
施設名及び施設種 氏名(法人にあっては名称) 設置年月日 位置 定員

1 特別養護老人ホーム 庄の原苑 社会福祉法人 温寿会 平成 8年 8月 1日 大分市大字荏隈庄ノ原1798 70

2 特別養護老人ホーム 柞原の里 社会福祉法人 仁愛会 平成 9年 4月 1日 大分市大字八幡320-1 54

3 特別養護老人ホーム 緑風苑 社会福祉法人 松山会 平成 6年 4月 1日 大分市大字下郡字山崎167-3 70

4 特別養護老人ホーム 玉光苑 社会福祉法人 霊山会 平成 6年 3月29日 大分市大字市459 80

5 特別養護老人ホーム そうだ藤の森 社会福祉法人 三愛会 平成10年 4月 1日 大分市大字寒田202 54

6 特別養護老人ホーム 若葉苑 社会福祉法人 若山会 平成10年 4月 1日 由布市挾間町向原1215-2 55

7 特別養護老人ホーム 静雲荘 社会福祉法人 友愛会 昭和50年 4月 2日 別府市大字野田サッショウ原1293-1 72

8 特別養護老人ホーム 暘谷苑 社会福祉法人 暘谷福祉会 昭和54年 9月20日 速見郡日出町藤原5708-3 100

9 特別養護老人ホーム 風雅の里上野 社会福祉法人　展寿会 平成20年 4月 1日 大分市大字三芳288番地1 29

10 特別養護老人ホーム 碩田柞原の里 社会福祉法人　仁愛会 平成23年 4月 1日 大分市弁天1丁目2番3号 29

11 特別養護老人ホーム　天領ガーデン 社会福祉法人　三愛会 平成23年 4月 1日 大分市大字田尻字高尾784-11 29

12 特別養護老人ホーム　白水長久苑 社会福祉法人　長久会 昭和52年 4月 1日 大分市大字横尾字大原1879番地2 95

13 介護老人保健施設 大分豊寿苑 医療法人 敬和会 平成 7年 9月 8日 大分市大字皆春1521-1 90

14 介護老人保健施設 小野鶴養生院 医療法人 創寿会 平成元年 6月 1日 大分市大小野鶴1157-1 100

15 介護老人保健施設 グリーンライフ 医療法人 社団淵野会 平成 4年 6月25日 大分市坂ノ市中央5-1-21 100

16 介護老人保健施設 コスモス苑 医療法人 善昭会 平成 7年 6月15日 大分市東鶴崎2-3-22 48

17 介護老人保健施設 親和園 医療法人 社団親和会 平成元年 6月 1日 大分市大中判田1428-1 95

18 介護老人保健施設　たばる 医療法人 三愛会 平成 6年 8月11日 大分市大字田原字深田936 82

19 介護老人保健施設 メディトピアこが 医療法人 鶴友会 平成元年 6月27日 大分市南鶴崎2-6-22 50

20 介護老人保健施設 やすらぎ苑 医療法人 松寿会 平成 7年 7月17日 大分市大字松岡字道の下1946 90

21 介護老人保健施設 リバーサイド百々園 医療法人 青樹会 平成 6年 8月11日 大分市大字津守字山崎2742-1 100

22 介護老人保健施設 健寿荘 医療法人 至誠会 昭和63年11月 4日 由布市挾間町鬼崎4-1 100

23 介護老人保健施設 ケアポート川崎 医療法人 大分厚生会 平成 8年 3月29日 大分市大字皆春1521-1 50

24 介護老人保健施設 さくらハウスぜぜ 医療法人 慈善会 平成18年 4月18日 大分市大字皆春1521-1 50

25 介護老人保健施設 サンテラスながとみ 医療法人 健裕会 平成15年 4月 1日 大分市西大道2丁目2番1号 50

26 介護老人保健施設 老健おおつか 医療法人 進修会 平成30年 4月 1日 大分市住吉町1丁目2番16号 29
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27 重症心身障害者施設 めじろ園 社会福祉法人 別府発達医療センター 平成 4年 4月 1日 別府市大字鶴見4075-1 60

28 肢体不自由児施設 別府整枝園 社会福祉法人 別府発達医療センター 昭和33年10月21日 別府市大字鶴見4075-1 60

29 博愛病院 医療法人 謙誠会 平成15年 5月 1日 大分市大字野田1111 20

30 博愛診療所 医療法人 謙誠会 昭和61年 6月 1日 大分市大字野田818 19

31 身体障害者療護施設 ハーモニーの森 社会福祉法人 ハーモニー 平成15年 4月 1日 大分市大字中戸次6042 50

32 知的障害者施設 木理学園 社会福祉法人 庄内厚生館 昭和40年12月 1日 由布市庄内町西長宝1433-1 50

33 身体障害者療護施設 大分県のぞみ園 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団 昭和48年11月20日 由布市挟間町赤野339番地の1 80

34 知的障害者更生施設 第一博愛寮 社会福祉法人 博愛会 昭和27年 5月26日 大分市大字野田759番地 80

35 知的障害者更生施設 第二博愛寮 社会福祉法人 博愛会 昭和57年 4月 1日 大分市大字中戸次2131 80

36 知的障害者更生施設 杉の木園 社会福祉法人 杉の木会 平成 4年 4月 1日 大分市大字田原398番地の1 20

37 就労継続支援Ｂ型 コンツェルトなかお 社会福祉法人 シンフォニー 平成18年10月 1日 大分市大字中尾603番地 20

38 障害児入所施設 清明あけぼの学園 社会福祉法人 大分県福祉会 昭和25年10月 1日 大分市東大道町2丁目3番3号 10

39 就労継続支援Ｂ型事業 やまびこ広場 社会福祉法人 幸福会 平成元年 4月 1日 大分市大字片島1089番地 36

40 ふれあいの郷桜坂 デイサービスセンター 特定非営利活動特殊法人　新修会 平成16年10月12日 大分市希望ヶ丘1丁目1045番地の2 30

41 老人デイサービスセンター　和みの郷いきいき 社会福祉法人 新樹会 平成12年 4月 1日 大分市大字横瀬1050番 130

42 障がい福祉サービス事業所　八風園 社会福祉法人 暁雲福祉会 昭和57年 4月 1日 大分市大字木田2894番地1 34

43 障害福祉サービス事業所　つわぶき園 社会福祉法人 つわ蕗会 平成17年 8月11日 大分市顕徳町3-2-21 32

44 障害者支援施設 うえの園 社会福祉法人 大分県福祉会 平成11年11月 1日 大分市東大道町2丁目3番3号 20

45 就労継続支援Ｂ型 コンツェルトもりまち 社会福祉法人 シンフォニー 平成16年 4月 1日 大分市森町543-1 20

46 障がい福祉サービス事業所　八風・マーヤの園 社会福祉法人 暁雲福祉会 平成24年 3月31日 大分市大字横尾2丁目123番地1 20
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