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日

1 鐘のなる丘サービス事業所
859-3236
佐世保市南風崎町５５９番地

0956-26-9855
0956-26-9865 社会福祉法人　風車会 H18.10.1

2
株式会社　九州たまがわ　ハートフルケアたまがわ
はいきステーション

859-3214
佐世保市権常寺１丁目４番１０号　メイノスビル２Ｆ

0956-26-5031
0956-26-5098 株式会社　九州たまがわ H18.10.1

3 居宅介護事業所　さくらんぼ
857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

0956-46-0123
0956-46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H18.10.1

4 ことぶき居宅介護事業所
859-3212
佐世保市花高1丁目２８－３

0956-38-3207
0956-38-3207 合資会社　ことぶき福祉サービス H18.10.1

5 サクラ
857-0024
佐世保市花園町２０１

0956-24-1991
0956-59-5131 社会福祉法人　幼老育成会 H18.10.1

6 佐世保市社協　宇久居宅介護事業所
857-4901
佐世保市宇久町平１９０４番地１

0959-57-3688
0959-57-3117 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

7 佐世保市社協　江迎・鹿町居宅介護事業所
859-6142
佐世保市鹿町町深江５５０番地３

0956-66-3077
0956-66-3026 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H22.4.1

8 佐世保市社協　小佐々居宅介護事業所
857-0413
佐世保市小佐々町楠泊１５３０番地２３

0956-41-5050
0956-41-5055 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

9 佐世保市社協　吉井・世知原居宅介護事業所
859-6326
佐世保市吉井町橋川内５７０番地４

0956-64-3219
0956-64-3215 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

10 佐世保市社協居宅介護事業所
857-0028
佐世保市八幡町６番１号

0956-23-8919
0956-42-0595 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1

11
社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンター
えくぼ

857-0016
佐世保市俵町２０番１号

0956-22-2343
0956-23-1659 社会福祉法人　グリーンコープ H20.4.1

12 障害福祉サービス事業所　やまずみ荘
857-0822
佐世保市山祇町３９０

0956-34-8000
0956-34-1011 社会福祉法人　三省会 H18.10.1

13 にじいろ　居宅介護事業所
858-0926
佐世保市大潟町５０番地１

0956-59-5552
0956-59-5502 社会福祉法人　大空の会 H23.3.1

14 ニチイケアセンター佐世保
857-0053
佐世保市常盤町４番２３号ＴＡＴＳＵＭＩビル６Ｆ

0956-42-4050
0956-25-2410 株式会社　ニチイ学館 H22.7.1

15 ニチイケアセンター早岐
859-3214
佐世保市権常寺一丁目４－２０　１階B

0956-20-5091
0956-38-3234 株式会社　ニチイ学館 R1.12.1

16 白十字会ヘルパーステーション
857-1151
佐世保市日宇町２８３５番地

0956-46-5111
0956-34-1500 社会医療法人財団　白十字会 H18.10.1

17 福祉生協ヘルパーステーションいきいき佐世保
858-0923
佐世保市日野町８４６－３－２F

0956-28-5098
0956-42-2779 福祉生活協同組合いきいきコープ H18.10.1

18 ヘルパーステーション　絆　（きずな）
857-0133
佐世保市矢峰町１７０番地１０

0956-76-7007
0956-76-7007 特定非営利活動法人　大野ランド H24.12.1

19 ヘルパーステーション　希望の家
8571152
佐世保市黒髪町３３番２３号

0956-20-8239
0956-20-8223 有限会社　シャローム佐世保 H25.2.1

20 訪問介護ステーション　どれみ
857-0133
佐世保市矢峰町１１９番地１

0956-40-6331
0956-40-9600 合同会社　ケアパートナー H20.4.1

21 麦ｔｏメダカ支援ステーション
858-0923
佐世保市日野町1954番地5

0956-28-0257
0956-28-0257 麦と麦魚株式会社 R3.8.1
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〈３〉同行援護事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日

1 ことぶき居宅介護事業所
859-3212
佐世保市花高1丁目２８－３

0956-38-3207
0956-38-3207 合資会社　ことぶき福祉サービス H23.12.1

2 サクラ
857-0024
佐世保市花園町２０１

0956-24-1991
0956-59-5131 社会福祉法人　幼老育成会 H24.2.1

3 佐世保市社協　江迎・鹿町居宅介護事業所
859-6142
佐世保市鹿町町深江５５０番地３

0956-66-3077
0956-66-3026 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H30.4.1

4 佐世保市社協　吉井・世知原居宅介護事業所
859-6326
佐世保市吉井町橋川内５７０番地４

0956-64-3219
0956-64-3215 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H25.12.1

5 佐世保市社協居宅介護事業所
857-0028
佐世保市八幡町６番１号

0956-23-8919
0956-42-0595 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H23.10.1

6 にじいろ　居宅介護事業所
858-0926
佐世保市大潟町５０番地１

0956-59-5552
0956-59-5502 社会福祉法人　大空の会 H25.11.1

7 白十字会ヘルパーステーション
857-1151
佐世保市日宇町２８３５番地

0956-46-5111
0956-34-1500 社会医療法人財団　白十字会 H26.6.1

8 訪問介護ステーション　どれみ
857-0133
佐世保市矢峰町１１９番地１

0956-40-6331
0956-40-9600 合同会社　ケアパートナー H23.10.1

〈４〉行動援護事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日

1 居宅介護事業所　さくらんぼ
857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

0956-46-0123
0956-46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H18.10.1

〈５〉短 期 入 所       R3.10.1現在

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 定員

1 えぼし学園
857-0114
佐世保市小舟町１７５６番地

0956-25-2232
0956-25-2233 社会福祉法人　つばさ会 H24.4.1 4

2 カーサブランカ須佐
857-0812
佐世保市須佐町１３－９

0956-76-7703
0956-76-7704 特定非営利活動法人 ステップアップステーション H31.3.1 1

3 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院
857-8575
佐世保市島地町１０番１７号

0956-22-5136
0956-25-0662 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 H25.10.1 1

4 桜が丘学園
857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

0956-46-0123
0956-46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 4

5 佐世保祐生園
859-3453
佐世保市針尾西町２６７番地

0956-58-2139
0956-58-3260 社会福祉法人　長崎博愛会 H24.4.1 88(空床型)

6 指定共同生活援助事業所　サン
859-6106
佐世保市江迎町北田５４４－３

0956-65-2520
0956-65-3568 社会福祉法人　一粒の麦の会 H27.7.1 24(空床型)

7 社会福祉法人つばさ会　赤木学園
857-0013
佐世保市赤木町５４９番地

0956-24-1011
0956-24-1012 社会福祉法人　つばさ会 H24.4.1 60(空床型)

8 潤心
859-6305
佐世保市吉井町直谷３７２番地２

0956-6４-3741
0956-64-3756 社会福祉法人　あしたば会 R1.7.1 40(空床型)

9 白岳学園
859-6121
佐世保市江迎町奥川内３００番地１

0956-66-8433
0956-66-8434 社会福祉法人　民生会 R1.5.1 3

10 にじいろ
858-0926
佐世保市大潟町５０番地１

0956-59-5552
0956-59-5502 社会福祉法人　大空の会 H23.5.1 140(空床型)

11 にじホーム
857-0144
佐世保市皆瀬町２８４番地１

0956-76-9551
0956-76-9551 社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H28.9.1 11(空床型)

12 ひかりホーム
857-1231
佐世保市船越町３０４－１

0956-76-7928
0956-76-7928 社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 R3.4.1 2

13 HOMEさせぼ
857-1161
佐世保市大塔町３3番地10

0956-31-5252
0956-46-5280 社会福祉法人　南高愛隣会 R1.7.1 1

14 マイプレイス勝冨
857-0803
佐世保市勝富町９番２号

0956-24-9333
0956-76-7704 特定非営利活動法人 ステップアップステーション H28.4.1 2

15 ゆうあいホーム　こもれびの郷　短期入所
858-0921
佐世保市長坂町６８１－２４

0956-37-8852
0956-37-8814 社会福祉法人　長崎友愛会 R2.4.1 3

1 えぼし学園
857-0114
佐世保市小舟町１７５６番地

(0956)25-2232
(0956)25-2233 社会福祉法人　つばさ会 H24.4.1 55

2 桜が丘学園
857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

(0956)46-0123
(0956)46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 40

3 佐世保祐生園
859-3453
佐世保市針尾西町２６７番地

(0956)58-2139
(0956)58-3260 社会福祉法人　長崎博愛会 H24.4.1 88

4 社会福祉法人つばさ会　赤木学園
857-0013
佐世保市赤木町５４９番地

(0956)24-1011
(0956)24-1012 社会福祉法人　つばさ会 H24.4.1 60

5 潤　心
859-6305
佐世保市吉井町直谷３７２番地２

(0956)64-3741
(0956)64-3756 社会福祉法人　あしたば会 H24.4.1 40

6 白岳学園
859-6121
佐世保市江迎町奥川内３００番地１

(0956)66-8433
(0956)66-8434 社会福祉法人　民生会 H24.4.1 40

7 にじいろ
858-0926
佐世保市大潟町50番地1

(0956)59-5552
(0956)59-5502

社会福祉法人　大空の会 H23.5.1 140

〈７〉生活介護事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員 共生型

1 えぼし学園
857-0114
佐世保市小舟町１７５６

(0956)25-2232
(0956)25-2233 社会福祉法人　つばさ会 H24.4.1 60

2 えむかえサクラ
859-6101
佐世保市江迎町長坂168-25

(0956)65-2530
(0956)66-2115 株式会社　ドミニコ R2.7.1 10

3 おおきな木
858-0916
佐世保市木宮町4番12号

(0956)59-8822
(0956)59-8821 一般社団法人　岐の宮会 H30.6.1 20

4 鐘のなる丘通所障害者生活介護サービスセンター
859-3236
佐世保市南風崎町559

(0956)26-9855
(0956)26-9855 社会福祉法人　風車会 H21.4.1 20 ●

5 共生型サービス事業所　ウィズ・ユー
857-0863
佐世保市三浦町4番30号 松蔵ビル1F

080-3486-4301
（0956）25-3855 株式会社　ウィズ・ユー・松蔵 H30.8.20 15 ●

6 くにみ
859-6305
佐世保市吉井町直谷２４６－３

(0956)64-3741
(0956)64-3756 社会福祉法人　あしたば会 H24.4.1 10

7 桜が丘学園
857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

(0956)46-0123
(0956)46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 60

8 佐世保祐生園
859-3453
佐世保市針尾西町２６７番地

(0956)58-2139
(0956)58-3260 社会福祉法人　長崎博愛会 H24.4.1 133

9 さんりんしゃ
859-6325
佐世保市吉井町大渡104-9

(0956)64-2612
(0956)64-2287 有限会社　三輪車 H19.4.1 20

10 四季ヶ坂療育園
857-0012
佐世保市柚木町1279-1

(0956)46-0123
(0956)46-0391 社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 6

11 指定障害福祉サービス事業所　みのり
859-6113
佐世保市江迎町栗越199番地

(0956)65-2520
(0956)65-3568 社会福祉法人　一粒の麦の会 H24.1.1 10

12 社会福祉法人つばさ会　赤木学園
857-0013
佐世保市赤木町５４９番地

(0956)24-1011
(0956)24-1012 社会福祉法人　つばさ会 H24.4.1 60

13 潤　心
859-6305
佐世保市吉井町直谷３７２番地２

(0956)64-3741
(0956)64-3756 社会福祉法人　あしたば会 H24.4.1 40

14 白岳学園
859-6121
佐世保市江迎町奥川内３００番地１

(0956)66-8433
(0956)66-8434 社会福祉法人　民生会 H24.4.1 25

15 生活介護　ウィロー
857-0112
佐世保市柚木町1540番地

(0956)88-7517
(0956)88-7517 一般社団法人　笑美 R2.10.1 20 ●

設置主体
経営主体

指　定
年月日

定員

〈６〉障害者支援施設（施設入所支援）

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

189



〈７〉生活介護事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員 共生型

16 生活介護支援事業所　てとて
859-3213
佐世保市権常寺町1444-1

(0956)76-7793
(0956)76-7259 株式会社　わかば H29.11.1 20 ●

17 生活介護事業所　フラット
859-3151
佐世保市三川内本町50-6

(0956)55-8457
(0956)55-8457 特定非営利活動法人 　ふらっと R1.5.1 20

18 生活介護事業所　のびのび
858-0918
佐世保市相浦町350

(0956)47-6645
(0956)76-8146 社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H19.4.1 30

19 生活支援センター・加愛
859-6311
佐世保市吉井町橋川内1000-1

(0956)41-2855
(0956)41-2856 特定非営利活動法人 　Ｉ・Ｓ・Ｋ H21.4.1 42

20 多機能型事業所　きらら
858-0911
佐世保市竹辺町61-2

(0956)26-2070
(0956)26-2071 社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H24.3.1 20

21 多機能型事業所　であいの家
857-1231
佐世保市船越町2122-2

(0956)28-5363
(0956)28-5363 社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H23.7.1 20

22 多機能事業所　りんりん
858-0903
佐世保市上本山町808番地5

(0956)59-8770
(0956)59-8701 特定非営利活動法人 　べるず H31.3.1 6

23 チームまるしぇ
859-3231
佐世保市瀬道町1145

(0956)55-8666
(0956)59-2570 社会福祉法人　宮共生会 H29.4.1 20

24 チームしおさい
857-1161
佐世保市大塔町2155

(0956)76-7790
(0956)76-7708 社会福祉法人　宮共生会 H21.10.1 20 ●

25 チームみらいと
857-0851
佐世保市稲荷町25-38

(0956)37-8805
(0956)37-8806 社会福祉法人　宮共生会 H24.10.1 20

26 千草野学園
857-0112
佐世保市柚木町１２７２番地

(0956)46-1717
(0956)46-1718 社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 6

27 通所生活介護事業所　ハート・らんど
858-0926
佐世保市大潟町50番地1

(0956)59-5552
(0956)59-5502 社会福祉法人　大空の会 H18.10.1 20 ●

28 ＴＥＲＲＡＣＥ　ふふる
857-1161
佐世保市大塔町３3番地10

(0956)31-6336
(0956)46-5280 社会福祉法人　南高愛隣会 H19.4.1 20

29 なるこクラブ
857-1161
佐世保市大塔町949番地3

(0956)34-2145
(0956)34-2145 特定非営利活動法人 　一根会 H23.4.1 20

30 にじいろ
858-0926
佐世保市大潟町50番地1

(0956)59-5552
(0956)59-5502 社会福祉法人　大空の会 H23.5.1 140

31 ハートフル
857-0136
佐世保市田原町9-7

(0956)49-6215
(0956)40-7848 一般社団法人　ハートフル H27.3.1 18

32 マザーワート　生活介護
857-0114
佐世保市小舟町83番地6

(0956)41-6106
(0956)41-6106 特定非営利活動法人 　バイタルフレンド H31.2.1 20

33 ゆい乃荘
857-0001
佐世保市烏帽子町15番地

(0956)76-8560
(0956)76-8562 有限会社　ゆい H22.4.1 20 ●

34 アンダンテ
858-0908
佐世保市光町１番地３５

0956-59-6470
0956-59-6472

社会福祉法人　民生会 R4.1.1 20

〈８〉自立訓練（生活訓練事業所）

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員 共生型

1 共生型サービス事業所　ウィズ・ユー
857-0863
佐世保市三浦町4番30号 松蔵ビル1F

080-3486-4301
（0956）25-3855

株式会社　ウィズ・ユー・松蔵 H30.8.20 15 ●

2 さくら坂
857-0112
佐世保市柚木町1177番地

(0956)46-2255
(0956)46-2323

社会福祉法人　蓮華園 H19.4.1 6

3 佐世保市立　おおぞら作業所
857-0852
佐世保市干尽町3番地101

(0956)33-1223
(0956)33-1345

佐世保市（社会福祉法人　むすび会） H23.10.1 6

4 多機能事業所　りんりん
857-0905
佐世保市下本山町1421番地

（0956）59-8770
（0956）59-8701

特定非営利活動法人　べるず H28.11.1 6

5 ハートフル
857-0136
佐世保市田原町9番7号

（0956）49-6215
（0956）40-7848

一般社団法人　ハートフル H24.4.1 6

6 マイプレイス勝富
857-0803
佐世保市勝富町9番2号

（0956）24-9333
（0956）76-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H30.8.1 20

〈９〉宿泊型自立訓練事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員

1 マイプレイス勝富
857-0803
佐世保市勝富町9番2号

（0956）24-9333
（0956）76-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H30.8.1 10

〈10〉就労移行支援事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員

1 あっとほーむ
859-3242
佐世保市指方町1959-1

(0956)58-5190
(0956)56-8770

合同会社　ソラシド H25.11.1 8

2 オードリー勝富事業所
857-0803
佐世保市勝富町7-18

(0956)76-7703
(0956)77-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H22.12.1 6

3 さくら坂
857-0112
佐世保市柚木町1177番地

(0956)46-2255
(0956)46-2323

社会福祉法人　蓮華園 H19.4.1 6

4 佐世保市立　あすなろ作業所
857-0852
佐世保市干尽町3番地101

(0956)33-1223
(0956)33-1345

佐世保市（社会福祉法人　むすび会） H23.10.1 6

5 澤田塾
857-0040
佐世保市比良町4－20

(0956)37-3111
(0956)23-8282

合同会社　みどりこ R3.3.1 6

6 就労移行支援事業所　洗濯ざぶざぶ
859-3166
佐世保市木原町7-1

(0956)30-7201
(0956)30-7271

社会福祉法人　昇正会 H21.6.1 6

7 就労支援事業所　ホットライフ
857-0871
佐世保市本島町4-26　ライナービル401

(0956)23-7565
(0956)59-8865

株式会社　フォーオールプロダクト H24.12.1 8

8 就労支援事業所　Ｌｉｎｋ
857-0132
佐世保市松原町199番地4

(0956)80-1302
(0956)80-1302

株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ H29.12.1 6

9 SPARK JOY 佐世保
857-0843
佐世保市大黒町２３８

(0956)55-4762
(0956)55-4762

株式会社　ＳＰＡＲＫ　ＪＯＹ H31.4.1 6

10 チームねくすと
859-3213
佐世保市権常寺町1108-6

(0956)76-8763
(0956)76-8763

社会福祉法人　宮共生会 H29.11.1 10

11 Ｍｉｎｄ　Ｆｒｅｅ
857-0822
佐世保市山祗町19-5

(0956)76-9839
(0956)76-9839

一般社団法人　LINKS PROJECT H30.6.1 20

〈11〉就労定着支援事業所

名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員

1 オードリー勝富事業所
857-0803
佐世保市勝富町7-18

(0956)76-7703
(0956)77-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H30.10.1 -

〈12〉就労継続支援（Ａ型）事業所

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員

1 江迎ひかりステーション
859-6125
佐世保市江迎町三浦8番1

(0956)65-3165
(0956)80-3063

株式会社　西海福祉の森 H24.4.1 14

2 オードリー勝富事業所
857-0803
佐世保市勝富町7-18

(0956)76-7703
(0956)77-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H22.12.1 14

3 オンリーOne　ま心
859-6124
佐世保市江迎町乱橋570番地1

(0956)73-1556
(0956)65-3002

社会福祉法人　民生会 H24.4.1 10

4 就労継続支援Ａ型事業所　三川内の里
859-3166
佐世保市木原町7-1

(0956)30-7201
(0956)30-7271

社会福祉法人　昇正会 H19.5.1 10

5 すぺーす　ひなた
857-0812
佐世保市須佐町1番地2

(0956)25-1087
(0956)22-1712

株式会社　ひなた H29.12.1 10

6 スマイル
859-3226
佐世保市崎岡町1237番地1

(0956)39-9911
(0956)39-9900

特定非営利活動法人　佐世保中央自立支援センター R2.5.1 20

7 多機能型就労継続支援A・B型事業所　春音
859-6314
佐世保市吉井町田原690-7

(0956)64-2204
(0956)64-2204

特定非営利活動法人　そよみ H23.4.1 20

8 多機能型就労継続支援Ａ型事業所　たかはた
859-3452
佐世保市針尾中町91-2

(0956)58-7655
(0956)58-7655

特定非営利活動法人　佐世保サンライズ H22.4.1 10

9 チームハーベストキッチン
859-3231
佐世保市瀬道町1146

(0956)59-3500
(0956)59-2570

社会福祉法人　宮共生会 H20.5.1 10

10 チームクサトタイヨウ
857-1152
佐世保黒髪町51-20

(0956)76-8008
(0956)76-9962

社会福祉法人　宮共生会 H26.5.1 10

11 チャレンジ
859-3241
佐世保市有福町94-2

(0956)58-2520
(0956)58-5155

特定非営利活動法人　佐世保自立支援センター
チャレンジ

H26.2.1 40

12 ふれあいキッチン・福むすび
857-0841
佐世保市大宮町4-14

(0956)37-8448
(0956)37-8500

社会福祉法人　むすび会 H30.10.1 15

13 poco a poco
857-0822
佐世保市山祗町22番1号

(0956)36-5007
(0956)20-8334

コンブリオ株式会社 H25.11.1 20
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〈13〉就労継続支援（Ｂ型）事業所

名称
郵便番号
所在地

電話番号
FAX番号

設置主体
経営主体

指  定
年月日

定員

1 赤レンガマジカルキッチン
859-6121
佐世保市江迎町奥川内300-1

(0956)66-9117
(0956)66-9117

社会福祉法人　民生会 H27.11.1 20

2 あっとほーむ
859-3242
佐世保市指方町1959-1

(0956)58-5190
(0956)56-8770

合同会社　ソラシド H28.5.1 12

3 アビリティ
859-3214
佐世保市権常寺1丁目1番6号

(0956)39-5938
(0956)39-5939

株式会社　エコー H29.8.1 20

4
医療法人敬仁会　就労継続支援Ｂ型事業所　ハート
ピア工房

859-6413
佐世保市世知原町笥瀬778-3

（0956）73-3200
（0956）73-3201

医療法人　敬仁会 H19.4.1 20

5 エンポート佐世保
857-0037
佐世保市石坂町199番1

(0956)37-6302
(0956)37-6312

株式会社　エンポート H30.8.1 20

6 オードリー祇園事業所
857-0801
佐世保市祇園町2-7

(0956)24-9533
(0956)24-9533

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H30.4.1 20

7 オンリーOne　ま心
859-6124
佐世保市江迎町乱橋570番地1

（0956）73-1556
（0956）65-3002

社会福祉法人　民生会 H24.4.1 10

8 かたる会共同作業所
859-6325
佐世保市吉井町大渡206番地

(0956)64-2386
(0956)64-2386

特定非営利活動法人　かたる会 H27.4.1 20

9 くにみ
859-6305
佐世保市吉井町直谷２４６－３

（0956）64-3741
（0956）64-3756

社会福祉法人　あしたば会 H24.4.1 10

10 さくら坂
857-0112
佐世保市柚木町1177

（0956）46-2255
（0956）46-2323

社会福祉法人　蓮華園 H19.4.1 28

11 佐世保市立　あすなろ作業所
857-0852
佐世保市干尽町3番地101

(0956)33-1223
(0956)33-1345

佐世保市（社会福祉法人　むすび会） H23.10.1 24

12 佐世保市立　おおぞら作業所
857-0852
佐世保市干尽町3番地101

(0956)33-1223
(0956)33-1345

佐世保市（社会福祉法人　むすび会） H23.10.1 24

13 JSPカレッジ
857-0032
佐世保市宮田町6-4　202号

(0956)76-8840
(0956)76-8842

合同会社　廣喜屋 H30.8.1 20

14 鹿町ひかりステーション
859-6204
佐世保市鹿町町下歌ヶ浦989番地7

(0956)77-5545
(0956)77-5056

一般社団法人 福祉の森 H22.6.1 20

15 指定障害福祉サービス事業所　みのり
859-6113
佐世保市江迎町栗越199番地

(0956)65-2520
(0956)65-3568

社会福祉法人　一粒の麦の会 H27.7.1 10

16 就労継続支援Ｂ型事業所　さとやま事業所
857-8508
佐世保市万津町1-11

(0956)59-5878
(0956)58-5236

株式会社　さとやま H31.2.1 20

17 就労継続支援Ｂ型　あいあい
859-3211
佐世保市早岐３丁目8番9ー3号　（R3.11.1～住所変

(0956)76-9907
(0956)76-9908

株式会社　あいあい H31.2.1 20

18 就労継続支援事業所　ゆめ
857-0051
佐世保市浜田町1番地22

(0956)37-6576
(0956)37-6576

株式会社　湧命 H31.4.1 20

19 就労継続支援事業所　のびのび
858-0918
佐世保市相浦町350

（0956）47-6645
（0956）76-8146

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H19.4.1 10

20 就労継続支援B型　クオーレ
859-3223
佐世保市広田3丁目8番37号

(0956)59-9775
(0956)59-9776

一般社団法人　みゆき会 H29.4.1 20

21 就労継続支援Ｂ型事業所　カンパニー
859-6113
佐世保市江迎町栗越199番地

(0956)65-2530
(0956)65-2349

社会福祉法人　一粒の麦の会 H25.10.1 20

22 就労継続支援Ｂ型事業所　Hoaloha
857-0864
佐世保市戸尾町４番5号　白十字ビル２階

(0956)37-6258
(0956)37-6257

合同会社　Makahou H30.12.1 20

23 就労継続支援Ｂ型事業所　三川内の里
859-3166
佐世保市木原町7-1

（0956）30-7201
（0956）30-7271

社会福祉法人　昇正会 H19.5.1 20

24 就労継続支援B型　レインボー
859-3203
佐世保市陣の内町420

(0956)59-6113
(0956)59-6114

株式会社　あいあい H30.6.1 20

25 就労支援　やまびこ農苑えぼし
857-0027
佐世保市谷郷町2番4号　3F

(0956)37-1797
(0956)37-1798

株式会社　やまびこ学苑 H30.2.1 20

26 就労支援事業所　ホットライフ
857-0871
佐世保市本島町4-26ﾗｲﾅｰﾋﾞﾙ401

(0956)23-7565
(0956)59-8865

株式会社　フォーオールプロダクト H27.6.1 12

27 就労支援事業所　Ｌｉｎｋ
857-0132
佐世保市松原町199番地4

(0956)80-1302
(0956)80-1302

株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ H30.5.1 14

28 白岳学園
859-6121
佐世保市江迎町奥川内３００番地１

（0956）66-8433
（0956）66-8434

社会福祉法人　民生会 H24.4.1 15

29 シルク印刷工房　わくわくワーク
857-0834
佐世保市潮見町24番18号

(0956)33-7564
(0956)33-7564

特定非営利活動法人　チーム・フォー・バイ・フォー H26.12.1 20

30 ストローハット
858-0905
佐世保市下本山町1３４０番地３

(0956)59-5310
(0956)40-6060

社会福祉法人　チアフルハーツ H30.10.1 20

31 SPARK　JOY　佐世保
857-0843
佐世保市大黒町238

(0956)55-4762
(0956)55-4762

株式会社　SPARK　JOY　 H31.4.1 14

32 すぺーす　ひなた
857-0812
佐世保市須佐町1番地2

(0956)25-1087
(0956)22-1712

株式会社　ひなた H29.12.1 10

33 生活支援センター・加愛
859-6311
佐世保市吉井町橋川内1000-1

(0956)41-2855
(0956)41-2856

特定非営利活動法人　Ｉ．Ｓ．Ｋ H21.10.1 10

34 多機能型事業所　きらら
858-0911
佐世保市竹辺町61-2

(0956)26-2070
(0956)26-2071

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H24.3.1 10

35 多機能型事業所　であいの家
857-1231
佐世保市船越町2180

(0956)28-5363
(0956)28-5363

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H23.7.1 15

36 多機能型就労継続支援A・B型事業所　春音
859-6314
佐世保市吉井町田原690-7

(0956)64-2204
(0956)64-2204

特定非営利活動法人　そよみ H23.4.1 20

37 多機能型就労継続支援Ｂ型事業所　たかはた
859-3452
佐世保市針尾中町91-2

(0956)58-7655
(0956)58-7655

特定非営利活動法人　佐世保サンライズ H22.4.1 10

38 多機能事業所りんりん
858-0905
佐世保市下本山町1421番地

(0956)59-8770
(0956)59-8701

特定非営利活動法人　べるず H28.6.1 14

39 匠工房
859-6101
佐世保市江迎町長坂188番地４

（0956）66-3434
（0956）65-3388

株式会社　佐世保福祉 H24.11.1 20

40 だるま会
857-1164
佐世保市白岳町151-25

(0956)59-9130
(0956)59-9131

特定非営利活動法人　だるま会 H22.4.1 20

41 チームハーベストキッチン
859-3231
佐世保市瀬道町1146

(0956)59-3500
(0956)59-2570

社会福祉法人　宮共生会 H27.11.1 10

42 チームカフェハーベストキッチン
857-0802
佐世保市高天町6-1　２Ｆ

(0956)56-9350
(0956)56-9350

社会福祉法人　宮共生会 H23.4.1 20

43 チームクサトタイヨウ
857-1152
佐世保黒髪町51-20

(0956)76-8008
(0956)76-9962

社会福祉法人　宮共生会 H30.2.1 10

44 チームわらびの里
859-3231
佐世保市瀬道町1197番地

(0956)59-2102
(0956)59-2570

社会福祉法人　宮共生会 H23.4.1 20

45 千草野学園
857-0112
佐世保市柚木町１２７２番地

（0956）46-1717
（0956）46-1718

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 34

46 長坂ひかりプレイス
859-6101
佐世保市江迎町長坂174番地5

(0956)80-3587
(0956)80-3588

株式会社　九十九島産業
（R3.9.1～　一般社団法人 福祉の森に変更）

H29.12.1 20

47 和み本店
857-0135
佐世保市瀬戸越町433-12

（0956）49-7362
（0956）40-7848

一般社団法人　ハートフル H24.4.1 14

48 NEUTRAL
857-0871
佐世保市本島町3番27号　安東ビル2階

(0956)37-6056
(0956)37-6057

一般社団法人　ドーアキャッスル H29.11.1 20

49 ハッピーワーク
857-0033
佐世保市城山町6番18号

（0956）76-7016
（0956）76-7137

特定非営利活動法人　ハッピーワーク H24.7.1 20

50 ぼくきみ。
857-0871
佐世保市本島町3番27号安東ビル2F

(0956)56-3384
　－－－－－－

一般社団法人　サンライズ H31.4.1 20

51  Ｆｒｅｓｈ Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｉｅｓ
857-0053
佐世保市常盤町7-14 　フレスコ森田ビル2F

(0956)23-5766
(0956)23-5766

特定非営利活動法人　Snap Out Of It H29.2.1 20

52 ほうざん会
857-0873
佐世保市宮崎町1番5号　２Ｆ

(0956)22-6541
(0956)22-6542

一般社団法人　豊山会 H28.7.1 20

53 Ｍｉｎｄ Ｆａｃｔｏｒｙ
857-0822
佐世保市山祗町19番5号

(0956)76-9839
(0956)76-9839

一般社団法人　ＬＩＮＫＳ　ＰＲＯＪＥＣＴ H29.8.1 35

54 マザーワート就労支援
857-0114
佐世保市小舟町83番地6

(0956)88-7001
(0956)41-6016

特定非営利活動法人　バイタルフレンド H31.2.1 40

55 MINATOMACHI　FACTORY
857-0871
佐世保市本島町4-26 　ライナービル4階

(0956)23-7565
(0956)59-8865

株式会社　フォーオールプロダクト H30.7.1 20

56 麦わら帽子
858-0903
佐世保市上本山町927

(0956)40-5600
(0956)40-6060

社会福祉法人　チアフルハーツ H23.7.1 20

57 ゆめいろ
859-3223
佐世保市広田町一丁目40-14

(0956)80-3980
(0956)80-3981

一般社団法人　ゆめいろ H30.11.1 20

58 夢ファーム
859-6317
佐世保市吉井町高峰343番地2

(0956)64-3995
(0956)64-3997

社会福祉法人　あい里 H26.4.1 20

59 リトルガーデン
857-0040
佐世保市比良町4番20号

(0956)37-3111
(0956)23-8282

合同会社　みどりこ H28.4.1 14

60 Ｒｅ：ｄｒｅｓｓ
857-0021
佐世保市折橋町27-8　シャトレ武駒１０C号

090-7932-5696
　－－－－－－

株式会社　Ｃｏｎｎｅｃｔ H30.9.1 20

61 ＷＯＲＫさせぼ
857-1161
佐世保市大塔町33-10

(0956)34-3668
(0956)23-5280

社会福祉法人　南高愛隣会 H22.8.1 20

基準該当 勝富授産場
857-0803
佐世保市勝富町2-17

(0956)22-6348
(0956)22-6393

社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 H18.10.1 20
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〈14〉共同生活援助事業所（グループホーム）

番号 事業所名称 事業所所在地
電話番号
ＦＡＸ番号

申請者名称 指定年月日 定員

1 ひかりホーム
857-1231
佐世保市船越町３04-1

0956-76-7928
0956-76-7928

社会福祉法人佐世保市手をつなぐ育成会 R3.4.1 20

2 ゆうあいホーム　こもれびの郷
858-0921
佐世保市長坂町６８１－２４

0956-37-8852
0956-37-8814

社会福祉法人　長崎友愛会 R2.4.1 20

3 カーサブランカ須佐
857-0812
佐世保市須佐町13-9

0956-76-7703
0956-76-7704

特定非営利活動法人ステップアップステーション H31.3.1 7

4 グループホーム小島
857-0066
佐世保市小島町４４１－１

0956-25-9502
0956-22-3100

社会福祉法人　幼老育成会 H23.4.1 5

5 グループホーム　みらい
859-6413
佐世保市世知原町笥瀬７７７－４

0956-73-3232
0956-73-3233

医療法人　敬仁会 H18.10.1 24

6 グループホーム　やなせ
859-6413
佐世保市世知原町笥瀬７７８－３

0956-73-3232
0956-73-3233

医療法人　敬仁会 H19.4.1 18

7 グループホーム　よこおの家
857-0018
佐世保市横尾町２２３３番地

0956-55-3045
0956-55-3282

特定非営利活動法人　大野共生園 H20.3.1 45

8 ハウスフリーデ
859-3223
佐世保市広田1丁目２-１４

0956-27-5770
0956-27-5771

医療法人慶友会 H24.4.1 20

9 アシタバ
859-6305
佐世保市吉井町直谷１２４９－４

0956-64-3386
0956-64-3386

社会福祉法人　あしたば会 H26.4.1 17

10 エクラス石坂
857-0037
佐世保市石坂町3番1号

0956-59-9958
0956-59-9959

イノベーションジャパン株式会社 R1.12.1 34

11 カイゼ事業所
857-0144
佐世保市大野町165-2

0956-49-7087
0956-40-7751

社会福祉法人　民生会 H18.10.1 48

12 共同生活援助アストラ
859-3203
佐世保市陣の内町４１９番地

0956-37-8707
0956-37-8708

株式会社　あいあい H30.8.1 10

13 共同生活援助アンナ
859-6145
佐世保市鹿町町土肥ノ浦185番地44

090-5020-4313
0956-66-2115

株式会社　ドミニコ R2.7.1 5

14 共同生活援助事業所　みなみかぜ
857-0027
佐世保市谷郷町４－１４　させぼパレスホテル２Ｆ

0956-76-9140
0956-76-9140

社会福祉法人　大空の会 H26.4.1 9

15 共同生活援助事業所　りんりん
858-0903
佐世保市上本山町８０８番地４

0956-59-8770
0956-59-8701

特定非営利活動法人　べるず H28.1.1 24

16 グリーンプレイス比良
857-0040
佐世保市比良町４－２０

0956-37-3111
0956-23-8282

合同会社　みどりこ H28.4.1 29

17 グループホーム　あいらんど
857-1174
佐世保市天神3丁目2702－4

0956-80-1516
0956-80-1517

株式会社　ひろ H30.12.1 6

18 グループホーム　鐘のなる丘
859-3236
佐世保市南風崎町５５９

0956-26-9855
0956-26-9865

社会福祉法人　風車会 H26.4.1 5

19 グループホーム　せちばる
859-6408
佐世保市世知原町栗迎１番地

0956-73-3232
0956-73-3233

医療法人　敬仁会 H19.4.1 18

20 グループホーム　パールガーデン
859-3451
佐世保市針尾東町１４６３－１

0956-58-2530
0956-58-2570

特定非営利活動法人　佐世保サンライズ H26.4.1 10

21 グループホーム　ふるはーと
857-0136
佐世保市田原町１３－５

0956-49-6215
0956-40-7848

一般社団法人　ハートフル H27.5.1 16

22 グループホーム　いなり
857-0851
佐世保市稲荷町６番２号

0956-76-7070
0956-76-7070

社会福祉法人　むすび会 H27.11.1 14

23 グループホーム名切
857-0801
佐世保市祇園町17-21　富永アパート2階

0956-59-7488
0956-59-7488

一般社団法人　悠 R2.5.1 4

24 ケアホーム・パンジー
859-6324
佐世保市吉井町吉元６５９－８

0956-64-4318
0956-64-4318

特定非営利活動法人　Ｉ．Ｓ．Ｋ H26.4.1 20

25 木かげ
858-0916
佐世保市木宮町4番12号

0956-48-6817
0956-59-8821

一般社団法人　岐の宮会 H31.1.1 6

26 湖畔荘
857-0112
佐世保市柚木町１１７４番地２

0956-46-2121
0956-46-2323

社会福祉法人　蓮華園 H19.4.1 20

27 桜が丘学園　ケアーセンター
857-0112
佐世保市柚木町１２６８番地

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H18.10.1 13

28 さんりんしゃ
859-6325
佐世保市吉井町大渡104-9

(0956)64-2612
(0956)64-2287

有限会社　さんりんしゃ H26.4.1 9

29 指定共同生活援助事業所　サン
859-6106
佐世保市江迎町北田５４４－３

0956-65-2520
0956-65-3568

社会福祉法人　一粒の麦の会 H26.4.1 24

30 社会福祉法人つばさ会　山の田荘
857-0011
佐世保市春日町１０－１

0956-22-6335
　－－－－－

社会福祉法人　つばさ会 H18.10.1 4

31 生活支援やまびこホーム瀬戸越
857-0134
佐世保市瀬戸越3丁目1417-14

0956-22-5525
　－－－－－

株式会社　やまびこ学苑 R2.8.1 5

32 ダイバーズホーム
859-6101
佐世保市江迎町長坂164番地29

0956-65-2205
0956-65-2244

株式会社　佐世保福祉 R2.6.1 7

33 太陽ホーム
857-0804
佐世保市松川町10番地6

0956-37-8102
0956-23-4251

株式会社　ひなた H30.9.1 16

34 チームこもれび
857-0804
佐世保市松川町６－２３

0956-76-7710
0956-76-7710

社会福祉法人　宮共生会 H19.4.1 50

35 ちゃれんじ有福ホーム
859-3241
佐世保市有福町４１８６番地６

0956-58-5151
0956-58-5155

佐世保ブロイラーセンター株式会社 H30.4.1 5

36 にじホーム
857-0144
佐世保市皆瀬町２８４番地１

0956-76-9551
0956-76-9551

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H28.9.1 14

37 ＨＯＭＥさせぼ
857-1161
佐世保市大塔町33-10

0956-33-9201
0956-33-9201

社会福祉法人　南高愛隣会 H26.4.1 30

38 北松事業所
859-6123
佐世保市江迎町小川内２１

0956-65-3210.
0956-65-3226

社会福祉法人　民生会 H26.4.1 72

39 マザーワートグループホーム
857-0133
佐世保市矢峰町２６４－６

0956-41-6105
0956-41-6105

特定非営利活動法人　バイタルフレンド H28.6.1 10

40 ゆいホーム
857-0812
佐世保市須佐町１６－３３

0956-22-1945
0956-22-1901

有限会社　ゆい H18.10.1 10

41 ゆめホーム
858-0913
佐世保市新田町５１５番地１

0956-56-3858
0956-56-3858

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H26.4.1 16

42 ゆめホームうめだ
857-0017
佐世保市梅田町１１８

0956-37-8110
　－－－－－

株式会社　湧命 R3.4.1 4

43 共同生活事業所　サンライフ長坂
859-6101
佐世保市江迎町長坂189番地1

0956-66-2515
0956-66-2515

特定非営利活動法人　かたる会 R3.9.1 17

44 グループホームここな
858-0926
佐世保市大潟町７２５－８７

0956-59-4059
0956-59-6529

株式会社　ブレインズ R3.11.1 7

形態

令和3年12月1日現在

日中サービス支援型

日中サービス支援型

外部サービス利用型

外部サービス利用型

外部サービス利用型

外部サービス利用型

外部サービス利用型

外部サービス利用型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型

介護サービス包括型
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②相談支援

〈１〉計画相談支援（指定相談支援事業所）　　　　　　　　　　　　　　

設置者（法人） 指定の種別

電話番号

FAX番号

1 ウイング
〒857-0013
佐世保市赤木町549番地

0956-24-1011
0956-24-1012

社会福祉法人　つばさ会 H26.10.1

2 オードリー　勝富事業所
〒857-0803
佐世保市勝富町7-18

0956-76-7703
0956-76-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステーション H25.4.1

3 さんりんしゃ
〒859-6325
佐世保市吉井町大渡104-10

0956-41-2323
0956-41-2711

一般社団法人　三輪車 R1.5.1

4 指定特定相談支援事業所　ブレス
〒859-6113
佐世保市江迎町栗越199番地

0956-65-2520
0956-65-2349

社会福祉法人　一粒の麦の会 H25.4.1

5 相談支援事業所　いろり
〒859-6121
佐世保市江迎町奥川内300-1

0956-80-3623
0956-66-8434

社会福祉法人　民生会 H25.3.1

6 相談支援事業所　えくぼ
〒857-0028
佐世保市八幡町3-2

0956-22-0488
0956-22-0488

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H24.4.1

7 相談支援事業所　すだち
〒859-6305
佐世保市吉井町直谷372番地2

0956-64-3768
0956-64-3768

社会福祉法人　あしたば会 H25.11.1

8 相談支援事業所　そしある
〒859-3241
佐世保市有福町90-11　メゾン有福605

0956-55-7859
0956-55-4686

ＳＴＥＰＬＡＮ株式会社 H29.5.1

9 相談支援事業所　集　（つどい）
〒859-6101
佐世保市江迎町長坂261-1

0956-66-3434
0956-66-3434

株式会社　佐世保福祉 H27.11.2

10 相談支援事業所　野の花
〒857-0112
佐世保市柚木町1279番地1

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1

11 相談支援事業所　みかわち
〒859-3151
佐世保市三川内本町358番地4

0956-30-6170
0956-30-7810

医療法人　雄人会 H30.11.1

12 相談支援事業所　ゆめ
〒857-1166
佐世保市木風町1473-1　4階

080-3386-8993
0956-88-7213

株式会社　湧命 R2.11.1

13 相談支援事業所　りんりん
〒858-0903
佐世保市上本山町808-4

0956-59-8770
0956-59-8701

特定非営利活動法人　べるず H27.11.2

14 相談支援事業所　あさひ
〒858-0926
佐世保市大潟町50番地1

0956-59-5552
0956-59-5502

社会福祉法人　大空の会 H24.8.1

15 相談支援事業所・かわい
〒859-6311
佐世保市吉井町橋川内1000-1

0956-41-2855
0956-41-2856

特定非営利活動法人　Ｉ．Ｓ．Ｋ H26.3.3

16 相談支援センター「のぞみ」
〒859-3213
佐世保市権常寺町1108-6

0956-76-8380
0956-76-8430

社会福祉法人　宮共生会 H24.4.1

17 相談事業所　ふれんず
〒857-0053
佐世保市常盤町8-8　富士ビル4階

0956-23-5389
0956-23-5336

特定非営利活動法人　チーム・フォー・バイ・フォー H24.4.1

18 チャレンジ
〒859-3241
佐世保市有福町94-2

0956-58-2520
0956-58-5155

特定非営利活動法人　佐世保自立支援センター
チャレンジ

H26.11.4

19 ＮＥＵＴＲＡＬ
〒857-0871
佐世保市本島町3番27号　安東ビル2階

0956-76-7413
0956-34-0325

イノベーションジャパン株式会社 H30.7.1

20 ハウスフリーデ
〒859-3223
佐世保市広田1丁目2-14

0956-27-5770
0956-27-5771

医療法人　慶友会 H27.3.2

21 BRIDGEはぴねす
〒857-1161
佐世保市大塔町33-10

0956-33-8415
0956-23-5280

社会福祉法人　南高愛隣会 H24.8.1

22 ふるさと事業所
〒857-0852
佐世保市干尽町3-101

0956-33-1223
0956-33-1345

社会福祉法人　むすび会 H26.8.1

23 マザーワート相談事業所
〒857-0114
佐世保市小舟町82-7

0956-88-7256
0956-88-7256

特定非営利活動法人　バイタルフレンド H26.8.1

24 みらい
〒858-0903
佐世保市上本山町927番地

0956-40-5600
0956-40-6060

社会福祉法人　チアフルハーツ H25.10.1

25 あいずケアプランセンター特定相談支援事業所
〒857-0044
佐世保市相生町2番35号

0956-37-9234
0956-37-9235

株式会社　あいず R3.6.1

設置者（法人） 指定の種別

電話番号

FAX番号

1 相談支援事業所　いろり
〒859-6121
佐世保市江迎町奥川内３００－１

0956-80-3623
0956-66-8434

社会福祉法人　民生会 H25.3.1

2 相談支援事業所　えくぼ
〒857-0028
佐世保市八幡町３－２

0956-22-0488
0956-22-0488

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H24.4.1

3 相談支援事業所　野の花
〒857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1

4 相談支援事業所　あさひ
〒858-0926
佐世保市大潟町５０番地１

0956-59-5552
0956-59-5502

社会福祉法人　大空の会 H24.8.1

5 相談支援センター「のぞみ」
〒859-3213
佐世保市権常寺町１１０８－６

0956-76-8380
0956-76-8430

社会福祉法人　宮共生会 H24.4.1

6 相談事業所　ふれんず
〒857-0053
佐世保市常盤町８－８　富士ビル４F

0956-23-5389
0956-23-5389

特定非営利活動法人　チーム・フォー・バイ・フォー H24.4.1

7 BRIDGEはぴねす
〒857-1161
佐世保市大塔町３３－１０

0956-33-8415
0956-23-5280

社会福祉法人　南高愛隣会 H24.8.1

設置者（法人） 指定の種別

電話番号

FAX番号

1 相談支援事業所　いろり
〒859-6121
佐世保市江迎町奥川内３００－１

0956-80-3623
0956-66-8434

社会福祉法人　民生会 H25.3.1

2 相談支援事業所　野の花
〒857-0112
佐世保市柚木町１２７９番地１

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1

3 相談支援事業所　あさひ
〒858-0926
佐世保市大潟町５０番地１

0956-59-5552
0956-59-5502

社会福祉法人　大空の会 H24.8.1

4 BRIDGEはぴねす
〒857-1161
佐世保市大塔町３３－１０

0956-33-8415
0956-23-5280

社会福祉法人　南高愛隣会 H24.8.1

〈２〉地域移行支援（指定一般相談支援事業所）

指定年月日
番号

事　　業　　所

名　　　称 所　在　地 名　　　称

令和3年12月1日現在

番号

事　　業　　所

名　　　称 所　在　地 名　　　称 指定年月日

〈３〉地域定着支援（指定一般相談支援事業所）

番号

事　　業　　所

名　　　称 所　在　地 名　　　称 指定年月日
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〈１〉児童発達支援センター

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 児発 放デイ
保育所
訪問

居宅

1 佐世保市立　すぎのこ園
857-0852
佐世保市干尽町３－１０１

(0956)32-7791
(0956)32-7791

佐世保市 H24.4.1 30 － － －

2 さんりんしゃ
859-6325
佐世保市吉井町大渡１０４－１０

0956-41-2700
0956-41-2711

一般社団法人　三輪車 R1.5.1 10 － ○ －

〈２〉児童発達支援

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 児発 放デイ
保育所
訪問

居宅

1 佐世保市子ども発達センター
857-0053
佐世保市常盤町６－１  サンクル４番館

0956-23-3945
0956-29-0069

佐世保市 H24.4.1 10 － － －

2 チャイルドハートときわ
857-0053
佐世保市常盤町３番９号　ダイセイ常盤ビル３F

0956-24-4505
　－－－－－

一般社団法人　日本教育機構 H30.9.1 10 － － －

3 キッズすてっぷ　あいのうら
858-0915
佐世保市上相浦町９番7号

0956-59-6936
0956-59-6937

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ H27.4.1 － －

4 キッズすてっぷ　かいぜ
857-0144
佐世保市皆瀬町４８－１６

0956-59-9770
0956-59-9770

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ H28.7.1 － －

5 キッズすてっぷ　させぼ
857-0011
佐世保市春日町３７－１

0956-59-9989
0956-59-9989

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ H27.5.1 － －

6 きっずすてっぷ　わかば
857-0833
佐世保市若葉町３２－３

0956-59-8799
0956-59-8799

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ R3.2.1 － －

7 キッズルームかわい
859-6311
佐世保市吉井町橋川内１０００番地１

0956-41-2855
0956-41-2856

特定非営利活動法人　Ｉ．Ｓ．Ｋ H24.4.1 － －

8 させぼ療育ｐｌｕｓ
857-0802
佐世保市高天町１２番１３号　田雑ビル1F

0956-37-6464
0956-37-6482

佐世保療育サポート　合同会社 H30.3.1 － －

9 さんりんしゃ３
859-6325
佐世保市吉井町大渡１０４－９

0956-64-2612
0956-64-2287

有限会社　三輪車 H24.11.1 － －

10 四季ヶ坂療育園
857-0112
佐世保市柚木町１２７９－１

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 － －

11 児童デイ　ゆめ　木風
857-1166
佐世保市木風町１４７３－１　４Ｆ

0956-37-8991
0956-37-8991

株式会社　湧命 H28.8.1 － －

12 児童デイ　ゆめ　木風２
857-1166
佐世保市木風町１４７３－１　５Ｆ

0956-37-8992
0956-37-8992

株式会社　湧命 H28.9.1 － －

13 児童デイ　ゆめ　木風３
857-1166
佐世保市木風町１４７３－１　２Ｆ

0956-37-8993
0956-37-8993

株式会社　湧命 H28.10.1 － －

14 児童デイ　ゆめ　ときわ
857-0053
佐世保市常盤町１－８　２Ｆ

0956-37-9601
0956-37-9601

株式会社　湧命 H28.9.1 － －

15 児童デイ　ゆめ　ときわ２
857-0053
佐世保市常盤町１－８　３Ｆ

0956-37-9602
0956-37-9602

株式会社　湧命 H28.10.1 － －

16 児童デイサービス　みかわち
859-3151
佐世保市三川内本町３５８番地４

0956-30-7000
0956-30-6170

医療法人　雄人会 H31.2.1 ○ ○

17 児童発達支援・放課後等デイサービス　いろは
859-3241
佐世保市有福町９０－１１　メゾン有福２０１

0956-55-7957
0956-55-1061

ＳＴＥＰＬＡＮ株式会社 H29.5.1 － －

18 児童発達支援・放課後等デイサービス　おとは
859-3241
佐世保市有福町４１５９－１

0956-55-6641
0956-55-4686

ＳＴＥＰＬＡＮ株式会社 H30.10.1 － －

19 スマイルてんじん
857-1174
佐世保市天神２丁目１９－４５

0956-31-3838
0956-31-3938

株式会社　ティー・エイチ H31.2.1 － －

20 チームごちゃまぜきっず
859-3213
佐世保市権常寺町１１０８－６

0956-76-8499
0956-76-8430

社会福祉法人　宮共生会 R2.12.1 － －

21 チームＪきっず
857-0802
佐世保市高天町６－１　４Ｆ

0956-59-7553
0956-56-9350

社会福祉法人　宮共生会 R2.12.1 － －

22 チームみらいときっず
857-0851
佐世保市稲荷町２５－３８

0956-37-8805
0956-37-8806

社会福祉法人　宮共生会 R1.11.1 － －

23 BLUE PLANETS
857-0877
佐世保市万津町５－８　東洋ビル２Ｆ

0956-88-7613
0956-88-7474

株式会社　BLUE PLANETS R2.4.1 ○ －

24 放課後等デイサービス　クローバー
859-3211
佐世保市早苗町４８７

0956-39-2828
0956-39-2225

株式会社　わかば H26.11.1 － －

25 児童発達支援・放課後等デイサービス　NINOS
857-0027
佐世保市谷郷町4番14号　させぼパレスホテル2F

0956-37-8747
0956-37-8758

株式会社　させぼパレスホテル R3.8.1 － －

26 音楽特化型放課後等デイサービスGrace
857-0874
佐世保市京坪町4番9号

0956-42-1515
0956-42-1515

株式会社　Grace R3.12.1 － －

〈３〉放課後等デイサービス

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 児発 放デイ
保育所
訪問

居宅

1 キッズすてっぷ　あいのうら
858-0915
佐世保市上相浦町９番7号

0956-59-6936
0956-59-6937

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ H27.4.1 － －

2 キッズすてっぷ　かいぜ
857-0144
佐世保市皆瀬町４８－１６

0956-59-9770
0956-59-9770

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ H28.7.1 － －

3 キッズすてっぷ　させぼ
857-0011
佐世保市春日町３７－１

0956-59-9989
0956-59-9989

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ H27.5.1 － －

4 きっずすてっぷ　わかば
857-0833
佐世保市若葉町３２－３

0956-59-8799
0956-59-8799

株式会社　ＦＵＳＩＯＮ R3.2.1 － －

5 キッズルームかわい
859-6311
佐世保市吉井町橋川内１０００番地１

0956-41-2855
0956-41-2856

特定非営利活動法人　Ｉ．Ｓ．Ｋ H24.4.1 － －

6 させぼ療育ｐｌｕｓ
857-0802
佐世保市高天町１２番１３号　田雑ビル1F

0956-37-6464
0956-37-6482

佐世保療育サポート　合同会社 H30.3.1 － －

7 さんりんしゃ３
859-6325
佐世保市吉井町大渡１０４－９

0956-64-2612
0956-64-2287

有限会社　三輪車 H24.11.1 － －

8 四季ヶ坂療育園
857-0112
佐世保市柚木町１２７９－１

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1 － －

9 児童デイ　ゆめ　木風
857-1166
佐世保市木風町１４７３－１　４Ｆ

0956-37-8991
0956-37-8991

株式会社　湧命 H28.8.1 － －

10 児童デイ　ゆめ　木風２
857-1166
佐世保市木風町１４７３－１　５Ｆ

0956-37-8992
0956-37-8992

株式会社　湧命 H28.9.1 － －

11 児童デイ　ゆめ　木風３
857-1166
佐世保市木風町１４７３－１　２Ｆ

0956-37-8993
0956-37-8993

株式会社　湧命 H28.10.1 － －

12 児童デイ　ゆめ　ときわ
857-0053
佐世保市常盤町１－８　２Ｆ

0956-37-9601
0956-37-9601

株式会社　湧命 H28.9.1 － －

13 児童デイ　ゆめ　ときわ２
857-0053
佐世保市常盤町１－８　３Ｆ

0956-37-9602
0956-37-9602

株式会社　湧命 H28.10.1 － －

14 児童デイサービス　みかわち
859-3151
佐世保市三川内本町３５８番地４

0956-30-7000
0956-30-6170

医療法人　雄人会 H31.2.1 ○ ○

15 児童発達支援・放課後等デイサービス　いろは
859-3241
佐世保市有福町９０－１１　メゾン有福２０１

0956-55-7957
0956-55-1061

ＳＴＥＰＬＡＮ株式会社 H29.5.1 － －

16 児童発達支援・放課後等デイサービス　おとは
859-3241
佐世保市有福町４１５９－１

0956-55-6641
0956-55-4686

ＳＴＥＰＬＡＮ株式会社 H30.10.1 － －

17 スマイルてんじん
857-1174
佐世保市天神２丁目１９－４５

0956-31-3838
0956-31-3938

株式会社　ティー・エイチ H28.12.1 － －

18 チームごちゃまぜきっず
859-3213
佐世保市権常寺町１１０８－６

0956-76-8499
0956-76-8430

社会福祉法人　宮共生会 H29.5.1 － －

19 チームＪきっず
857-0802
佐世保市高天町６－１　４Ｆ

0956-59-7553
0956-56-9350

社会福祉法人　宮共生会 R2.4.1 － －

20 チームみらいときっず
857-0851
佐世保市稲荷町２５－３８

0956-37-8805
0956-37-8806

社会福祉法人　宮共生会 H24.10.1 － －

21 BLUE PLANETS
857-0877
佐世保市万津町５－８　東洋ビル２Ｆ

0956-88-7613
0956-88-7474

株式会社　BLUE PLANETS R2.4.1 ○ －

22 放課後等デイサービス　クローバー
859-3211
佐世保市早苗町４８７

0956-39-2828
0956-39-2225

株式会社　わかば H26.11.1 － －

23 いろえんぴつ
859-3214
佐世保市権常寺１丁目４番２０号　ふるさわビル２階

0956-80ｰ3515
0956-80-3610

株式会社　ｃｏｌｏｒｓ H31.3.1 － 10 － －

24 キッズデイ かのん
858-0918
佐世保市相浦町２６８２－１　１０３号

0956-37-8440
0956-37-8441

株式会社　ｇｒｏｗ.ｍａｍ R2.5.11 － 10 － －

25 子ども発達支援　やまびこ学苑佐世保校
857-0027
佐世保市谷郷町２－４　２Ｆ

0956-59-5067
0956-26-0708

株式会社　やまびこ学苑 H26.4.1 － 10 － －

6（生活介護を含む）

　③児童（障がい児）福祉施設等 令和3年12月1日現在
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〈３〉放課後等デイサービス

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 児発 放デイ
保育所
訪問

居宅

26 子ども発達支援　やまびこ学苑第二佐世保校
857-0027
佐世保市谷郷町２－４　４Ｆ

0956-59-7736
0956-26-0708

株式会社　やまびこ学苑 H26.11.1 － 10 － －

27 子ども発達支援　やまびこ学苑潮見校
856-0834
佐世保市潮見町６－３　３Ｆ

0956-59-6660
0956-59-6661

株式会社　やまびこ学苑 H27.9.1 － 10 － －

28 子ども発達支援　やまびこ学苑第二潮見校
857-0834
佐世保市潮見町６－３　２Ｆ

0956-59-6609
0956-59-6661

株式会社　やまびこ学苑 H28.7.1 － 10 － －

29 子ども発達支援　やまびこ学苑大塔校
857-1161
佐世保市大塔町１７３０－１５

0956-76-8037
0956-76-8038

株式会社　やまびこ学苑 H29.6.1 － 10 － －

30 さんりんしゃ１
859-6325
佐世保市吉井町大渡１０４－９

0956-64-2612
0956-64-2287

有限会社　三輪車 H24.4.1 － 10 － －

31 スマイルてんじん２号館
857-1174
佐世保市天神２丁目１９－４５　天神2丁目ビル2－1

0956-56-3017
0956-56-3018

株式会社　ティー・エイチ R2.8.1 － 10 － －

32 多機能型事業所　ひまわりのもり
859-3223
佐世保市広田３丁目１８－３０

0956-37-9010
0956-37-9011

株式会社　ひまわりの森 H29.11.1 － 10 ○ －

33 ひまわりのもりしーず
859-3214
佐世保市権常寺１丁目９－１３

0956-59-8542
0956-59-8543

株式会社　ひまわりの森 R2.9.1 － 10 － －

34 チャイルドハート名切
857-0053
佐世保市常盤町３番９号　ダイセイ常盤ビル２F

0956-24-4505
0956-24-4505

一般社団法人　日本教育機構 H27.9.1 － 10 － －

35 ぷらすキッズ梅田館
857-0017
佐世保市梅田町６－３　２Ｆ

0956-59-8739
0956-59-8759

株式会社　ぷらすキッズ H28.3.1 － 10 － －

36 ぷらすキッズ白岳館
857-1164
佐世保市白岳町１４４－５

0956-59-9696
0956-59-9119

株式会社　ぷらすキッズ H26.2.1 － 10 － －

37 ぷらすキッズ広田館
859-3223
佐世保市広田１丁目２８－７

0956-26-5501
0956-26-5502

株式会社　ぷらすキッズ H27.2.1 － 10 － －

38 放課後等児童ディサービス　えびす
857-1174
佐世保市天神５丁目９番２６号

0956-59-5701
0956-59-5702

株式会社　福祉工房Ｋ’ｓ R1.10.1 － 10 － －

39 放課後等デイサービス　えむかえサクラ
859-6141
佐世保市鹿町町新深江８番地４

0956-65-2530
0956-65-2349

株式会社　ドミニコ R2.12.1 － 10 － －

40 放課後等デイサービス　つくしんぼ
859-3211
佐世保市早苗町５０８－１３

0956-39-2828
0956-39-2225

株式会社　わかば H28.4.1 － 10 － －

41 放課後等デイサービス　リアン
858-0908
佐世保市光町１番地３５

0956-59-6471
0956-59-6472

社会福祉法人　民生会 H30.4.1 － 10 － －

42 放課後等デイサービス事業所　にじいろキッズ（重症心身障害児）
858-0926
佐世保市大潟町５０－１

0956-59-5552
0956-59-5502

社会福祉法人　大空の会 H28.6.1 － 10 － －

43 放課後等デイサービス　ひびき
857-0133
佐世保市矢峰町１１６－７

0956-37-6303
0956-37-6313

一般社団法人　ライフサポートパートナー
ひびき

H30.7.1 － 10 － －

44 リトルガーデン
857-0040
佐世保市比良町４番２０号

0956-37-3111
0956-23-8282

合同会社　みどりこ H28.4.1 － 10 － －

45 児童発達支援・放課後等デイサービス　NINOS
857-0027
佐世保市谷郷町4番14号　させぼパレスホテル2F

0956-37-8747
0956-37-8758

株式会社　させぼパレスホテル R3.8.1 － －

46 放課後等デイサービス　ひだまり
859-3241
佐世保市有福町570番地29

0956-38-8386
0956-38-8386

一般社団法人　みらいパートナーズ R3.11.1 － 10 － －

47 音楽特化型放課後等デイサービスGrace
857-0874
佐世保市京坪町4番9号

0956-42-1515
0956-42-1515

株式会社　Grace R3.12.1 － －

〈４〉居宅訪問型児童発達支援

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 児発 放デイ
保育所
訪問

居宅

1 児童デイサービス　みかわち
859-3151
佐世保市三川内本町３５８番地４

0956-30-7000
0956-30-6170

医療法人　雄人会 H30.11.1 ○ ○

〈５〉保育所等訪問支援

番号 名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体
経営主体

指定年月日 児発 放デイ
保育所
訪問

居宅

1 さんりんしゃ
859-6325
佐世保市吉井町大渡１０４－１０

0956-41-2700
0956-41-2711

一般社団法人　三輪車 R1.6.1 10 － ○ －

2 児童デイサービス　みかわち
859-3151
佐世保市三川内本町３５８番地４

0956-30-7000
0956-30-6170

医療法人　雄人会 H30.11.1 ○ ○

3 多機能型事業所　ひまわりのもり
859-3223
佐世保市広田三丁目18番30号

0956-37-9010
0956-37-9011

株式会社　ひまわりの森 H29.11.1 － 10 ○ －

4 BLUE PLANETS
857-0877
佐世保市万津町5－8　東洋ビル2F

0956-88-7613
0956-88-7474

株式会社　BLUE PLANETS R2.3.1 ○ －

〈６〉指定障害児相談支援事業所

設置者（法人） 指定の種別

電話番号

FAX番号

1 ウイング
〒857-0013
佐世保市赤木町549番地

0956-24-1011
0956-24-1012

社会福祉法人　つばさ会 H26.10.1

2 オードリー　勝富事業所
〒857-0803
佐世保市勝富町7-18

0956-76-7703
0956-76-7704

特定非営利活動法人　ステップアップステー
ション

H31.4.1

3 さんりんしゃ
〒859-6325
佐世保市吉井町大渡104-10

0956-41-2323
0956-41-2711

一般社団法人　三輪車 R1.5.1

4 指定特定相談支援事業所　ブレス
〒859-6113
佐世保市江迎町栗越199番地

0956-65-2520
0956-65-2349

社会福祉法人　一粒の麦の会 H25.4.1

5 相談支援事業所　いろり
〒859-6121
佐世保市江迎町奥川内300-1

0956-80-3623
0956-66-8434

社会福祉法人　民生会 H25.3.1

6 相談支援事業所　えくぼ
〒857-0028
佐世保市八幡町3-2

0956-22-0488
0956-22-0488

社会福祉法人　佐世保市手をつなぐ育成会 H24.4.1

7 相談支援事業所　すだち
〒859-6305
佐世保市吉井町直谷372番地2

0956-64-3768
0956-64-3768

社会福祉法人　あしたば会 H25.11.1

8 相談支援事業所　そしある
〒859-3241
佐世保市有福町90-11　メゾン有福605

0956-55-7859
0956-55-4686

ＳＴＥＰＬＡＮ株式会社 H29.5.1

9 相談支援事業所　集　（つどい）
〒859-6101
佐世保市江迎町長坂261-1

0956-66-3434
0956-66-3434

株式会社　佐世保福祉 H27.11.2

10 相談支援事業所　野の花
〒857-0112
佐世保市柚木町1279番地1

0956-46-0123
0956-46-0391

社会福祉法人　蓮華園 H24.4.1

11 相談支援事業所　みかわち
〒859-3151
佐世保市三川内本町358番地4

0956-30-6170
0956-30-7810

医療法人　雄人会 H30.11.1

12 相談支援事業所　ゆめ
〒857-1166
佐世保市木風町1473-1　4階

080-3386-8993
0956-88-7213

株式会社　湧命 H29.9.1

13 相談支援事業所　りんりん
〒858-0903
佐世保市上本山町808-4

0956-59-8770
0956-59-8701

特定非営利活動法人　べるず H27.11.2

14 相談支援事業所　あさひ
〒858-0926
佐世保市大潟町50番地1

0956-59-5552
0956-59-5502

社会福祉法人　大空の会 H24.8.1

15 相談支援事業所・かわい
〒859-6311
佐世保市吉井町橋川内1000-1

0956-41-2855
0956-41-2856

特定非営利活動法人　Ｉ．Ｓ．Ｋ H26.3.3

16 相談支援センター「のぞみ」
〒859-3213
佐世保市権常寺町1108-6

0956-76-8380
0956-76-8430

社会福祉法人　宮共生会 H24.4.1

17 相談事業所　ふれんず
〒857-0053
佐世保市常盤町8-8　富士ビル4階

0956-23-5389
0956-23-5336

特定非営利活動法人　チーム・フォー・バイ・
フォー

H24.4.1

18 ＮＥＵＴＲＡＬ
〒857-0871
佐世保市本島町3番27号　安東ビル2階

0956-76-7413
0956-34-0325

イノベーションジャパン株式会社 H30.7.1

19 BRIDGEはぴねす
〒857-1161
佐世保市大塔町33-10

0956-33-8415
0956-23-5280

社会福祉法人　南高愛隣会 H24.8.1

20 マザーワート相談事業所
〒857-0114
佐世保市小舟町82-7

0956-88-7256
0956-88-7256

特定非営利活動法人　バイタルフレンド H26.8.1

21 みらい
〒858-0903
佐世保市上本山町927番地

0956-40-5600
0956-40-6060

社会福祉法人　チアフルハーツ H25.10.1

22 あいずケアプランセンター特定相談支援事業所
〒857-0044
佐世保市相生町2番35号

0956-37-9234
0956-37-9235

株式会社　あいず R3.6.1

10
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10

番号

事　　業　　所

名　　　称 所　在　地 名　　　称 指定年月日
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（３）児童福祉施設等
①助産施設

郵便番号 電話番号 設置主体 代表者名 認可

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日

〒857-8511 増﨑　英明

平瀬町9-3 増﨑　英明

②児童センター
郵便番号 電話番号 設置主体 認可

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 年月日

〒857-0851 佐世保市

稲荷町2-5 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒857-0136 佐世保市

田原町8-37 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒857-1152 佐世保市

黒髪町52-5 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒858-0918 佐世保市

相浦町357 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒859-3212 佐世保市

花高1丁目6-45 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒857-0011 佐世保市

春日町18-9 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒859-3224 佐世保市

重尾町63 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒857-0834 佐世保市

潮見町14-14 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒857-4901 佐世保市

宇久町平1910-1 （福）佐世保市社会福祉協議会

〒857-0068 佐世保市

御船町364-5
児童交流ｾﾝﾀｰことひ
ら運営委員会

③保育所
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0851 (0956)31-1416

稲荷町2-25 (0956)31-1416

〒859-3223 (0956)38-2342

広田二丁目1-1 (0956)38-2346

〒858-0915 (0956)47-2476

上相浦町5-13 (0956)47-2476

〒857-0134 (0956)49-3825

瀬戸越二丁目3-6 (0956)49-4908

〒859-3211 (0956)38-2968

早苗町551-7 (0956)38-3111

〒858-0923 (0956)28-3264

日野町780-5 (0956)28-1853

〒857-1165 (0956)32-7438

大和町898 (0956)37-8066

〒857-0059 (0956)22-2751

元町5-24 (0956)22-2751

〒857-0143 (0956)49-2858

吉岡町1494 (0956)49-2986

〒857-0863 (0956)22-8795

三浦町8-8 (0956)22-8721
10 三浦保育園 （福）三浦保育会 S28.7.1 65

8 進徳保育園 （宗）教法寺 S23.6.30 80

9 みどり保育園 （福）若竹寮 S28.7.1 60

6 日野保育園 （福）日野進徳会 S35.5.1 130

7 保育所海光園 （福）清風園 S23.6.30 50

4 大野保育所 （福）つばさ会 S43.4.1 120

5
光の子乳児保
育園

（福）光の子福祉会 S48.11.1 40

2 佐世保市東部子育て支
援センター　早岐保育所 佐世保市 S28.8.1 60

3
佐世保市北部子育て支
援センター　上相浦保育
所

佐世保市 S31.6.1 60

No 名称 認可年月日 定員

1 佐世保市中部子育て支
援センター　大黒保育所

佐世保市
（福）光洋会

S25.1.1 100

10
佐世保市立児童
交流センターこと
ひら

(0956)24-6855 H14.4.1

8
佐世保市立山澄
児童センター

H16.4.1

9
佐世保市立宇久
児童センター

(0959)57-3132 H10.4.1

(0956)31-2557

6
佐世保市立春日
児童センター

(0956)25-3785 S62.4.1

7
佐世保市立広田
児童センター

(0956)39-5366 H8.5.1

4
佐世保市立相浦
児童センター

(0956)47-2323 S58.4.1

5
佐世保市立早岐
児童センター

(0956)38-1152 S59.4.1

佐世保市立大野
児童センター

(0956)40-9345 S56.4.1

3
佐世保市立黒髪
児童センター

(0956)34-0700 S57.4.1

No 名称

1
佐世保市立稲荷
児童センター

(0956)34-1152 S55.4.1

2

No 名称 定員

1 佐世保市総合医療
センター助産施設 (0956)24-1515 佐世保市 H3.2.1 2
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郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒859-3165 (0956)30-8802

江永町580 (0956)30-6030

〒857-0021 (0956)23-0832

折橋町10-25 (0956)23-5003

〒857-1173 (0956)31-0963

十郎新町80-1 (0956)31-0973

〒857-1174 (0956)31-2664

天神2丁目272-49 (0956)31-7019

〒858-0908 (0956)48-3313

光町1-44 (0956)48-5098

〒857-0812 (0956)22-7985

須佐町1-9 (0956)22-8576

〒858-0918 (0956)47-2338

相浦町153-1 (0956)47-8022

〒857-0832 (0956)31-4096

藤原町40-8 (0956)31-4409

〒857-1152 (0956)31-6783

黒髪町2-10 (0956)31-6783

〒857-0136 (0956)49-4700

瀬戸越三丁目260-2 (0956)49-4901

〒857-0011 (0956)22-2015

春日町15-46 (0956)22-3077

〒858-0913 (0956)47-4116

新田町487-3 (0956)47-5443

〒859-3212 (0956)38-4329

花高1丁目269-10 (0956)38-4300

〒858-0925 (0956)47-4990

椎木町300-2 (0956)47-4998

〒857-0024 (0956)25-0415

花園町205-2 (0956)24-0721

〒857-1153 (0956)33-3301

もみじが丘町41-11 (0956)33-3513

〒857-0132 (0956)40-8844

松原町223-1 (0956)76-9441

〒859-3453 (0956)58-4354

針尾西町260-1 (0956)58-5643

〒857-0144 (0956)40-8854

皆瀬町94-1 (0956)40-8719

〒859-3226 (0956)20-5100

崎岡町2821 (0956)20-5101

〒857-0017 (0956)23-0777

梅田町7-20 (0956)23-9393

〒859-6408 (0956)76-2062

世知原町栗迎263 (0956)76-2068

〒859-6408 (0956)76-2246

世知原町栗迎89-9 (0956)76-2284

〒859-6305 (0956)64-2027

吉井町直谷1065-1 (0956)64-2071

〒859-6311 (0956)64-3525

吉井町橋川内486-5 (0956)64-3327

〒859-6326 (0956)64-2324

吉井町立石290-1 (0956)64-4626

〒857-4901 (0959)57-2034

宇久町平2366-1 (0959)57-2034

ひとみ保育園 （福）ひとみ保育園

37 宇久幼児園 （福）宇久幼児園 S27.4.1 20

S55.9.1 50

32 世知原保育園
（福）世知原幼児福
祉会

35
おはしほいくえ
ん

（福）たちばな会 S53.4.1 60

34 吉井北保育園
（福）佐世保市社会
福祉協議会

H13.2.16 60

S50.3.31 5036

S25.12.1 60

H11.10.1 210

H15.1.1 70

33 ゆりかご保育園 （福）国見福祉会

ルンビニ保育園 （福）針尾福祉会

31
佐世保中央保
育園

（福）徳和会

30

28 針尾保育園 （福）針尾福祉会 S53.12.1 70

S54.4.1 14029 かいぜ保育園 （福）一幸福祉会

26
もみじが丘保育
園

（福）くろかみ福祉会 S53.4.1 120

27 愛光保育園 （福）サンタマリア会 S53.6.1 80

24 椎木保育園 （福）椎木保育園 S51.10.1 120

25 アトム保育園 （福）幼老育成会 S53.4.1 90

120

23 花高保育園 （福）恵光園福祉会 S50.10.1 160

21 春日幼児園 （福）春日福祉会 S23.6.30 130

22 新田保育園 （福）新光会 S49.10.1

19 菫ケ丘幼児園
（福）菫ケ丘子供の
家

S24.11.1 160

8020 あさひ保育園 （福）つばさ会 S25.6.7

17 相浦保育園 （福）相浦福祉会 S23.6.30 105

18 藤原幼児園 （福）佐世保愛育会 S23.6.30 90

15 すみれ保育園 （福）慈光福祉会 S46.4.1 70

16 須佐保育園
（福）佐世保市社会
福祉協議会

S32.4.1 70

S44.12.1 60

14 天神保育園 (福）長崎たちばな会 S45.4.1 120

11 江永保育園 （福）江永福祉会 S25.2.21 60

12 天竜保育園 （福）親愛会 S43.4.1 45

13

No 名称 認可年月日 定員

ひばり保育園 （福）光福祉会
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郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0413 (0956)69-2657

小佐々町楠泊411-5 (0956)69-2667

〒858-0926 (0956)26-2125

大潟町528-10 (0956)26-2141

〒859-3154 (0956)30-8740

塩浸町13-2 (0956)30-8720

〒857-1165 (0956)31-2502

大和町454-2 (0956)26-1271

〒857-0112 (0956)46-0125

柚木町2079-1 (0956)46-0185

〒857-0068 (0956)22-8637

御船町1-13 (0956)22-9270

〒857-1164 (0956)32-1404

白岳町148-5 (0956)32-2844

〒857-0413 (0956)69-2621

小佐々町楠泊591 (0956)69-2684

〒859-3223 (0956)39-4744

広田一丁目27-22 (0956)39-4744

〒859-3213 (0956)26-5222

権常寺町1093-2 (0956)26-5242

〒859-3215 (0956)55-6396

早岐１丁目4-12 (0956)38-0058

〒857-1175 (0956)34-4406

天神町1193-4 (0956)37-6662

〒857-0863 (0956)23-5599

三浦町2-1 (0956)76-7303

〒857-0055 (0956)76-7775

湊町7-5 (0956)76-7778

〒857-0135 (0956)49-5347

瀬戸越町1235 (0956)55-1030

〒857-0136 (0956)49-3951

田原町8-35 (0956)49-3951

〒857-0131 (0956)40-8873

大野町21-9 (0956)40-8873

〒857-1151 (0956)33-1239

日宇町2884-1 (0956)87-0801

④幼保連携型認定こども園
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0040 (0956)22-9084

比良町20-7 (0956)22-9093

〒857-0833 (0956)31-3291

若葉町13-10 (0956)33-1066

〒859-3202 (0956)39-3000

上原町12-5 (0956)39-1955

〒857-0064 (0956)28-0044

赤崎町596-20 (0956)28-0446

〒859-6101 (0956)65-2439

江迎町長坂50-1 (0956)65-2466

〒859-6133 (0956)66-8822

江迎町猪調915 (0956)66-8821

〒859-6145 (0956)65-3311

鹿町町土肥ノ浦87-1 (0956)65-3321

〒859-6204 (0956)77-5666

鹿町町下歌ヶ浦984-1 (0956)77-5667

（学）英知学園

6

（学）恵光学園

4

7

185

5

歌ヶ浦青い実幼
児園

115

8

3

赤崎青い実幼
児園

さつき保育園

No 名称

（福）蓮華園

54 さくら保育園 (特非)さくら保育園

（学）有浦学園

光の子グレース
こども園

20

(一社）すくすくｃｏｍ H27.4.1 50

（福）蓮華園

(一社)保育サロンこ
どものそのたんぽぽ

120

H27.4.1

H19.3.27

105
御堂青い実幼
児園

（福）蓮華園

165

ベビーホーム
ちびっ子の家

江迎青い実幼
児園

60（福）童心福祉会

江迎幼稚園・保
育園

H27.4.1

H27.4.1

H27.4.1

105

55

（福）蓮華園

110

H24.4.1

52

(一社)ゆめの輪

H27.4.1

44

55

45 楠栖保育所

46

H27.4.1 20

53
大野ベビーセン
ター

(特非)大野ベビーセ
ンター

66

H27.4.1

36

60

49

こばと幼稚舎 ㈱ＣｏＣｏＮｉ

H20.12.8

H27.4.1

定員

59

51

（学）古賀学園 H23.9.1

90

20

50
させぼ駅前保育
園

太陽の子保育
園

(特非)太陽の子保育
園

H27.4.1 30

（福）針尾福祉会

48

42 柚木保育所 （福）一幸福祉会 H21.2.1

43

H27.4.1

御船保育園

にじいろ保育園

H27.4.1

めばえ保育園

47
保育サロンたん
ぽぽ

H27.4.1

認可年月日

H27.4.1

(一社)ベビーホーム

私立保育園マ
ミー

(一社)マミー

H21.2.1

80

1

H24.12.1

60

40 三川内保育園 （福）和敬会 H19.8.1 70

41 日宇保育所 （福）針尾福祉会

(福）長崎たちばな会

H19.10.1 280

38 純心保育園 （福）純心聖母会 S44.6.30 40

39 大崎保育園 （福）サンタマリア会 H18.11.1 50

比良幼保園

定員No 名称 認可年月日

2 みなとこども園 （福）光洋会 H30.4.1 100
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郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0403 (0956)68-2066
小佐々町臼ノ浦73-
5

(0956)68-2067

〒857-0058 （0956）24-8735

上町8-35 （0956）24-8773

〒859-3234 (0956)59-2015

長畑町396-1 (0956)59-2185

〒857-0058 (0956)22-8055

上町3-16 (0956)22-4415

〒859-3223 (0956)38-3811

広田三丁目31-11 (0956)39-5811

⑤保育所型認定こども園
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0822 (0956)31-7816

山祇町9-32 (0956)31-8070

〒857-0879 (0956)23-0030

島地町5-10 (0956)23-3303

〒857-0862 (0956)20-0900

白南風町1-16 (0956)20-0880

〒857-0131 (0956)49-4380

大野町231-1 (0956)49-3220

〒857-0813 (0956)24-6887

小佐世保町428-10 (0956)56-8808

〒859-6324 (0956)64-2205

吉井町吉元540-1 (0956)64-4243

〒857-0876 (0956)22-2211

塩浜町7-6 (0956)22-2212

〒859-6324 (0956)58-5116

吉井町吉元540-1 (0956)58-5126

⑥地域型保育事業（小規模保育事業）
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0431 (0956)68-2033

浅子町188-14 (0956)56-2101

〒858-0931 (0956)47-3799

高島町697 (0956)47-3799

〒857-0863 (0956)76-7056

三浦町2-1 (0956)76-7034

〒857-3271 (0956)56-2101

黒島町1137 (0956)76-7034

⑦放課後児童クラブ
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒859-3237 (0956)59-2515 佐世保市

城間町305-2 (0956)59-2540 （学）正蓮寺学園

〒859-3161 (0956)30-8501 佐世保市

口の尾町698 〃 （福）江永福祉会

〒859-3223 (0956)38-3998 佐世保市

広田1丁目33-2 (0956)38-9914 個人

〒859-3223 (0956)38-3998 佐世保市

広田1丁目33-2 (0956)38-9914 個人

〒859-3223 (0956)38-3998 佐世保市

広田1丁目33-2 (0956)38-9914 個人

佐世保市

佐世保市

7
塩浜青い実幼
児園

（福）蓮華園 H30.10.1

H27. 4. 1

認可年月日

H27. 4. 1

No

S26.2.1 160

100

8 有福保育園 （福）有寿福祉会 S54.4.1 100

5 森のほいくえん

12 CANDYこども園 （福）愛育会 H19.4.1 120

させぼ
DayNursery

18H29.11.13 (一社）すくすくｃｏｍ

4

12

定員

12

10
九州文化学園
幼稚園

（学）九州文化学園

（福）笑顔会 H29.4.1 60

H27.4.1 270

（福）双葉幼児園

名称

2
市立高島保育
所

1
市立浅子保育
所

9

佐世保ステー
ション保育園

昭徳こども園

2

6

4
ぽっぽ保育学
院

（福）日昇会 H29.4.1 90

3

50

小佐々幼稚園・
保育園

（福）叡智の会 H29.4.1 115

No 名称 認可年月日 定員

黒島こども園 個人 H31.4.1 5

11 （福）愛心福祉会 H31.4.1 70

1
やまずみ幼児
園

(福)愛心福祉会 H30.4.1

13 双葉こども園

90

吉井にじいろこ
ども園

（福）ひなたの会 H31.4.1 70

島地シティ夜間
保育園

（福）蓮華園 H28.4.1

（福）蓮華園 H28.4.1 50

No 名称

1 Ｙｏｕキッズクラブ

2 三川内児童クラブ

3
第1広田ハーモ
ニークラブ

4
第2広田ハーモ
ニークラブ

5
第3広田ハーモ
ニークラブ

No 名称 認可年月日 定員
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郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒859-3212 (0956)38-5811 佐世保市

花高1丁目269 〃 個人

〒859-3212 (0956)38-0866 佐世保市

花高3丁目2-7 (0956)38-4267 （学）佐世保実業学園

〒859-3202 (0956)37-8361 佐世保市

上原町11番地5 (0956)37-8362 （福）光の子福祉会

〒859-3202 (0956)37-8361 佐世保市

上原町11番地5 (0956)37-8362 （福）光の子福祉会

〒859-3215 (0956)55-6396 佐世保市

早岐1丁目3-6 (0956)38-0058 （株）CoCoNi

〒859-3244 (0956)58-4011 佐世保市

江上町933-1 (0956)58-4014 （学）光武学園

〒859-3453 (0956)58-4344 佐世保市

針尾西町260-1 (0956)58-5643 （福）針尾福祉会

〒857-1152 (0956)31-7412 佐世保市

黒髪町598-1 (0956)31-7772 （学）くりのみ学園

〒857-1153 (0956)33-3301 佐世保市

もみじが丘町41-11 (0956)33-3513 （福）くろかみ福祉会

〒857-1164 (0956)32-1404 佐世保市

白岳町148-5 (0956)32-2844 （一社）フォンタナ

〒857-1174 (0956)25-1520 佐世保市

天神2丁目19-45 〃 （特非）愛和育成会

〒857-1175 (0956)34-4406 佐世保市

天神町1193-4 (0956)37-6662 （一社）マミー

〒857-0822 (0956)31-7816 佐世保市

山衹町9番32号 (0956)31-8070 （福）愛心福祉会

〒857-0813 (0956)22-9898 佐世保市

小佐世保町18-1 〃 保護者会

〒857-0802 (0956)23-5207 佐世保市

高天町6-4 (0956)23-5208 （株）錦幸

〒857-080１ (0956)22-0086 佐世保市

祇園町2‐11 020-4666-6572 （一社）みらいキッズ

〒857-0021 (0956)23-0832 佐世保市

折橋町10-25 (0956)23-5003 （福）親愛会

〒857-0134 (080)6452-7123 佐世保市

瀬戸越4丁目1401 (0956)22-0737 （学）西海学園

〒857-0131 (0956)49-4380 佐世保市

大野町231-1 (0956)49-3220 （福）日昇会

〒857-0136 (0956)49-3006 佐世保市

田原町7-20 (0956)49-3028 （学）谷川学園

〒857-0136 (0956)49-4822 佐世保市

田原町203 (0956)40-9373 （学）アソカ学園

〒857-0031 (0956)24-7811 佐世保市

保立町12-31 〃 保護者会

〒857-0068 佐世保市

御船町364番地5 ことひら運営委員会

〒858-0922 (0956)28-7887 佐世保市

鹿子前町330 〃 （一社）赤崎児童クラブ

〒857-1231 090-1513-5910 佐世保市

船越町752-2 （0956）80-4370 （一社）おひさまクラブ

〒858-0923 080-8589-4671 佐世保市

日野町1308 （0956）37－6336 （一社）学志館

〒858-0915 (0956)47-8420 佐世保市

上相浦町3-9 〃 （一社）相浦児童クラブ

〒858-0913 (0956)47-6047 佐世保市

新田町254-10 〃 （一社）信愛児童クラブ

6 花高学童クラブ

7 花高学童教室

8
光の子第一学童
クラブ

9
光の子第二学童
クラブ

10 こばと学童クラブ

11
学童クラブとうめい
キッズ

12
第一学童クラブ
ぽーしゃな

13
キッズクラブＫＵＲ
ＩＮＯＭＩ

14
もみじが丘　児童
クラブ

15
学童教室コスモス
クラブ

16
愛和学童クラブ天
神教室

17 マミー学童クラブ

18
やまずみ児童クラ
ブ

19 ぼちぼちくらぶ

20 みっきー学童教室

21
学童くらぶみらい
キッズ第１教室

22 山手児童クラブ

23
きくのか学童クラ
ブ

24 ぽっぽ学童教室

25 がんばりクラブ

26
キッズクラブＡＳＯ
ＫＡ　ＫＩＴＡ

27 あおぞらランド

28 ことひら児童クラブ
(080)5802-1845
(0956)24-6855

29 赤崎児童クラブ

30 船越児童クラブ

31
日野きのこ学童ク
ラブ

32 相浦児童クラブ

33 信愛児童クラブ

No 名称
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郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒858-0918 (0956)59-8802 佐世保市

相浦町794 〃 （一社）学志館

〒858-0904 (0956)47-6113 佐世保市

中里町356 〃 保護者会

〒857-0144 (0956)40-6789 佐世保市

皆瀬町106 〃 （福）一幸福祉会

〒857-0112 (0956)46-0484 佐世保市

柚木町2372 〃 （学）柚木幼稚園

〒859-6408 （0956）76-2144 佐世保市

世知原町栗迎104-17 〃 （一社）世知原児童クラブ

〒857-0412 (0956)68-3458 佐世保市

小佐々町西川内532－2 〃 （一社）なかよし

〒857-0413 090-9577-8450 佐世保市

小佐々町楠泊526 （0956）69-2121 （一社）くすっ子クラブ

〒859-6101 (0956)65-2415 佐世保市

江迎町長坂50-1 (0956)65-2446 （学）　英知学園

〒859-6133 (0956)66-8822 佐世保市

江迎町猪調915 (0956)66-8821 （福）蓮華園

〒859-6142 （0956）65-3311 佐世保市

鹿町町深江730-1 （0956）65-3321 （福）蓮華園

〒859-6204 080-5278-4136 佐世保市

鹿町町下歌ヶ浦791-11 無し （一社）歌浦児童クラブ

〒859-3223 （0956）-39-4744 佐世保市

広田1丁目27-22 〃 （一社）ゆめの輪

〒857-0431 (0956)68-3546 佐世保市

浅子町58 〃 （一社）あさなぎ会

〒859-6305 （0956）64-3230 佐世保市

吉井町直谷798-1 〃 （一社）なないろ

〒859-632１ (0956)80-1150 佐世保市

吉井町前岳27-3 〃 （福）笑顔会

〒858-0918 （0956）47-3950 佐世保市

相浦町1889 〃 保護者会

〒858-0904 （0956）55-8178 佐世保市

中里町342 （0956）55-8719 保護者会

〒857-0049 (0956)23-3336 佐世保市

東大久保町212 〃 東大久保町３の組町内会

〒857-0833 (0956)31-3291 佐世保市

若葉町13－10 (0956)33-1066 （福）光洋会

〒857-1165 （0956）59-6441 佐世保市

大和町205－7 〃 （特非）ふらっと

〒859-3223 080-1936-5658 佐世保市

広田1丁目37-23 (0956)38-8386 （一社）みらいパートナーズ

〒857-1166 （0956）59-9920 佐世保市

木風町696－4 〃 （福）笑顔会

〒857-0031 090-8834-4502 佐世保市

保立町12-9　１階 (0956)80-1760 （一社）くすのき

〒857-0134 080-6452-7123 佐世保市

瀬戸越4丁目1401 (0956)22-0737 （学）西海学園

〒859-3212 090-7449-2416 佐世保市

花高2丁目7－1 (0956)32-2844 （一社）フォンタナ

〒857-1152 090-7399-2416 佐世保市

黒髪町43－32 (0956)32-2844 （一社）フォンタナ

〒858-0916 (0956)55-4431 佐世保市

木宮町3番6号 〃
（特非）長崎県民協働支援セン
ター

No 名称

34
相西きのこ学童ク
ラブ

35 中里児童クラブ

36 かいぜ学童クラブ

37 柚木児童クラブ

38 世知原児童クラブ

39 こさざ児童クラブ

40 くすっ子クラブ

41 江迎児童クラブ

42
江迎青い実幼児
園児童クラブ

43 鹿町っ子クラブ

44 歌浦児童クラブ

45 めばえ学童クラブ

46 あさごっこクラブ

47
しいのき児童クラ
ブ

48
吉井ひまわり児童
クラブ

49
相浦ひまわり学童
クラブ

50 なかざとキッズ

51 桜山児童クラブ

52
みなとっ子児童ク
ラブ

53
学童くらぶ　ふ
らっと

54
放課後児童クラブ
そらいろ

55
児童クラブ　楓の
森

56
くすのき児童クラ
ブ

57
きくのか第2学童ク
ラブ

58
学童教室花高コス
モスクラブ

59
学童教室黒髪コス
モスクラブ

60
Happyあいのうら
児童クラブ
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郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒859-3453 (0956)58-4344 佐世保市

針尾西町260-1 (0956)58-5643 （福）針尾福祉会

〒857-0873 (0956)37-6678 佐世保市

宮崎町3－16　中里ビル２階 020-4666-6572 （一社）みらいキッズ

〒859-3215 080-1936-5658 佐世保市

早岐2丁目41-65 無し （一社）みらいパートナーズ

〒857-1153 (0956)80-3802 佐世保市

もみじが丘町6745番地 〃 （特非）長崎学舎

〒857-1151 090-7536-2096 佐世保市

日宇町712 無し （一社）みらいパートナーズ

〒857-1174 090-7922-2416 佐世保市

天神5丁目28-16 (0956)32-2844 （一社）フォンタナ

〒857-0131 (0956)88-7348 佐世保市

大野町20番地2 (0956)40-8873 （特非）さくら保育園

〒858-0923 (0956)55-3404 佐世保市

日野町858番地9 〃
（特非）長崎県民協働支援セン
ター

〒858-0904 (0956)55-5218 佐世保市

中里町342番地2 〃
（特非）長崎県民協働支援セン
ター

〒858-0918 090-5728-1488 佐世保市

相浦町1035-1 無し （一社）学志館

〒858-0922 070-2412-5910 佐世保市

鹿子前町917－1 （0956）80-4370 （一社）おひさまクラブ

〒857-1175 (0956)80-3802 佐世保市

天神町1899－4 〃 （特非）長崎学舎

〒857-0021 (0956)80-3802 佐世保市

折橋町31-21 〃 （特非）長崎学舎

（４）保護施設等
①救護施設

郵便番号 電話番号 設置主体 代表者名

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名

〒859-3213 (0956)38-1191 原田　修嗣

権常寺町1465-5 (0956)38-1193 原田　修嗣

②授産施設（社会福祉法）
郵便番号 電話番号 設置主体 代表者名

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名

〒857-0803 (0956)22-6348 深堀　寛治

勝富町2-17 (0956)22-6393 岸野　幸治

（５）その他施設
郵便番号 電話番号 設置主体

所在地 ＦＡＸ番号 経営主体

〒857-0864 (0956)23-3905 深堀　寛治

戸尾町5-1 (0956)42-0102 貞方　儀次

〒857-0042 (0956)25-3352

高砂町5-1 (0956)25-3319

〒857-0056 (0956)24-7329

平瀬町3-1 (0956)24-7329

〒857-0852 (0956)33-5843

干尽町3-42 (0956)33-5846

〒858-0926 (0956)48-3421

大潟町392-2

〒859-3156 (0956)30-6024

下の原町591

1 勝富授産場
（福）佐世保市社会
福祉協議会

S25. 6. 1 20

1 あじさい （福）朋友会 H14. 4. 1 60

No 名称 認可年月日 定員

No 名称 認可年月日 定員

3 看護専門学校 佐世保市 久家　美智代 S35.4.1

H8.9.23
（福）佐世保市社会
福祉協議会

急病診療所 佐世保市

No 名称 施設長名 開設年月日

6 東部芳世苑 佐世保市 久野　豊己 H4.5.1

5 西部芳世苑 佐世保市 久野　豊己 H20.4.1

1
ボランティアセン
ター

井上　文夫 S50.4.1

4
食肉衛生検査
所

佐世保市 橋本　あゆみ S25.4.1

2

No 名称

61
学童クラブ第2
ぽーしゃな

62
学童くらぶ　みら
いキッズ第2教室

63
放課後児童クラブ
そらいろ早岐

64
大塔児童クラブ
いちにのさん

65
放課後児童クラブ
そらいろ日宇

66
学童教室天神コス
モスクラブ

71
赤崎さんさんクラ
ブ

72
児童クラブ　いち
にのさん港

67
さくらんぼ児童クラ
ブ

68
Happyひの児童ク
ラブ

69
Happyなかざと 児
童クラブ

73
児童クラブ　いち
にのさん山手

70
相西きのこ第２学
童クラブ
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〒857-4901 (0959)57-2278

宇久町平1-1

〒858-0926 (0956)42-3300

大潟町392-2 (0956)42-3301

〒859-6145 (0956)66-2617 佐世保市

鹿町町土肥ノ浦169-2 (株)クリル

〒857-0053 (0956)23-0018 佐世保市

栄町4-11 （社）むすび会

H11.12.1

R3.10.18

7 宇久やすらぎ苑 佐世保市 久野　豊己

8
動物愛護セン
ター

佐世保市 鶴田　美月

10 福祉活動プラザ 吉川　秀人 H26.4.1

9 鹿町温泉施設 藤井　邦博 H13.7.15
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