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Ⅱ 事業

障害児相談支援事業 相談支援事業所かみす 公表 茨城県神栖市知手中央7丁目2番45号 平成27年4月1日 -

障害児通所支援事業 愛知県三河青い鳥医療療育センター 公表 愛知県岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 平成28年4月1日 20

障害児入所施設 愛知県三河青い鳥医療療育センター 公表 愛知県岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 平成28年4月1日 35

障害児通所支援事業 30

障害児通所支援事業 吹田療育園 公表 大阪府吹田市川園町1-1 平成24年4月1日 60
障害児通所支援事業 済生会明和病院なでしこ障害児通所支援事業所 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成24年4月1日 10

障害児通所支援事業 愛知県青い鳥医療療育センター 公表 愛知県名古屋市西区中小田井5-89 平成24年4月1日 7
障害児通所支援事業 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成24年4月1日 7

乳児院 福井県済生会乳児院 公表 福井県福井市和田中町徳万26 昭和47年7月1日 23
乳児院 中央病院付属乳児院 公表 東京都港区三田1-4-17 昭和27年5月1日 35
乳児院 川口乳児院 公表 埼玉県川口市西川口6-9-7 昭和54年4月1日 30
乳児院 宇都宮乳児院 公表 栃木県宇都宮市竹林町945-1 昭和26年7月19日 80

障害児入所施設 サルビア 公表 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 平成18年3月30日 40
障害児入所施設 みどりの里 公表 北海道小樽市長橋3-24-1 平成14年10月1日 120
児童養護施設 静岡県川奈臨海学園 公表 静岡県伊東市川奈510-7 昭和30年10月1日 70

乳児院 大阪乳児院 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成2年4月1日 80

障害児入所施設 なでしこ 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成12年4月1日 20

障害児入所施設 愛知県青い鳥医療療育センター 公表 愛知県名古屋市西区中小田井5-89 平成10年4月1日 170
障害児入所施設 静岡医療福祉センター児童部 公表 静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30 昭和28年4月1日 60
障害児入所施設 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成16年4月1日 43

平成24年4月1日 50

障害児通所支援事業 なでしこハウス三津 公表 愛媛県松山市住吉2丁目2-6-8 平成24年4月1日 5

100障害児入所施設 大阪整肢学院
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放課後児童健全育成事業 静岡済生会総合病院 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-1 平成28年4月1日 -
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-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成28年4月1日

平成27年12月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

静岡県伊東市川奈510-7
京都府長岡京市今里南平尾8-1

大阪府茨木市見付山2-1-45

奈良県桜井市大字阿部323

鳥取県境港市米川町44
広島県安芸郡坂町北新地2丁目3番10号

群馬県前橋市上新田町564-1

千葉県習志野市泉町1-1-1

三条市大野畑6番86-12号

新潟市西区寺地280番地7

富山県富山市牛島新町7-3

福井県福井市和田中町徳万26

宮城県仙台市宮城野区東仙台6-1-1

山形県山形市大字沼木1139-16

山形県山形市沖町79-1
茨城県神栖市知手中央7-2-45

茨城県龍ケ崎市中里1-1
栃木県宇都宮市竹林町911番地1

公表
公表
公表
公表
公表
公表

公表
公表
公表
公表
公表
公表

静岡県川奈臨海学園
京都府病院

茨木病院ひなたぼっこ
さくらんぼ

境港総合病院
あおぞら

前橋病院
キッズケアルームなでしこ

なのはな
さいせいかい

なでしこ保育園
福井県済生会乳児院

宮城県済生会こどもクリニック

はやぶさ保育園
おひさまるーむ

かみす
なでしこ保育園

おはなほいくえん

病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業

病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業

障害児相談支援事業 愛知県三河青い鳥医療療育センター 公表 愛知県岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 平成28年4月1日 －

公表
公表
公表
公表
公表
公表

病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業
病児保育事業

保育所 わかくさ保育園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 昭和40年5月5日 60
保育所 はやぶさ保育園 公表 山形県山形市大字沼木1139-16 平成25年4月1日 120

一時預かり事業 しらふじ保育園 公表 熊本県熊本市南区白藤3-2-70 平成23年5月1日 -
一時預かり事業 石川県済生会保育園 公表 石川県金沢市本町1-2-16 平成21年4月1日 -
一時預かり事業 はやぶさ保育園 公表 山形県山形市大字沼木1139-16 平成25年4月1日 -

地域子育て支援拠点事業 しらふじ保育園 公表 熊本県熊本市南区白藤3-2-70 平成23年5月1日 -
地域子育て支援拠点事業 石川県済生会保育園 公表 石川県金沢市本町1-2-16 平成21年4月1日 -
地域子育て支援拠点事業 はやぶさ保育園 公表 山形県山形市大字沼木1139-16 平成26年1月6日 -

子育て短期支援事業 大阪乳児院 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成15年4月1日 -
子育て短期支援事業 福井県済生会乳児院 公表 福井県福井市和田中町徳万26 平成15年4月1日 -
子育て短期支援事業 川口乳児院 公表 埼玉県川口市西川口6-9-7 平成15年4月1日 -
子育て短期支援事業 宇都宮乳児院 公表 栃木県宇都宮市竹林町945-1 平成15年4月1日 -
子育て短期支援事業 宮城県済生会乳児院 公表 宮城県仙台市宮城野区東仙台6-1-1 平成15年4月1日 -

障害児相談支援事業 介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成24年4月1日 －
障害児相談支援事業 やまぐち障害者生活支援センター 公表 山口県山口市朝倉町4-55 平成24年4月1日 －
障害児相談支援事業 明和ねむの木 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成26年4月1日 －

障害児相談支援事業 愛知県青い鳥医療療育センター 公表 愛知県名古屋市西区中小田井5-89 平成25年4月1日 －
障害児相談支援事業 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家 公表 静岡県静岡市葵区城東町24-1 平成25年4月1日 －

－
障害児相談支援事業 静岡市心身障害者ケアセンター 公表 静岡県静岡市葵区城東町24番1号 平成25年4月1日 －

障害児相談支援事業 公表 -
障害児相談支援事業 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成24年4月1日

保育所 なでしこ青空保育園 公表 新潟県三条市西四日町3-15-22 平成22年4月1日 80

障害児相談支援事業 熊本福祉相談支援センター 公表 熊本県熊本市南区内田町3560-1 平成26年4月1日 －
障害児相談支援事業 なでしこ園相談支援事業所 公表 熊本県熊本市南区白藤3-2-71 平成24年10月1日 －
障害児相談支援事業 松山訪問看護ステーション 公表 愛媛県松山市山西町880-2 平成26年4月1日 －

平成24年4月1日静岡県静岡市駿河区曲金5丁目3番30号静岡医療福祉センター児童部
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特別養護老人ホーム 野江特別養護老人ホーム城東園 公表 大阪府大阪市城東区今福東2-2-25 昭和63年4月1日 100
特別養護老人ホーム 吹田特別養護老人ホーム松風園 公表 大阪府吹田市川園町1-1 平成9年4月1日 80
特別養護老人ホーム 吹田特別養護老人ホーム高寿園 公表 大阪府吹田市山手町1-1-1 昭和56年6月1日 70
特別養護老人ホーム  泉南特別養護老人ホームなでしこりんくう 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年2月1日 100
特別養護老人ホーム 中津特別養護老人ホーム喜久寿苑 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成2年4月1日 100
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム淡海荘 公表 滋賀県栗東市出庭697-1 昭和42年4月1日 90
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム明和苑 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成14年3月21日 100
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム小鹿なでしこ苑 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿402-1 平成24年4月1日 96
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム小鹿苑 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 昭和62年10月1日 80
特別養護老人ホーム  佐久市特別養護老人ホームシルバ-ランドきしの 公表 長野県佐久市根岸113-1 平成20年4月1日 100
特別養護老人ホーム   佐久市特別養護老人ホームシルバ-ランドみつい 公表 長野県佐久市新子田866 平成13年4月1日 80
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム聖和園 公表 福井県大野市蕨生158字35 昭和39年2月5日 120
特別養護老人ホーム  三条特別養護老人ホーム長和園 公表 新潟県三条市大野畑6-81 昭和47年5月1日 100
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム康和園 公表 新潟県新潟市中央区附船町1-4378 昭和47年5月1日 100
特別養護老人ホーム 若草ホーム 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 昭和55年4月1日 70
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム港南の郷 公表 東京都港区港南3-3-23 平成8年7月29日 90
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム彩光苑 公表 埼玉県春日部市内牧3149 平成15年4月1日 126
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームとちの木荘 公表 栃木県宇都宮市徳次郎町2479-1 昭和42年8月29日 100
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム龍ケ岡 公表 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17 平成16年3月1日 110
特別養護老人ホーム 地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームはなづか 公表 福島県伊達郡川俣町字五百田20-1 平成23年5月1日 29
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘 公表 福島県伊達市一本松64 昭和55年8月1日 80
特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホームやまのべ荘 公表 山形県東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成24年7月1日 20
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム山静寿 公表 山形県山形市大字沼木字下河原1133-1 平成23年4月1日 100
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームながまち荘 公表 山形県山形市長町751 平成3年4月1日 80
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームやまのべ荘 公表 山形県東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成1年4月1日 80
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホーム愛日荘 公表 山形県山形市大字妙見寺4 昭和55年4月1日 80
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム百楽苑 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40 昭和61年4月1日 110

養護老人ホーム 養護老人ホーム福寿園 公表 山口県山口市朝倉町5-4 平成20年4月1日 50
養護老人ホーム 新見市養護老人ホーム和みの郷かなや 公表 岡山県新見市金谷641 平成26年4月1日 50
養護老人ホーム 養護老人ホーム玉松園 公表 岡山県岡山市北区御津金川123 平成25年4月1日 60
養護老人ホーム 養護老人ホーム猿田荘 公表 千葉県銚子市猿田町440 昭和47年4月1日 50
養護老人ホーム 養護老人ホーム川俣光風園 公表 福島県伊達郡川俣町字上桜23-1 平成23年4月1日 75

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム白寿園 公表 島根県江津市江津町1100 昭和44年4月1日 100
特別養護老人ホーム 地域密着型小規模特別養護老人ホームなでしこ神戸 公表 兵庫県神戸市北区藤原台南町3-18-4 平成21年6月1日 29
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームふじの里 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成3年8月26日 75
特別養護老人ホーム 富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘 公表 大阪府富田林市向陽台1-3-22 昭和56年2月1日 100
特別養護老人ホーム   泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3-5-10 平成8年4月1日 126
特別養護老人ホーム 泉尾特別養護老人ホーム大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3-4-3 昭和62年5月1日 100

保育所 松山乳児保育園 公表 愛媛県松山市祓川2-5-26 昭和44年4月1日 60
保育所 長野保育園 公表 長野県長野市三輪8-43-8 昭和48年4月1日 80
保育所 石川県済生会保育園アイリス 公表 石川県金沢市本町1-2-16 昭和43年4月1日 90

児童家庭支援センター 児童家庭支援センターにこにこ広場 公表 -

保育所 なでしこ保育園 公表 富山県富山市牛島新町7-3 昭和43年4月1日 150

保育所 しらふじ保育園 公表 熊本県熊本市南区白藤3-2-70 平成16年4月1日 160

養護（盲）老人ホーム山静寿 公表 山形県山形市大字沼木字下河原1133-1 平成26年4月1日 50養護老人ホーム

栃木県宇都宮市竹林町945-1 平成27年4月1日

第
一
種



公表 新潟県三条市大野畑6-81 平成10年6月1日 -

公表 広島県安芸郡坂町小屋浦1丁目8番30号 平成27年8月1日 29

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームおとどいの里 公表 山口県山口市朝倉町4番55号 平成28年1月1日 80

100

老人居宅介護等事業 特別養護老人ホーム白寿園 公表 島根県江津市江津町1110 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 ホームヘルプステーション白鴎 公表 鳥取県境港市蓮池町78-1 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 ホームヘルパーステーション済生 公表 奈良県櫻井市大字阿部323 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 特別養護老人ホームふじの里 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 ビーベル 公表 大阪府茨木市見付山2-1-39 平成11年4月1日 -
老人居宅介護等事業 泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3-5-10 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 吹田特別養護老人ホーム松風園 公表 大阪府吹田市川園町1-1 平成9年4月1日 -
老人居宅介護等事業 吹田特別養護老人ホーム高寿園 公表 大阪府吹田市山手町1-1-1 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 特別養護老人ホームなでしこりんくう 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 -
老人居宅介護等事業 中津特別養護老人ホーム喜久寿苑 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 淡海荘 公表 滋賀県栗東市出庭697-1 平成6年12月1日 -
老人居宅介護等事業 特別養護老人ホーム小鹿苑 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 平成4年3月2日 -
老人居宅介護等事業 聖和園 公表 福井県大野市蕨生158字35番 平成27年6月1日 -

老人居宅介護等事業 ケアステーションなでしこ 公表 埼玉県川口市北原台2-14-25 平成22年4月1日 -
老人居宅介護等事業 川俣光風園訪問介護事業所 公表 福島県伊達郡川俣町字上桜23-1 平成23年4月1日 -

特別養護老人ホーム  松山特別養護老人ホーム 公表 愛媛県松山市久万ノ台1717 昭和47年10月1日 75
特別養護老人ホーム  姫原特別養護老人ホーム 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成10年12月14日 57
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームなでしこ香川 公表 香川県高松市多肥上町1423-1 平成17年10月5日 50

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム貴船園 公表 山口県下関市貴船町3-4-1 昭和45年2月1日 100
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームにほ苑 公表 山口県山口市仁保中郷988-1 平成20年11月1日 10
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホーム福寿園 公表 山口県山口市朝倉町5-4 平成21年4月1日 20

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームたかね荘 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成6年10月1日 54
特別養護老人ホーム 小規模多機能型特別養護老人ホーム宇垣荘 公表 岡山県岡山市北区御津宇垣2069-10 平成24年7月1日 29
特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームみなみがた荘 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 60
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム憩いの丘 公表 岡山県岡山市北区日近1807 昭和47年5月8日 120

軽費老人ホーム 港区立ケアハウス港南の郷 公表 東京都港区港南3-3-23 平成8年7月29日 44

50
50

軽費老人ホーム 軽費老人ホーム彩光苑 公表 埼玉県春日部市内牧3149 平成15年4月1日 50

平成9年8月1日
平成14年10月1日

特別養護老人ホーム  特別養護老人ホームなでしこ荘 公表 長崎県長崎市西山台2-32-47 昭和39年7月1日 55
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームめずら荘 公表 佐賀県唐津市東唐津4-7-26 昭和49年6月1日 110
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームむさし苑 公表 福岡県筑紫野市湯町2-13-1 昭和56年4月1日 120

特別養護老人ホーム 小田特別養護老人ホーム緑風荘 公表 愛媛県喜多郡内子町小田130 平成5年4月1日 30

軽費老人ホーム 軽費老人ホームケアハウス姫原 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成10年12月14日 30

40
軽費老人ホーム   軽費老人ホームケアハウスやよいの里 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 67

大阪府大阪市大正区北村3-5-10公表

公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成6年10月1日 50

佐賀県唐津市東唐津4-7-26 平成25年5月1日 30

軽費老人ホーム  軽費老人ホームケアハウス安芸

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームたかね荘こやうら

老人居宅介護等事業 三条市ホームヘルプサービス

軽費老人ホーム ケアハウスシルバーフラット武岡台 公表 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成14年10月1日 40
老人居宅介護等事業 -

特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム

軽費老人ホーム 軽費老人ホームケアハウス寿楽荘 公表 佐賀県唐津市西旗町7-1 平成2年4月1日 50

鹿児島県鹿児島市武岡5-51-10

栃木県宇都宮市徳次郎町2632-1

山形県山形市長町751 平成4年4月1日

軽費老人ホーム

平成8年4月1日

愛媛県西条市新田109-1特別養護老人ホーム 西条特別養護老人ホーム 公表 平成27年2月1日

特別養護老人ホーム高喜苑

ケアハウス公孫樹

特別養護老人ホームながまち荘

軽費老人ホームケアハウスめずら荘

軽費老人ホーム

公表

 軽費老人ホームケアハウスつつじ荘

公表
公表

公表



老人短期入所事業 短期入所生活介護事業所 龍ケ岡 公表 茨城県龍ケ崎市中里1丁目1番17 平成16年3月1日 14
老人短期入所事業 特別養護老人ホームはなづか 公表 福島県伊達郡川俣町字五百田20-1 平成23年5月1日 1
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘 公表 福島県伊達市一本松64 昭和56年1月1日 12
老人短期入所事業 地域密着型特別養護老人ホームやまのべ荘 公表 山形県東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成24年7月1日 空床利用

老人短期入所事業 特別養護老人ホーム山静寿 公表 山形県山形市大字沼木字下河原1133-1 平成23年4月1日 空床利用

老人短期入所事業 特別養護老人ホームながまち荘 公表 山形県山形市長町751 平成2年4月1日 20
老人短期入所事業 特別養護老人ホームやまのべ荘 公表 山形県東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成1年4月1日 8
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム愛日荘 公表 山形県山形市大字妙見寺4 昭和56年5月1日 20
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム百楽苑 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40 昭和61年4月1日 10

老人デイサービス事業 ナースデイなでしこ 公表 福岡県大牟田市大字田隈599-18 平成26年6月1日 0
老人デイサービス事業 西条特別養護老人ホーム 公表 愛媛県西条市新田109-1 平成27年2月1日 30
老人デイサービス事業 なでしこハウス山西 公表 愛媛県松山市山西町841-1 平成21年4月1日 9
老人デイサービス事業 松山特別養護老人ホーム 公表 愛媛県松山市久万ノ台1717 平成19年4月1日 50
老人デイサービス事業 松山訪問看護ステーションなでしこハウス三津 公表 愛媛県松山市住吉2丁目6-8 平成18年4月1日 9
老人デイサービス事業 デイサービスなでしこ香川 公表 香川県高松市多肥上町1423-1 平成17年10月5日 40
老人デイサービス事業 特別養護老人ホームたかね荘 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成6年10月1日 45

老人デイサービス事業 玉松園デイサービスセンター 公表 岡山県岡山市北区御津金川123 平成26年4月1日 20
老人デイサービス事業 宇垣荘デイサービスセンター 公表 岡山県岡山市北区御津宇垣2069-10 平成25年3月1日 15
老人デイサービス事業 つどい 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成25年4月1日 10
老人デイサービス事業 大正デイサービスセンター 公表 大阪府大阪市大正区北村3-4-3 昭和62年10月1日 27
老人デイサービス事業 野江デイサービスセンター 公表 大阪府大阪市城東区今福東2-2-25 昭和63年10月1日 18
老人デイサービス事業 中津デイサービスセンター 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成3年4月1日 20
老人デイサービス事業 滋賀県済生会訪問看護ステーションサテライト草津 公表 滋賀県草津市青地町600-1 平成18年4月1日 5
老人デイサービス事業 介護老人福祉施設明和苑デイサービス 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成16年11月15日 40
老人デイサービス事業 特別養護老人ホーム聖和園 公表 福井県大野市蕨生158-35 平成2年3月1日 40
老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション 公表 神奈川県横浜市港南区港南台3-11-29 平成20年4月1日 5
老人デイサービス事業 若草ホーム 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 平成6年4月1日 15
老人デイサービス事業 通所介護事業龍ケ岡 公表 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17 平成6年4月1日 40
老人居宅介護等事業 ホームヘルプステーション高喜苑 公表 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成14年6月1日 -
老人居宅介護等事業 訪問介護ステーションせんだい 公表 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 平成12年5月1日 -
老人居宅介護等事業 特別養護老人ホームなでしこ荘 公表 長崎県長崎市西山台2-32-47 昭和63年3月1日 -
老人居宅介護等事業 佐賀県済生会指定訪問介護事業所 公表 佐賀県唐津市元旗町816-217 平成2年4月1日 -
老人居宅介護等事業 ホームヘルパーステーションいしづち苑 公表 愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269-1 平成9年4月1日 -
老人居宅介護等事業 今治訪問介護事業所さいせい 公表 愛媛県今治市北日吉1-7-43 平成12年4月1日 -
老人居宅介護等事業 訪問介護事業所ハートフル済生会 公表 愛媛県松山市山西町997-1 平成15年11月1日 -
老人居宅介護等事業 松山特別養護老人ホーム 公表 愛媛県松山市久万ノ台1717 昭和57年1月1日 -
老人居宅介護等事業 介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成11年12月14日 -
老人居宅介護等事業 にぎたつ苑 公表 愛媛県松山市山西町880-2 平成4年5月1日 -
老人居宅介護等事業 居宅介護サービス複合施設にほ苑訪問介護事業所 公表 山口県山口市仁保中郷989-1 平成19年8月1日 -
老人居宅介護等事業 貴船福祉ケアセンター貴船園ヘルパーステーション 公表 山口県下関市貴船町3-4-1 平成18年4月1日 -
老人居宅介護等事業 在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成7年9月1日 -
老人居宅介護等事業 たかね荘ホームヘルプサービス 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成8年4月1日 -
老人居宅介護等事業 玉松園ヘルパーステーション 公表 岡山県岡山市北区御津金川123 平成26年4月1日 -
老人居宅介護等事業 岡山済生会ヘルパーステーション 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 -

老人デイサービス事業 和みの郷かなやデイサービスセンター 公表 岡山県新見市金谷641 平成26年7月1日 15

老
人
福
祉



老人短期入所事業 特別養護老人ホーム宇垣荘 公表 岡山県岡山市北区御津宇垣2069-10 平成24年7月1日 9

小規模多機能型居宅介護事業 宇垣荘 公表 岡山県岡山市北区御津宇垣2069-10 平成24年7月1日 25

29
小規模多機能型居宅介護事業 なでしこ泉南 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成23年3月1日 25

老人短期入所事業 西条特別養護老人ホーム 公表 愛媛県西条市新田109-1 平成27年2月1日 10

老人短期入所事業 特別養護老人ホーム彩光苑 公表 埼玉県春日部市内牧3149 平成15年4月1日 6
老人短期入所事業 特別養護老人ホームとちの木荘 公表 栃木県宇都宮市徳次郎町2479-1 平成2年4月1日 8

老人短期入所事業 たかね荘こやうらショートステイサービス 公表 広島県安芸郡坂町小屋浦1丁目8番30号 平成27年8月1日 10

老人短期入所事業 特別養護老人ホームなでしこ荘 公表 長崎県長崎市西山台2-32-47 平成27年11月1日 空床利用

老人短期入所事業 小田特別養護老人ホーム緑風荘 公表 愛媛県喜多郡内子町小田149-1 平成5年4月15日 5
老人短期入所事業 松山特別養護老人ホーム 公表 愛媛県松山市久万ノ台1717 昭和57年1月1日 9
老人短期入所事業 姫原特別養護老人ホーム 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成11年12月14日 13
老人短期入所事業 なでしこ香川 公表 香川県高松市多肥上町1423番地1 平成17年10月5日 10
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム福寿園短期入所生活介護事業 公表 山口県山口市朝倉町5番4号 平成21年4月1日 空床利用

老人短期入所事業 特別養護老人ホーム福寿園短期入所生活介護事業 公表 山口県山口市朝倉町5番4号 平成21年4月1日 10
老人短期入所事業 特別養護老人ホームにほ苑短期入所生活介護事業 公表 山口県山口市仁保中郷９８８－１ 平成20年11月1日 空床利用

老人短期入所事業 特別養護老人ホーム貴船園 公表 山口県下関市貴船町3-4-1 昭和61年4月1日 20

老人短期入所事業 たかね荘ショートステイサービス 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成6年10月1日 16

老人短期入所事業 特別養護老人ホームみなみがた荘 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 20
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム憩いの丘 公表 岡山県岡山市北区日近1807 昭和59年6月1日 20
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム白寿園 公表 島根県江津市江津町1110 平成3年1月1日 20
老人短期入所事業 特別養護老人ホームふじの里 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成3年10月1日 35
老人短期入所事業 富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘 公表 大阪府富田林市向陽台1-3-22 平成3年4月1日 8
老人短期入所事業 泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3-5-10 平成8年12月1日 24
老人短期入所事業 泉尾特別養護老人ホーム大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3-4-3 昭和63年1月11日 8
老人短期入所事業 野江特別養護老人ホーム城東園 公表 大阪府大阪市城東区今福東2-2-25 昭和63年10月1日 8
老人短期入所事業 吹田特別養護老人ホーム松風園 公表 大阪府吹田市川園町1-1 平成9年4月1日 20
老人短期入所事業 吹田特別養護老人ホーム高寿園 公表 大阪府吹田市山手町1-1-1 昭和57年1月1日 10
老人短期入所事業 特別養護老人ホームなでしこりんくう 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 20
老人短期入所事業 中津特別養護老人ホーム喜久寿苑 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成3年2月1日 8
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム淡海荘 公表 滋賀県栗東市出庭697-1 平成3年4月1日 28
老人短期入所事業 介護老人福祉施設明和苑 公表 三重県多気郡明和町大字上野435-1 平成14年3月21日 10
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム小鹿なでしこ苑 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿402-1 平成24年4月1日 13
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム小鹿苑 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 昭和63年1月1日 20
老人短期入所事業 佐久市特別養護老人ホームシルバ-ランドきしの 公表 長野県佐久市根岸113-1 平成20年4月1日 20
老人短期入所事業 佐久市特別養護老人ホームシルバ-ランドみつい 公表 長野県佐久市大字新子田866 平成13年4月1日 20
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム聖和園 公表 福井県大野市蕨生158-35 昭和55年7月1日 20
老人短期入所事業 三条特別養護老人ホーム長和園 公表 新潟県三条市大野畑6-81 昭和56年5月1日 16
老人短期入所事業 若草ホーム 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 昭和57年1月1日 7
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム港南の郷 公表 東京都港区港南3-3-23 平成8年7月29日 10

小規模多機能型居宅介護事業 なでしこ嵐南 公表 新潟県三条市南四日町３丁目7-38-5 平成20年4月1日 29
老人短期入所事業 特別養護老人ホーム高喜苑 公表 鹿児島県鹿児島市武岡5丁目51-10 平成9年8月1日 16

老人短期入所事業 特別養護老人ホームなでしこ荘 公表 長崎県長崎市西山台2-32-47 昭和61年1月1日 30
老人短期入所事業 特別養護老人ホームめずら荘 公表 佐賀県唐津市東唐津4-7-26 昭和56年4月1日 10
老人短期入所事業 特別養護老人ホームむさし苑 公表 福岡県筑紫野市湯町2-9-2 昭和56年4月1日 空床利用

公表 滋賀県栗東市出庭697-1 平成26年4月1日済生会なでしこ栗東

第
二
種

小規模多機能型居宅介護事業



公表 大阪府富田林市向陽台1丁目3番22号 平成27年10月1日 20

老人デイサービスセンター 小鹿苑デイサービスセンター 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 昭和63年2月1日 35
老人デイサービスセンター 佐久市みついデイサービスセンター 公表 長野県佐久市大字新子田866 平成13年4月1日 30
老人デイサービスセンター 三条市西四日町デイサービスセンター 公表 新潟県三条市西四日町3-15-22 平成7年8月1日 17
老人デイサービスセンター 三条市デイサービスセンター 公表 新潟県三条市大野畑6-81 平成7年8月1日 32
老人デイサービスセンター デイサービスセンター早川町 公表 新潟県新潟市中央区早川町3-3244 平成6年10月1日 30
老人デイサービスセンター 平塚市袖ケ浜デイサービスセンター 公表 神奈川県平塚市袖ヶ浜20-1 平成12年4月1日 25
老人デイサービスセンター 横浜市六浦地域ケアプラザ 公表 神奈川県横浜市金沢区六浦5-20-2 平成10年4月24日 40
老人デイサービスセンター 横浜市港南台地域ケアプラザ 公表 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 平成6年11月1日 25
老人デイサービスセンター 横浜市能見台地域ケアプラザ 公表 神奈川県横浜市金沢区能見台東2-1 平成13年9月1日 40
老人デイサービスセンター 横浜市菅田地域ケアプラザ 公表 神奈川県神奈川区菅田町1718-1 平成11年6月1日 55
老人デイサービスセンター 港区立南麻布高齢者在宅サ-ビスセンター 公表 東京都港区南麻布1-5-26 平成3年4月22日 30
老人デイサービスセンター 港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷 公表 東京都港区港南3-3-23 平成8年7月29日 30
老人デイサービスセンター デイサービスセンター六本杉 公表 栃木県宇都宮市徳次郎町2632-1 平成14年10月1日 24
老人デイサービスセンター 伊達すりかみ荘デイサービスセンター 公表 福島県伊達市一本松64 平成11年4月1日 25
老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンターながまち荘 公表 山形県山形市長町751 平成2年4月1日 30
老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンターやまのべ荘 公表 山形県東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成1年4月1日 35
老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンター愛日荘 公表 山形県山形市大字妙見寺4 平成5年4月1日 34
複合型サービス福祉事業 複合型サービスなでしこ神戸 公表 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目18-4 平成25年1月1日 0

認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム武岡ハイランド 公表 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成15年7月1日 18
認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム武岡五丁目 公表 鹿児島県鹿児島市武岡5-16-23 平成14年8月6日 9
認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームあさくら 公表 山口県山口市朝倉町4番55-6号 平成16年4月1日 9
認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームとちの木荘 公表 栃木県宇都宮市徳次郎町2632-1 平成14年10月1日 27

小規模多機能型居宅介護事業 にほ苑 公表 山口県山口市仁保中郷９８８－１ 平成19年8月1日 25

老人デイサービスセンター 貴船園デイサービスセンター 公表 山口県下関市貴船町3-4-1 平成18年4月1日 30
老人デイサービスセンター 在宅複合型施設やすらぎ 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成5年10月1日 50
老人デイサービスセンター みなみがた荘デイサービスセンター 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 20
老人デイサービスセンター 憩いの丘デイサービスセンター 公表 岡山県岡山市北区日近1807 平成8年5月10日 30
老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンター白寿園 公表 島根県江津市江津町1110 平成12年4月1日 30
老人デイサービスセンター 有田ケアセンターなでしこ 公表 和歌山県有田郡湯浅町大字吉川52-6 平成17年11月1日 4
老人デイサービスセンター ふじの里老人デイサービスセンター 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成3年11月1日 50

老人デイサービスセンター 松風園デイサービスセンター 公表 大阪府吹田市川園町1-1 平成9年4月1日 47
老人デイサービスセンター 高寿園デイサ-ビスセンター 公表 大阪府吹田市山手町1-1-1 平成12年4月1日 47
老人デイサービスセンター なでしこりんくうデイサービスセンター 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 47
老人デイサービスセンター 栗東デイサービスセンター 公表 滋賀県栗東市出庭697-1 平成5年1月1日 50

老人デイサービスセンター 唐津市寿楽荘 公表 佐賀県唐津市西旗町7-1 平成2年4月1日 50
老人デイサービスセンター 大野城市南デイサービスセンター南風 公表 福岡県大野城市つつじヶ丘3-1-31 平成13年4月1日 45
老人デイサービスセンター デイサービスセンター天拝 公表 福岡県筑紫野市湯町2-9-2 平成11年4月5日 50
老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンター緑風荘 公表 愛媛県喜多郡内子町小田149-1 平成5年4月15日 18
老人デイサービスセンター デイサ-ビスセンターごごしま 公表 愛媛県松山市泊町618-4 平成12年4月1日 33
老人デイサービスセンター 介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成10年12月14日 50
老人デイサービスセンター 居宅介護サービス複合施設にほ苑通所介護事業所 公表 山口県山口市仁保中郷989-1 平成19年6月13日 25
老人デイサービスセンター あさくらデイサービスセンター 公表 山口県山口市朝倉町７－５２ 平成15年4月1日 12

35
老人デイサービスセンター デイサービスセンター高喜苑 公表 鹿児島県鹿児島市武岡5-51-10 平成9年8月1日 12

老人デイサービスセンター 富美ヶ丘荘デイ･サービスセンター

老人デイサービスセンター デイサービスセンターなでしこ荘 公表 平成11年12月1日長崎県長崎市西山台2-32-47



障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成25年4月1日 6

障害福祉サービス事業 ワークステーション西川口 公表 神奈川県川口市西川口1-22-19 平成27年4月1日 20

障害福祉サービス事業 静岡市桜の園 公表 静岡県静岡市葵区内牧1560番地の6 平成18年10月1日 5
障害福祉サービス事業 静岡医療福祉センター成人部 公表 静岡県静岡市駿河区曲金5丁目3番30号 平成18年10月1日 空床利用

障害福祉サービス事業 静岡医療福祉センター児童部 公表 静岡県静岡市駿河区曲金5丁目3番30号 平成18年10月1日 空床利用

障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成25年4月1日 10

障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成24年4月1日 6
障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成24年4月1日 6
障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成24年4月1日 12
障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成22年4月1日 32
障害福祉サービス事業 金沢若草園 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番2号 平成22年4月1日 6
障害福祉サービス事業 重症心身障害児施設サルビア 公表 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目6番1号 平成20年2月1日 40
障害福祉サービス事業 重症心身障害児施設サルビア 公表 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目6番1号 平成20年2月1日 4

障害福祉サービス事業 ワークステーションのぞみ 公表 埼玉県川口市西川口4-15-15 平成24年4月1日 20
障害福祉サービス事業 夢の実ハウス 公表 埼玉県鴻巣市八幡田868番1号 平成22年4月1日 20
障害福祉サービス事業 夢の実ハウス 公表 埼玉県鴻巣市八幡田868番1号 平成22年4月1日 20
障害福祉サービス事業 ケアステーションなでしこ 公表 埼玉県川口市北原台2-14-25 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 ワークステーションみのり 公表 埼玉県川口市西川口6丁目9番7号 平成18年10月1日 40
障害福祉サービス事業 川口総合病院 公表 埼玉県川口市西川口6丁目9番7号 平成21年11月10日 空床利用

障害福祉サービス事業 グループホームあおぞら 公表 埼玉県鴻巣市加美2-8-34加美映和ハイツ 平成18年10月1日 19
障害福祉サービス事業 夢の実ハウス 公表 埼玉県鴻巣市八幡田868番1号 平成18年10月1日 空床利用

障害福祉サービス事業 みどりの里 公表 北海道小樽市長橋3-24-1 平成24年4月1日 120

老人介護支援センター 鯰江地域在宅サービスステーション 公表 大阪府大阪市城東区今福東2-2-25 平成6年3月1日 -
老人介護支援センター 松風園在宅介護支援センター 公表 大阪府吹田市川園町1-1 平成9年4月1日 -
老人介護支援センター 高寿園在宅介護支援センター 公表 大阪府吹田市山手町1-1-1 平成12年2月1日 -
老人介護支援センター 梅田東地域在宅サービスステーション 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成7年2月1日 -

障害者支援施設北村園 50
障害者支援施設 障害者支援施設静岡市桜の園 公表 静岡県静岡市葵区内牧1560-6 平成24年4月1日 50

老人介護支援センター たかね荘在宅介護支援センター 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成6年10月1日 -
老人介護支援センター 白寿園在宅介護支援センター 公表 島根県江津市江津町1110 平成8年11月1日 -
老人介護支援センター 境港市在宅介護支援センター済生会 公表 鳥取県境港市蓮池町78-1 平成10年3月16日 -
老人介護支援センター ビーベル在宅介護支援センター 公表 大阪府茨木市見付山2-1-39 平成11年4月1日 -

老人介護支援センター 栗東市在宅介護支援センター済生会 公表 滋賀県栗東市出庭697-1 平成5年4月1日 -

老人介護支援センター なでしこ香川 公表 香川県高松市多肥上町1423番地1 平成17年11月1日 -

公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成11年4月1日 30
老人介護支援センター 大野市在宅介護支援センター聖和園 公表 福井県大野市蕨生158-35 平成5年10月1日 -

鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成14年10月1日 50

老人介護支援センター 西条市在宅介護支援センターいしづち苑 公表 愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269-1 平成5年5月20日 -

老人短期入所施設

佐賀県唐津市元旗町816-217

老人介護支援センター 老人介護支援センター緑風荘 公表 -
老人介護支援センター 大野城市南在宅介護支援センター南風 公表
老人介護支援センター -

60

福岡県大野城市つつじヶ丘3-1-31 平成13年4月1日 -

愛媛県喜多郡内子町小田149-1

50
52
1

平成16年4月1日

平成19年4月1日

障害者支援施設

障害者支援施設
平成3年8月1日

平成5年4月16日

大阪府大阪市大正区北村3-5-12障害者支援施設

静岡医療福祉センター成人部

障害者支援施設ふくろうの杜 平成24年4月1日

昭和61年4月1日

平成24年4月1日

老人デイサービスセンター

北海道小樽市長橋3-24-1

静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30

大阪府大阪市大正区北村3-5-10

山口県山口市朝倉町4-55障害者支援施設
障害福祉サービス事業

 障害者支援施設なでしこ園
みどりの里

唐津市在宅介護支援センターまつら荘

第
一
種 公表

公表

公表

武岡台デイサービスセンター 公表
老人短期入所施設在宅複合型施設やすらぎ

公表

公表
公表



障害福祉サービス事業 三河青い鳥医療療育センター 公表 愛知県岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 平成28年4月1日 0
障害福祉サービス事業 三河青い鳥医療療育センター 公表 愛知県岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 平成28年4月1日 0

障害福祉サービス事業 ワーク春日 公表 静岡県静岡市葵区春日3-3-10 平成18年10月1日 30

障害福祉サービス事業 済生会介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1丁目1656番 平成21年8月1日 -
障害福祉サービス事業 小田指定短期入所生活介護事業所緑風荘 公表 愛媛県喜多郡内子町小田149-1 平成21年8月1日 5
障害福祉サービス事業 ハートフル済生会 公表 愛媛県松山市山西町997-1 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 ハートフル済生会 公表 愛媛県松山市山西町997-1 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 複合施設にほ苑訪問介護事業所 公表 山口県山口市仁保中郷９８８－１ 平成19年10月1日 -
障害福祉サービス事業 複合施設にほ苑訪問介護事業所 公表 山口県山口市仁保中郷９８８－１ 平成19年10月1日 -
障害福祉サービス事業 なでしこ園 公表 山口県山口市朝倉町4番55号 平成19年5月1日 20
障害福祉サービス事業 なでしこ園デイサービスセンター 公表 山口県山口市朝倉町4番55号 平成19年4月1日 5

障害福祉サービス事業 在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 白寿園 公表 島根県江津市江津町1100番地 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 白寿園 公表 島根県江津市江津町1100番地 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 ホームヘルプステーション白鴎 公表 鳥取県境港市蓮池町78番地1 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 ホームヘルプステーション白鴎 公表 鳥取県境港市蓮池町78番地1 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 済生会ハーモニー 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成24年4月1日 -
障害福祉サービス事業 りんくうワークス 公表  大阪府泉南市りんくう南浜3番23 平成24年6月1日 10

障害福祉サービス事業 大阪整肢学院 公表 大阪府大阪市北区中津2-2-22 平成24年4月1日 100
障害福祉サービス事業 北村園 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番10号 平成18年10月1日 20
障害福祉サービス事業 なでしこりんくう 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3番7 平成19年9月1日 1
障害福祉サービス事業 ふれあい泉南 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3番7 平成18年10月1日 20
障害福祉サービス事業 高寿園 公表 大阪府吹田市山手町1-1-1 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 北村園 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番10号 平成18年10月1日 10
障害福祉サービス事業 第二大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番10号 平成23年10月1日 -
障害福祉サービス事業 第二大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番10号 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 ふくろうの杜 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番12号 平成24年4月1日 50
障害福祉サービス事業 ふくろうの杜 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番12号 平成18年10月1日 5
障害福祉サービス事業 松風園 公表 大阪府吹田市川園町1番1号 平成18年10月1日 3
障害福祉サービス事業 グループホーム・ケアホームかばの木 公表 大阪府大阪市大正区鶴町4-11-4-106 平成18年10月1日 8
障害福祉サービス事業 淡海荘ショートステイ 公表 滋賀県栗東市出庭697-1 平成18年10月1日 空床利用

障害福祉サービス事業 明和病院なでしこ 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成24年4月1日 10
障害福祉サービス事業 明和病院なでしこ 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成18年10月1日 10
障害福祉サービス事業 明和病院なでしこ 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成18年10月1日 20

障害福祉サービス事業 青い鳥医療療育センター 公表 愛知県名古屋市西区中中小田井5丁目89番地 平成24年4月1日 170
障害福祉サービス事業 青い鳥医療療育センター 公表 愛知県名古屋市西区中中小田井5丁目89番地 平成18年10月1日 空床利用

障害福祉サービス事業 静岡市桜の園城北館 公表 静岡県静岡市葵区北安東四丁目32番34号 平成28年4月1日 20

障害福祉サービス事業 静岡市心身障害者ケアセンター 公表 静岡県静岡市葵区城東町24番1号 平成18年10月1日 30
障害福祉サービス事業 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成24年4月1日 43
障害福祉サービス事業 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成24年4月1日 5
障害福祉サービス事業 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成18年10月1日 空床利用

障害福祉サービス事業 りんくうワークス 公表  大阪府泉南市りんくう南浜3番23 平成24年6月1日 41

障害福祉サービス事業 やすらぎ老人短期入所施設 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成27年2月1日 30
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一般相談支援事業 サポートステーションひなぎく 公表 埼玉県川口市芝西2-31-15 平成27年10月1日 -

特定相談支援事業

障害福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 多機能型事業所済生会かがやき 公表

特定相談支援事業 済生会相談支援事業所かみす 公表

済生会介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1丁目1656番 平成21年8月1日 -

障害福祉サービス事業 多機能型事業所済生会かがやき 公表 熊本県熊本市南区内田町3555-1 平成24年3月1日 10

熊本県熊本市南区内田町3555-1 平成24年3月1日 6

障害福祉サービス事業 なでしこハウス三津 公表  愛媛県松山市住吉2丁目2-6-8 平成24年4月1日 5
20

障害福祉サービス事業 済生会介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1丁目1656番 平成21年8月1日 -

特定相談支援事業 愛知県三河青い鳥医療療育センター 公表 愛知県岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 平成28年4月1日 -

サポートステーションひなぎく 公表 埼玉県川口市北原台2-14-25 平成26年4月1日 -
特定相談支援事業 生活支援センター夢の実 公表 埼玉県鴻巣市本町5-2-41 平成24年4月1日 -

一般相談支援事業 熊本福祉相談支援センター 公表 熊本県熊本市南区内田町3560-1 平成24年4月1日 -
茨城県神栖市知手中央7丁目2番45号 平成27年4月1日 -

一般相談支援事業 やまぐち障害者生活支援センターなでしこ 公表 山口県山口市朝倉町4-55 平成24年4月1日 -
一般相談支援事業 明和ねむの木 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成26年4月1日 -

一般相談支援事業 生活支援センター夢の実 公表 埼玉県鴻巣市本町5-2-41 平成24年4月1日 -
障害福祉サービス事業 訪問介護ステーションせんだい 公表 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 平成27年8月1日 -

障害福祉サービス事業 ホームヘルプステーション高喜苑 公表 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 ホームヘルプステーション高喜苑 公表 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成18年10月1日 -
障害福祉サービス事業 就労継続支援済生会ウィズ 公表 熊本県熊本市南区内田町3561-1 平成22年3月1日 57

地域活動支援センター 生活支援センター夢の実 公表 埼玉県鴻巣市八幡田868-1 平成12年4月1日 30

障害福祉サービス事業 済生会グループホーム 公表 熊本県熊本市南区内田町3552-1 平成18年4月1日 90
障害福祉サービス事業 済生会グループホーム 公表 熊本県熊本市南区内田町3552-1 平成18年4月1日 5
障害福祉サービス事業 多機能型事業所済生会ほほえみ 公表 熊本県熊本市南区内田町3560-1 平成24年3月1日 10
障害福祉サービス事業 多機能型事業所済生会ほほえみ 公表 熊本県熊本市南区内田町3560-1 平成24年3月1日 30
障害福祉サービス事業 多機能型事業所済生会かがやき 公表 熊本県熊本市南区内田町3555-1 平成24年3月1日 24

特定相談支援事業 やまぐち障害者生活支援センターなでしこ 公表 山口県山口市朝倉町4-55 平成24年4月1日 -
特定相談支援事業 明和ねむの木 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成26年4月1日 -

特定相談支援事業 愛知県青い鳥医療療育センター 公表 愛知県名古屋市西区中小田井5-89 平成25年4月1日 -
特定相談支援事業 伊豆医療福祉センター 公表 静岡県伊豆の国市寺家202 平成25年4月1日 -
特定相談支援事業 静岡医療福祉センター児童部 公表 静岡県静岡市駿河区曲金5丁目3番30号 平成25年4月1日 -
特定相談支援事業 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家 公表 静岡県静岡市葵区城東町24-1 平成25年4月1日 -
特定相談支援事業 静岡市心身障害者ケアセンター 公表 静岡県静岡市葵区城東町24番1号 平成24年4月1日 -

特定相談支援事業 熊本福祉相談支援センター 公表 熊本県熊本市南区内田町3560-1 平成24年10月1日 -
特定相談支援事業 なでしこ園相談支援事業所 公表 熊本県熊本市南区白藤3-2-71 平成24年10月1日 -
特定相談支援事業 松山訪問看護ステーション 公表 愛媛県松山市山西町841-1 平成26年4月1日 -
特定相談支援事業 済生会介護支援センター姫原 公表 愛媛県松山市姫原1-1656 平成24年4月1日 -

移動支援事業 第二大正園 公表 大阪府大阪市大正区北村3丁目5番10号 平成24年4月1日 -
移動支援事業 川口市障害者移動支援事業ケアステーションなでしこ 公表 埼玉県川口市北原台2-14-25 平成18年10月1日 -

移動支援事業 在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション 公表 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成18年10月1日 -

障害福祉サービス事業 ホームヘルプステーション高喜苑 公表 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成18年10月1日 -

障害福祉サービス事業

昭和47年8月15日

-

6
50

平成18年10月1日

平成18年4月1日

平成26年10月1日松山ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝなでしこ 公表 愛媛県松山市高浜町2-2232-2

愛媛県松山市姫原1-1656

静岡県静岡市葵区春日3-3-10

千葉県銚子市猿田町440

移動支援事業

福祉ホーム
救護施設

済生会介護支援センター姫原

福祉ホームワーク春日
救護盲老人施設猿田荘第

一
種

公表

公表
公表



生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 富田林病院 公表 大阪府富田林市向陽台1-3-36 昭和27年5月22日 300
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 泉尾病院 公表 大阪府大阪市大正区北村3-4-5 昭和27年5月22日 450
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 野江病院 公表 大阪府大阪市城東区古市1-3-25 昭和27年5月22日 400
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 千里病院 公表 大阪府吹田市津雲台1-1-6 平成15年4月1日 343
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 吹田病院 公表 大阪府吹田市川園町1-2 昭和27年5月22日 500
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 新泉南病院 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 26
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 中津病院 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 昭和27年5月22日 712
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 京都府病院 公表 京都府長岡京市今里南平尾8-1 昭和27年5月22日 350
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 滋賀県病院 公表 滋賀県栗東市大橋2-4-1 昭和27年5月22日 393
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 明和病院 公表 三重県多気郡明和町大字上野435 平成10年12月1日 214
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 松阪総合病院 公表 三重県松阪市朝日町一区15-6 昭和27年5月22日 430
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 愛知県済生会リハビリテーション病院 公表 愛知県名古屋市西区栄生1-1-18 昭和27年5月22日 199
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 静岡済生会総合病院 公表 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-1 昭和27年5月22日 521
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 福井県済生会病院 公表 福井県福井市和田中町舟橋7-1 昭和27年5月22日 460
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 金沢病院 公表 石川県金沢市赤土町二13-6 昭和27年5月22日 260
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 高岡病院 公表 富山県高岡市二塚387-1 昭和27年5月22日 266
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 富山病院 公表 富山県富山市楠木33-1 昭和27年5月22日 250
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 三条病院 公表 新潟県三条市大野畑6-18 昭和27年5月22日 199
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 新潟第二病院 公表 新潟県新潟市西区寺地280-7 平成3年7月1日 425
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 横浜市東部病院 公表 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 平成19年3月30日 516
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 平塚病院 公表 神奈川県平塚市立野町37-1 昭和9年4月15日 114
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 若草病院 公表 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 昭和21年5月15日 199
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 横浜市南部病院 公表 神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10 昭和58年6月10日 500
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 神奈川県病院 公表 神奈川県横浜市神奈川区富家町6-6 昭和24年3月10日 197
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 向島病院 公表 東京都墨田区八広1-5-10 昭和23年9月25日 102
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 中央病院 公表 東京都港区三田1-4-17 昭和25年4月1日 535
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 習志野病院 公表 千葉県習志野市泉町1-1-1 平成13年6月1日 400
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 栗橋病院 公表 埼玉県久喜市小右衛門714-6 平成1年7月1日 329
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 鴻巣病院 公表 埼玉県鴻巣市八幡田849 昭和40年10月28日 379
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 川口総合病院 公表 埼玉県川口市西川口5-11-5 昭和15年4月15日 424
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 前橋病院 公表 群馬県前橋市上新田町564-1 昭和48年9月4日 327
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 宇都宮病院 公表 栃木県宇都宮市竹林町911-1 昭和17年5月30日 644
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 常陸大宮済生会病院 公表 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3 平成18年7月1日 160
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 龍ケ崎済生会病院 公表 茨城県龍ケ崎市中里1-1 平成13年12月1日 210
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 神栖済生会病院 公表 茨城県神栖市知手中央7-2-45 昭和28年11月24日 179
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 茨城県立こども病院 公表 茨城県水戸市双葉台3-3-1 昭和58年10月19日 115
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 水戸済生会総合病院 公表 茨城県水戸市双葉台3-3-10 昭和18年6月30日 472
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 川俣病院 公表 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 昭和45年4月1日 90
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 福島総合病院 公表 福島県福島市大森字下原田25 昭和4年12月25日 216
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 山形済生病院 公表 山形県山形市沖町79-1 昭和19年5月19日 473
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岩泉病院 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家19-1 昭和11年9月8日 98
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 北上済生会病院 公表 岩手県北上市花園町1-6-8 昭和11年4月1日 309

北海道小樽市築港10-1 昭和27年11月29日 258
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 西小樽病院 公表 北海道小樽市長橋3丁目24番1号 平成14年10月1日 100
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 小樽病院 公表

生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業 昭和61年4月1日 10静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30静岡医療福祉センターライトホーム 公表



生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 陸前高田診療所 公表 岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里1番地 平成27年4月1日

生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 内牧クリニック 公表 埼玉県春日部市内牧3149 平成22年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 波崎診療所 公表 茨城県神栖市波崎8968 平成18年8月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 済生会春日診療所 公表 福島県伊達郡川俣町字五百田20-1 平成23年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 宮城県済生会こどもクリニック 公表 宮城県仙台市宮城野区東仙台6-1-1 昭和48年3月13日 -

生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岩泉町小本仮設診療所 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字中島140番地 平成24年6月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岩泉町釜津田診療所 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字沢口36番地1 平成12年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岩泉町大川診療所 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町大川字下町65番地1 平成2年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岩泉町安家診療所 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林120番地2 昭和27年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岩泉病院附属安芸診療所 公表 岩手県下閉伊郡岩泉町上有芸字猿ケ渕5番地4 昭和34年6月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 川内病院 公表 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 昭和41年6月21日 244
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 鹿児島病院 公表 鹿児島県鹿児島市南林寺町1-11 昭和27年5月22日 70
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 日向病院 公表 宮崎県東臼杵郡門川町南町4-128 昭和33年5月15日 204
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 日田病院 公表 大分県日田市大字三和643-7 平成2年8月1日 204
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 みすみ病院 公表 熊本県宇城市三角町波多775-1 平成15年3月1日 128
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 熊本病院 公表 熊本県熊本市南区近見5-3-1 昭和27年5月22日 400
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 長崎病院 公表 長崎県長崎市片淵2-5-1 昭和27年5月22日 205
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 唐津病院 公表 佐賀県唐津市元旗町817 昭和27年5月22日 193
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 飯塚嘉穂病院 公表 福岡県飯塚市太郎丸265番地 平成19年4月1日 198
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 二日市病院 公表 福岡県筑紫野市湯町3-13-1 昭和27年5月22日 260
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 大牟田病院 公表 福岡県大牟田市大字田隈810 昭和27年5月22日 196
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 八幡総合病院 公表 福岡県北九州市八幡東区春の町5-9-27 昭和27年5月22日 403
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 福岡総合病院 公表 福岡県福岡市中央区天神1-3-46 昭和36年5月31日 380
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 西条病院 公表 愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269-1 昭和33年4月1日 150
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 今治第二病院 公表 愛媛県今治市北日吉町1-7-43 平成14年4月1日 30
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 今治病院 公表 愛媛県今治市喜田村7-1-6 昭和31年6月1日 191
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 松山病院 公表 愛媛県松山市山西町880-2 昭和39年3月1日 199
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 香川県済生会病院 公表 香川県高松市多肥上町1331番地1 昭和27年5月22日 198
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 豊浦病院 公表 山口県下関市豊浦町大字小串7-3 平成12年7月1日 275
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 下関総合病院 公表 山口県下関市安岡町8-5-1 昭和34年3月31日 373
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 湯田温泉病院 公表 山口県山口市朝倉町4-55 平成9年7月1日 142
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 山口総合病院 公表 山口県山口市緑町2-11 昭和27年5月22日 310
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 広島病院 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 昭和61年2月25日 330
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 呉病院 公表 広島県呉市三条2-1-13 昭和27年5月22日 150
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 吉備病院 公表 岡山県岡山市北区高松原古才584-1 平成18年4月1日 75
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岡山済生会総合病院 公表 岡山県岡山市北区国体町2-25 昭和27年5月22日 553
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 江津総合病院 公表 島根県江津市江津町1016-37 昭和30年4月8日 300
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 境港総合病院 公表 鳥取県境港市米川町44 昭和36年1月11日 197
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 有田病院 公表 和歌山県有田郡湯浅町大字吉川52-6 昭和27年5月22日 184
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 和歌山病院 公表 和歌山県和歌山市十二番丁45番地 昭和27年5月22日 200
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 御所病院 公表 奈良県御所市大字三室20 昭和27年5月22日 192
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 中和病院 公表 奈良県桜井市大字阿部323 昭和29年6月1日 324
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 奈良病院 公表 奈良県奈良市八条4-643 昭和27年12月20日 194
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 兵庫県病院 公表 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-1 昭和27年12月20日 268
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 茨木病院 公表 大阪府茨木市見付山2-1-45 昭和27年5月22日 315
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生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設大牟田ライフケア院 公表 福岡県大牟田市大字田隈599番地18 平成3年4月23日 40
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設済生会くれたけ荘 公表

生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設まつら荘 公表 佐賀県唐津市江川町694番地1 昭和63年10月7日 80
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設大牟田ライフケア院ユニット 公表 福岡県大牟田市大字田隈599番地18 平成27年10月1日 40

福岡県北九州市八幡東区中尾1-22-18 平成8年6月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 小田老人保健施設ふじの園 公表 愛媛県上浮穴郡小田町大字町村149-1 平成5年4月1日 29
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 西条老人保健施設いしづち苑 公表 愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269-1 平成5年4月1日 55
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 今治老人保健施設希望の園 公表 愛媛県今治市喜田村7-1-6 平成1年6月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 松山老人保健施設にぎたつ苑 公表 愛媛県松山市山西町880-2 平成4年5月1日 80
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ひびき苑 公表 山口県下関市豊浦町大字小串7-3 平成12年7月1日 50
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設はまな荘 公表 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成11年4月1日 80
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設備中荘 公表 岡山県岡山市北区高松原古才600-5 平成24年2月16日 60
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設たちばな苑 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成18年9月1日 60
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設なでしこ苑 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 80
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設高砂ケアセンター 公表 島根県江津市江津町1110-15 平成3年11月1日 160
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設サテライトはまかぜ 公表 鳥取県境港市米川町44　境港総合病院内 平成20年7月1日 29
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設はまかぜ 公表 鳥取県境港市蓮池町78-1 平成11年10月1日 50
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ライフケア有田 公表 和歌山県有田郡湯浅町大字吉川52-1 平成9年8月1日 80
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設シルバーケアまほろば 公表 奈良県桜井市大字阿部323 平成6年4月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ライフポート茨木 公表 大阪府茨木市見付山2-1-39 平成11年2月1日 80
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ライフポ-ト泉南 公表 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 90
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ライフケア中津 公表 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成2年4月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ケアポート栗東 公表 滋賀県栗東市大橋2-8-2 平成12年4月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ケアホーム･さいせい 公表 福井県福井市和田中町徳万28 平成10年10月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設ケアホーム三条 公表 新潟県三条市大野畑6-85-5 平成4年4月1日 96
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設湘南苑 公表 神奈川県平塚市立野町37-1 平成2年6月1日 54
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 鴻巣介護老人保健施設こうのとり 公表 埼玉県鴻巣市八幡田868-1 平成9年9月1日 110
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設あずま荘 公表 群馬県前橋市上新田町603-1 平成1年6月20日 70
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設めがみ 公表 福島県伊達郡川俣町字五百田20-1 平成23年5月1日 29
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設フローラさいせい 公表 山形県山形市小白川町2-3-1 平成8年4月1日 100
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 介護老人保健施設はまなす 公表 北海道小樽市塩谷2丁目17番25号 平成8年5月16日 100

生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 小田診療所 公表 愛媛県喜多郡内子町小田130 平成21年6月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 高浜診療所 公表 愛媛県松山市高浜町2-2232-2 昭和31年10月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岡山済生会昭和町診療所 公表 岡山県岡山市北区昭和町12-15 平成20年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岡山済生会国体町診療所 公表 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岡山済生会奉還町診療所 公表 岡山県岡山市北区奉還町2-13-18 平成7年7月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 岡山済生会県庁内診療所 公表 岡山県岡山市北区内山下2-4-6　岡山県庁内 昭和27年5月22日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 新潟内科診療所 公表 新潟県新潟市中央区田町1丁目3239-1 平成22年4月1日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 葛飾診療所 公表 東京都葛飾区立石8-41-8 昭和27年5月22日 -
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 渋谷診療所 公表 東京都渋谷区渋谷3-2-3　帝都青山ビル　２階 昭和32年4月22日 -

種類（番号を記載）

16

施設名・事業所名

看護師養成所（宇都宮病院看護専門学校）

所在地

栃木県宇都宮市竹林町945-1

事業開始年月日

昭和51年12月27日

事業規模（定員）

120

16 看護師養成所（川口看護専門学校） 埼玉県川口市西川口6-9-7 昭和54年4月1日 120

16 看護師養成所（東京都済生会看護専門学校） 東京都葛飾区立石8-41-8 昭和46年4月1日 108



-

12 訪問看護ステーション（茨木訪問看護ステーション） 大阪府茨木市上穂積1-2-27-101 平成19年7月1日 -

12 訪問看護ステーション（栗東市訪問看護ステーション） 滋賀県栗東市安養寺190 平成16年10月1日

16 看護師養成所（滋賀県済生会看護専門学校）

16 看護師養成所（静岡済生会看護専門学校） 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 昭和38年4月1日 120

滋賀県栗東市大橋3-4-5 昭和59年4月1日 120,80

16 看護師養成所（大阪済生会中津看護専門学校） 大阪府大阪市北区芝田2-10-39　中津病院内 昭和53年4月1日 240

16 看護師養成所（大阪済生会野江看護専門学校） 大阪府大阪市城東区今福東2-2-26 平成6年4月1日 120

16 看護師養成所（岡山済生会看護専門学校） 岡山県岡山市北区国体町1-11 昭和33年9月1日 180

12 訪問看護ステーション（山形訪問看護ステーション） 山形県山形市沖町79-1 平成11年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（福島訪問看護ステーション） 福島県福島市大森字下原田25番地 平成10年7月1日 -

12 訪問看護ステーション（川俣訪問看護ステーション） 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 平成24年10月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションかみす） 茨城県神栖市知手中央7-2-45 平成11年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションほっと） 栃木県宇都宮市竹林町958 平成9年6月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションきゅうぽら） 埼玉県川口市西川口5-11-5 平成10年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（くりはし訪問看護ステーション） 埼玉県久喜市小右衛門714-6 平成25年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（ならしの訪問看護ステーション） 千葉県習志野市和泉町1-1-1 平成23年11月1日 -

12 訪問看護ステーション（三田訪問看護ステーション） 東京都港区三田1-4-17 平成9年2月1日 -

12 訪問看護ステーション（かながわ訪問看護ステーション） 神奈川県横浜市神奈川区立町6-1ANNI横浜EAST301 平成10年9月1日 -

12 訪問看護ステーション（南部訪問看護ステーション） 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目11番29号 平成9年2月26日 -

12 訪問看護ステーション（わかくさ訪問看護ステーション） 神奈川県横浜市金沢区平潟町11-28 平成8年10月1日 -

12 訪問看護ステーション（平塚訪問看護ステーション） 神奈川県平塚市立野町35-8 平成10年6月1日 -

12 訪問看護ステーション（新潟訪問看護ステーション） 新潟県新潟市西区寺地280-7 平成11年10月1日 -

12 訪問看護ステーション（三条訪問看護ステーション） 新潟県三条市大野畑6-18 平成8年1月1日 -

12 訪問看護ステーション（金沢訪問看護ステーション） 石川県金沢市赤土町二13-6（済生会金沢病院内） 平成15年9月1日 -

12 訪問看護ステーション（福井県済生会訪問看護ステーション） 福井県福井市和田中町舟橋7-1(福井県済生会病院内) 平成6年12月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションおしか） 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-1 平成8年8月1日 -

12 訪問看護ステーション（明和訪問看護ステーション） 三重県多気郡明和町大字上野435 平成12年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（滋賀県済生会訪問看護ステーション） 滋賀県栗東市小柿4-1-1 平成6年4月1日 -

-

12 訪問看護ステーション（京都府済生会訪問看護ステーション） 京都府長岡京市今里南平尾10 平成7年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（中津病院訪問看護ステーション） 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成12年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（泉南訪問看護ステーション） 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（吹田訪問看護ステーション） 大阪府吹田市昭和町10-7 平成12年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（野江訪問看護ステーション） 大阪府大阪市城東区今福東3-7-29 平成12年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（泉尾訪問看護ステーション） 大阪府大阪市大正区北村3-5-10 平成8年11月1日 -

12 訪問看護ステーション（吹田病院東淀川訪問看護ステーション） 大阪府大阪市東淀川区北江口1-8-5 平成16年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（富田林訪問看護ステーション） 大阪府富田林市向陽台１丁目3番36号 平成17年7月1日 -

12 訪問看護ステーション（千里病院訪問看護ステーション） 大阪府吹田市津雲台1丁目1番6号 平成28年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（松阪訪問看護ステーション） 松阪市朝日町字石田365番地35 平成28年4月1日



12 訪問看護ステーション（兵庫県済生会訪問看護ステーション） 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-1　兵庫県病院内 平成11年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（有田訪問看護ステーション） 和歌山県有田郡湯浅町大字吉川52-6 平成12年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（鳥取県済生会訪問看護ステーション白鴎） 鳥取県境港市蓮池町78-1 平成7年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（高砂訪問看護ステーション） 島根県江津市江津町1110-15 平成10年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（岡山済生会訪問看護ステーション） 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成6年8月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションやすらぎ） 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成11年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションかもめ） 広島県呉市三条2-1-13 平成17年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（在宅複合型施設やすらぎ） 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成5年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（下関市豊浦地域ケアセンター） 山口県下関市豊浦町大字小串7-3 平成12年7月1日 -

12 訪問看護ステーション（貴船園訪問看護ステーション） 山口県下関市貴船町3丁目4番1号 平成12年7月1日 -

12 訪問看護ステーション（居宅介護サービス複合施設にほ苑訪問介護事業） 山口市仁保中郷989-1 平成19年8月1日 -

12 訪問看護ステーション（松山訪問看護ステーション） 愛媛県松山市山西町880-2 平成6年10月3日 -

12 訪問看護ステーション（今治訪問看護ステーション） 愛媛県今治市北日吉町1-7-43 平成9年7月15日 -

12 訪問看護ステーション（西条訪問看護ステーション） 愛媛県西条市新田109-1 平成27年2月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションなでしこ） 福岡県大牟田市大字田隈599番地18　大牟田ライフケア院内 平成9年3月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーション芦田鶴） 福岡県筑紫野市湯町2-9-2 平成8年3月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションひまわり） 福岡県北九州市八幡東区春の町2-3-27 平成17年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションなでしこ） 佐賀県唐津市元旗町816-217 平成5年6月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションせんだい） 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 平成9年5月28日 -

12 訪問看護ステーション（なでしこ訪問看護ステーション） 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成7年1月1日 -

6 乳児地域交流事業施設（ベビーディケア中津） 大阪府大阪市北区芝田2丁目10番39号 平成2年4月1日 20

16 独立行政法人自動車事故対策機構（岡山療護センター） 岡山県岡山市北区西古松2丁目8番35号 平成6年2月1日 50

6 企業委託型保育ｻｰﾋﾞｽ（富山県立中央病院保育所） 富山県富山市西長江2-2-78 平成6年4月1日 36

12 居宅介護支援事業（はまなす） 小樽市築港10番1号 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（済生会山形訪問看護ステーション） 山形県山形市沖町79-1 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（特別養護老人ホーム愛日荘） 山形県山形市大字妙見寺4 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（特別養護老人ホームやまのべ荘） 山形県東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（特別養護老人ホームながまち荘） 山形県山形市長町751 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（済生会かわまた在宅介護支援センター） 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（済生会福島指定居宅介護支援事業所） 福島県福島市大森字下原田25番地 平成26年6月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業所かみす） 茨城県神栖市知手中央7-2-45 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護事業所 龍ケ岡） 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17 平成16年3月1日 -

12 居宅介護支援事業（訪問看護ステーションほっと） 栃木県宇都宮市竹林町958 平成12年1月4日 -

12 居宅介護支援事業（なでしこ） 栃木県宇都宮市徳次郎町2479-1 平成12年4月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーション野の花） 奈良県奈良市八条4丁目643 平成26年7月1日 -

12 訪問看護ステーション（訪問看護ステーションハートフル済生会） 松山市山西町997-1 平成20年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘） 福島県伊達市一本松64 平成12年4月1日 -



公益事
業

12 居宅介護支援事業（ケアステーションなでしこ） 埼玉県川口市西川口6-4-14西館２階 平成28年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（介護老人保健施設あずま荘） 群馬県前橋市上新田町603-1 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（鴻巣在宅介護支援センターこうのとり） 埼玉県鴻巣市八幡田868-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（くりはし訪問看護ステーション） 埼玉県久喜市小右衛門714-6 平成25年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（三田訪問看護ステーション） 東京都港区三田1-4-17 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーション） 神奈川県横浜市神奈川区立町6-1ANNI横浜EAST301 平成10年9月1日 -

12 居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザ） 神奈川県神奈川区菅田町1718-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市金沢区能見台東2-1 平成13年9月1日 -

12 居宅介護支援事業（済生会南部訪問看護ステーション） 神奈川県横浜市港南区港南台3-11-29 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（若草ホーム） 神奈川県横浜市金沢区平潟町12-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市金沢区六浦5-20-2 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーション） 神奈川県平塚市立野町35-8 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業所早川町） 新潟県新潟市中央区早川町3-3244 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（三条特別養護老人ホーム長和園） 新潟県三条市大野畑6-81 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（高岡病院） 富山県高岡市二塚387-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（明和在宅介護支援センター） 三重県多気郡明和町大字上野435 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（聖和園居宅介護支援事業所） 福井県大野市蕨生158-35 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（栗東在宅介護支援センター） 滋賀県栗東市出庭697-1 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（小鹿苑） 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（京都府病院居宅介護支援事業所） 京都府長岡京市今里南平尾8-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（中津病院） 大阪府大阪市北区芝田2-10-39 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（なでしこりんくう） 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成14年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（吹田特別養護老人ホーム高寿園） 大阪府吹田市山手町1-1-1 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（吹田特別養護老人ホーム松風園） 大阪府吹田市川園町1-2 平成12年4月1日 -

12 野江居宅介護支援事業所 大阪府大阪市城東区今福東2-2-25 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（野江特別養護老人ホーム城東園） 大阪府大阪市城東区今福東2-2-33 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（北恩加島地域在宅サービスステーション） 大阪府大阪市大正区北村3-4-3 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（富田林病院） 大阪府富田林市向陽台1-3-36 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘） 大阪府富田林市向陽台1-3-22 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（介護老人保健施設ライフポート茨木） 大阪府茨木市見付山2-1-39 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（ふじの里在宅介護支援センター） 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（在宅支援センターなでしこ） 奈良県櫻井市大字阿部323 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（御所病院居宅介護支援事業） 奈良県御所市大字三室20 平成16年8月1日 -

12 居宅介護支援事業（有田居宅介護支援事業所） 和歌山県有田郡湯浅町大字吉川52-6 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（境港市在宅介護支援センター済生会） 鳥取県境港市蓮池町78-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業所白寿園） 島根県江津市江津町1110 平成12年4月1日 -



12 居宅介護支援事業（済生会くれたけ荘居宅介護支援事業所） 福岡県北九州市八幡東区中尾1-22-18 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（松山特別養護老人ホーム） 愛媛県松山市久万ノ台1717 平成12年11月2日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業センターむさし） 福岡県筑紫野市湯町2-9-2 平成11年12月1日 -

12 居宅介護支援事業（在宅介護支援センターさいせい） 愛媛県今治市北日吉1-7-43 平成15年12月1日 -

12 居宅介護支援事業（特別養護老人ホームなでしこ荘） 長崎県長崎市西山台2-32-47 平成14年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（福岡県済生会ケアプランサービスなでしこ） 福岡県大牟田市大字田隈599番地18　大牟田ライフケア院内 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業所せんだい） 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 平成12年2月1日 -

12 居宅介護支援事業（佐賀県済生会指定居宅介護支援事業所） 佐賀県唐津市元旗町816-217 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（指定居宅介護支援センター武岡台） 鹿児島県鹿児島市武岡5-51-10 平成18年8月1日 -

12 居宅介護支援事業（みすみ病院居宅介護支援センター） 熊本県宇城市三角町波多775-1 平成25年10月1日 -

12 訪問入浴介護事業（特別養護老人ホーム白寿園） 島根県江津市江津町1110 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（指定居宅介護支援センター高喜苑） 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成11年10月1日 -

12 訪問入浴介護事業（特別養護老人ホーム聖和園） 福井県大野市蕨生158-35 平成12年4月1日 -

12 訪問入浴介護事業（寿楽荘） 佐賀県唐津市西旗町7-1 平成12年4月1日 -

12 訪問入浴介護事業（訪問入浴センター高喜苑） 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成12年4月1日 -

7 福祉用具貸与事業（福祉用具貸与事業所　ハートフル済生会） 愛媛県松山市西町997-1 平成12年4月1日 -

3 在宅生活復帰支援のため日常訓練が必要な者に対し短期間そのための住居を提供する事業(松山在宅生活復帰支援センター　ハートフル済生会） 愛媛県松山市西町997-1 平成15年10月28日 33

16 福祉有償運送事業（特別養護老人ホーム憩いの丘） 岡山県岡山市北区日近1807 平成16年8月1日 -

16 過疎地有償運送事業（特別養護老人ホーム憩いの丘） 岡山県岡山市北区日近1807 平成16年8月1日 -

16 過疎地有償運送事業（デイサービスセンターごごしま） 愛媛県松山市泊町618番地4 平成27年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（岡山済生会総合病院） 岡山県岡山市北区国体町2-25 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（憩いの丘在宅介護支援センター） 岡山県岡山市北区日近1807 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（備中荘） 岡山県岡山市北区高松原古才600-5 平成26年11月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業所さいせい） 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（在宅複合型施設やすらぎ） 山口県山口市朝倉町4-55-6 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（下関総合病院居宅介護支援事業所） 山口県下関市安岡町8-5-1 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（下関市豊浦地域ケアセンター） 山口県下関市豊浦町大字小串7-3 平成12年7月1日 -

12 居宅介護支援事業（貴船福祉ケアセンター貴船園居宅介護支援事業所） 山口県下関市貴船町3-4-1 平成12年7月1日 -

12 居宅介護支援事業（居宅介護サービス複合施設にほ苑居宅介護支援事業所） 山口県山口市仁保中郷988-1 平成19年8月1日 -

12 居宅介護支援事業（なでしこ香川） 香川県高松市多肥上町1423番地1 平成12年2月18日 -

12 居宅介護支援事業（松山老人保健施設にぎたつ苑） 愛媛県松山市山西町880-2 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（済生会介護支援センター姫原） 愛媛県松山市姫原1-1656 平成12年4月1日 -

12 居宅介護支援事業（済生会今治指定居宅介護支援事業所さいせい） 愛媛県今治市北日吉町1-7-43 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（指定居宅介護支援事業所いしづち苑） 愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（小田指定居宅介護支援事業所緑風荘） 愛媛県喜多郡内子町小田149-1 平成11年10月1日 -

12 居宅介護支援事業（みなみがた荘在宅介護支援センター） 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成11年10月1日 -

12 地域包括支援センター（小樽市南部地域包括支援センター） 北海道小樽市築港10番1号 平成27年4月1日 -



12 地域包括支援センター（山辺町地域包括支援センター） 山形県東村山郡山辺町大字大塚814番地の2 平成27年8月1日 -

12 地域包括支援センター（福井あずま地域包括支援センター） 福井県福井市和田中町舟橋7番地1 平成28年4月1日 -

5

-

5

2

-

12 地域包括支援センター（葉山地域包括支援センター） 滋賀県栗東市出庭697-1 平成28年4月1日 -

12 地域包括支援センター（山形市地域包括支援センター済生会なでしこ地域包括支援センター） 山形県山形市沖町79-1 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（山形市地域包括支援センター済生会愛らんど地域包括支援センター） 山形県山形市小白川町2-3-1 平成19年4月1日 -

12 地域包括支援センター（川俣町地域包括支援センター） 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（済生会かみす） 茨城県神栖市知手中央7-2-45 平成25年4月1日 -

12 地域包括支援センター（鴻巣地域包括支援センターこうのとり） 埼玉県鴻巣市八幡田868-1 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（港区立地域包括支援センター港南の郷） 東京都港区港南3-3-23 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（港区立南麻布地域包括支援センター） 東京都港区南麻布1-5-26 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市菅田町1718-1 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市金沢区能見台2-1 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ） 神奈川県横浜市金沢区六浦5-20-2 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（三条市地域包括支援センター嵐南） 新潟県三条市四日町3-7-38-5 平成21年4月1日 -

12 地域包括支援センター（静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター） 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-24 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（泉南地域包括支援センターなでしこりんくう） 大阪府泉南市りんくう南浜3-7 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（大正区北部地域包括支援センター） 大阪府大阪市大正区千島2丁目4番4号パルティちしま内 平成24年4月1日 -

12 地域包括支援センター（ありのあんしんすこやかセンター） 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（桜井市地域包括支援センターきぼう） 奈良県桜井市大字阿部323 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（境港市北地域包括支援センター） 鳥取県境港市蓮池町78-1 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（坂町地域包括支援センター） 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（山口市中央地域包括支援センター） 山口県山口市朝倉町5-4 平成21年4月1日 -

12 地域包括支援センター（松山市地域包括支援センター三津浜） 愛媛県松山市東山町143 平成18年4月1日 -

12 地域包括支援センター（筑紫野市地域包括支援センターむさし） 福岡県筑紫野市湯町2-9-2 平成18年4月1日 -

13 有料老人ホーム（有料老人ホームなごみ苑） 岡山県岡山市北区国体町3-12 平成19年8月1日 34

16 静岡市発達障害者支援センター 静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30 平成19年10月1日 -

16 地域生活定着支援センター（富山県地域生活定着支援センター） 富山県富山市楠木33-1(富山病院内) 平成23年10月1日 -

16 地域生活定着支援センター（福井県地域生活定着支援センター） 福井県福井市和田中町舟橋7-1(福井県済生会病院内) 平成23年4月1日 -

16 地域生活定着支援センター（熊本県地域生活定着支援センター） 熊本県熊本市中央区上水前寺1-6-54第二宝生ビル202号 平成26年4月1日 -

16 地域生活定着支援センター（大分県地域生活定着支援センター） 大分県大分市府内町1-6-11小財ビル201 平成22年10月1日 -

16 日中一時支援事業（静岡市桜の園） 静岡県静岡市葵区内牧1560-6 平成24年4月1日 -

日中一時支援事業（静岡市心身障害者ケアセンター） 静岡県静岡市葵区城東町24-1 平成24年4月1日

16 日中一時支援事業（伊豆医療福祉センター） 静岡県伊豆の国市寺家202 平成24年4月1日

16 日中一時支援事業（静岡医療福祉センター児童部） 静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30 平成24年4月1日

16 日中一時支援事業（ふくろうの杜） 大阪府大阪市大正区北村3-5-12 平成24年4月1日

16 日中一時支援事業（なでしこハウス三津） 愛媛県松山市住吉2-6-8 平成24年4月1日

16



（ ）

１　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
２　駐車場の経営
３　公共的、公共的施設内の売店の経営

（ ）

16 サービス付き高齢者向け住宅（済生会なでしこの杜） 鹿児島県鹿児島市小野町2427-2 平成26年11月1日 40

4 茨木病院 大阪府茨木市見付山2-1-45 平成25年9月1日

　　地域支援事業を市町村から受託する事業

１６　その他

収益事
業

熊本県済生会 熊本県熊本市南区近見5-3-1 平成26年4月1日

不動産貸付、スポーツ及び文化的活動を支援する事業

種類（番号を記載）

４　その他

事業規模（定員）

５　入所施設からの退院・退所を支援する事業

１　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業

９　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）

１２　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、

６　子育て支援に関する事業
７　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
８　ボランティアの育成に関する事業

１０　社会福祉に関する調査研究等

３　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
４　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業

１５　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業

１３　有料老人ホーム

看護師養成所、自動車事故対策機構法の療護センター、福祉有償運送事業、過疎地有償運送事業、発達障害者支援センター、地域生活定着支援センター、日中一時支
援事業、特定施設入居者生活介護事業、ハンセン病療養所入所者社会復帰等支援事業、サービス付き高齢者向け住宅

種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員）

１４　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業

１１　事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業

3

小樽病院 北海道小樽市梅ヶ枝町8番18号 平成26年11月1日

２　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業

12 認知症総合支援事業（第二大正園） 大阪市大正区北村3-5-10 平成28年4月1日

施設名・事業所名

栃木県宇都宮市徳次郎町2632-1 平成27年4月1日

4

所在地 事業開始年月日

-

16 特定施設入居者生活介護事業（軽費老人ホーム彩光苑） 埼玉県春日部市内牧3149 平成25年4月1日 -

16 ハンセン病療養所入所者社会復帰等支援事業（ハンセン病回復者支援センター） 大阪府大阪市中央区谷町7-4-15（大阪府社会福祉会館3階） 平成25年4月1日 -

12 認知症総合支援事業（ながまち荘） 山形市長町751 平成27年8月1日

16 特定施設入居者生活介護事業（軽費老人ホームケアハウス公孫樹）

16 サービス付き高齢者向け住宅（ウエストサイド藤原台） 兵庫県神戸市北区藤原台中町5丁目1番3号 平成27年3月4日 30

2 境港総合病院 鳥取県境港市浜ノ町151 平成26年4月1日

2 神奈川県済生会 神奈川県横浜市港北区篠原町1158-43 平成24年12月1日

1 中央病院 東京都新宿区4-56-8 平成9年4月

2 岡山済生会総合病院 岡山県岡山市北区国体町2-25 平成5年11月11日

4 スポーツ及び文化的活動を支援する事業（済生会フィットネス＆カルチャークラブ） 岡山県岡山市北区昭和町12-15 平成20年4月1日

1 特別養護老人ホーム百楽苑 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40 平成12年4月1日 110



1 特別養護老人ホーム百楽苑短期入所事業 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40 平成13年4月1日 10

1 特別養護老人ホーム　愛日荘 山形市大字妙見寺4 昭和55年4月1日 80

1 短期入所生活介護事業所　愛日荘 山形市大字妙見寺4 昭和56年4月1日 20

1 通所介護事業所　愛日荘 山形市大字妙見寺4 平成5年3月29日 24

1 特別養護老人ホーム　やまのべ荘 東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成23年4月1日 80

1 地域密着型特別養護老人ホームやまのべ荘 東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成24年7月1日 20

1 短期入所生活介護事業所　やまのべ荘 東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成23年4月1日 8

1 通所介護事業所　やまのべ荘 東村山郡山辺町大字大塚814-2 平成23年4月1日 35

1 指定介護老人福祉施設ながまち荘 山形市長町751 平成2年7月1日 80

1 指定短期入所生活介護事業所ながまち荘 山形市長町751 平成2年7月1日 20

1 指定通所介護事業所ながまち荘 山形市長町751 平成2年7月1日 30

1 指定訪問介護事業所ながまち荘 山形市長町751 平成5年4月1日 -

1 特別養護老人ホーム山静寿 山形市大字沼木字下河原1133-1 平成23年4月11日 100

1 特別養護老人ホーム山静寿(短期入所生活介護) 山形市大字沼木字下河原1133-1 平成23年4月11日 空床

1 特別養護老人ホーム山静寿(介護予防短期入所生活介護) 山形市大字沼木字下河原1133-1 平成23年4月11日 空床

1 特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘 伊達市一本松６４ 平成12年4月1日 80

1 伊達すりかみ荘デイサービスセンター 伊達市一本松６４ 平成12年4月1日 25

1 伊達すりかみ荘（短期入所事業） 伊達市一本松６４ 平成12年4月1日 12

1 特別養護老人ホームはなづか 福島県伊達郡川俣町字五百田20-1 平成23年5月1日 29

1 特別養護老人ホームはなづか短期入所 福島県伊達郡川俣町字五百田20-1 平成23年5月1日 1

1 特別養護老人ホーム龍ケ岡 龍ケ崎市中里1-1-17 平成16年3月1日 110

1 短期入所生活介護事業龍ケ岡 龍ケ崎市中里1-1-17 平成16年3月1日 14

1 通所介護事業龍ケ岡 龍ケ崎市中里1-1-17 平成16年3月1日 40

1 特別養護老人ホームとちの木荘 宇都宮市徳次郎町２４７９－１ 昭和42年7月1日 108

1 デイサービスセンター六本杉 宇都宮市徳次郎町２６３２－１ 平成14年10月1日 24

1 彩光苑（介護老人福祉施設） 春日部市内牧3149 平成18年4月1日 126

1 彩光苑（短期入所生活介護） 春日部市内牧3149 平成18年4月1日 6

1 港区立特別養護老人ホーム港南の郷 東京都港区港南３－３－２３ 平成8年7月29日 90

1 短期入所生活介護（港南の郷で実施） 東京都港区港南３－３－２３ 平成8年8月1日 10

1 介護予防短期入所生活介護（港南の郷で実施） 東京都港区港南３－３－２３ 平成8年8月1日 10

1 港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷 東京都港区港南３－３－２３ 平成8年6月24日 30

1 港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷（介護予防 東京都港区港南３－３－２３ 平成8年6月24日 30

1 港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター（通所介護） 東京都港区南麻布１－５－２６ 平成3年4月22日 30

1 港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター（介護予防通所介護） 東京都港区南麻布１－５－２６ 平成3年4月22日 30



1 若草ホーム（介護老人福祉施設） 横浜市金沢区平潟町１２－１ 昭和55年4月1日 70

1 若草ホーム（短期入所生活介護） 横浜市金沢区平潟町１２－１ 平成12年4月1日 7

1 若草ホーム（介護予防短期入所生活介護） 横浜市金沢区平潟町１２－１ 平成18年4月1日 0

1 若草ホーム（地域密着型通所介護） 横浜市金沢区平潟町１２－１ 平成12年4月1日 15

1 若草ホーム（介護予防通所介護） 横浜市金沢区平潟町１２－１ 平成18年4月1日 0

1 若草ホーム（第１号通所事業） 横浜市金沢区平潟町１２－１ 平成28年1月1日 0

1   南部訪問看護ステーション（済生会南部療養通所介護事業所）（通所介護） 横浜市港南区港南台3-11-29 平成20年4月1日 5

1 横浜市菅田地域ケアプラザ(通所介護） 横浜市神奈川区菅田町1718-1 平成11年12月1日 45

1 横浜市菅田地域ケアプラザ　（認知症対応型通所介護） 横浜市神奈川区菅田町1718-1 平成23年4月1日 10

1 横浜市港南台地域ケアプラザ 横浜市港南区港南台３－３－１ 平成6年11月1日 25

1 横浜市六浦地域ケアプラザ 横浜市金沢区六浦５－２０－２ 平成10年5月24日 40

1 横浜市能見台地域ケアプラザ（介護予防通所介護） 横浜市金沢区能見台東２－1 平成13年9月1日 40

1 横浜市能見台地域ケアプラザ（通所介護） 横浜市金沢区能見台東２－1 平成13年9月1日 0

1 特別養護老人ホーム康和園 新潟県新潟市中央区附船町１-４３７８ 昭和59年4月1日 100

1 デイサービスセンター早川町 新潟県新潟市中央区早川町３-３２４４ 平成6年10月1日 30

1 特別養護老人ホーム長和園 新潟県三条市大野畑６－８１ 昭和54年8月1日 100

1 長和園短期入所 新潟県三条市大野畑６－８１ 昭和56年5月1日 16

1 三条市デイサービスセンター 新潟県三条市大野畑６－８５－５ 平成4年4月1日 32

1 西四日町デイサービスセンター 新潟県三条市西四日町３－１５－２２ 平成7年7月13日 17

1 三条市ホームヘルプサービス 新潟県三条市南四日町３－３８－５ 平成10年7月1日 -

1 小規模多機能型居宅介護施設なでしこ嵐南 新潟県三条市南四日町３－３８－５ 平成20年4月1日 29

1 特別養護老人ホーム　聖和園 大野市蕨生158-35 昭和39年2月5日 120

1 聖和園（短期入所） 大野市蕨生158-35 昭和55年7月1日 20

1 聖和園デイサービスセンター 大野市蕨生158-35 平成2年3月1日 40

1 聖和園訪問入浴介護センター 大野市蕨生158-35 平成3年10月1日 -

1 聖和園訪問介護サービスセンター 大野市蕨生158-35 平成27年6月1日 -

1 シルバーランドみつい　特別養護老人ホーム 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 80

1 シルバーランドみつい　短期入所生活介護 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 20

1 シルバーランドみつい　介護予防短期入所生活介護 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 0

1 佐久市みついデイサービスセンター　通所介護 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 22

1 佐久市みついデイサービスセンター　介護予防通所介護 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 0

1 佐久市みついデイサービスセンター　認知症対応型通所介護 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 8

1 佐久市みついデーサービスセンター　介護予防認知症対応型通所介護 長野県佐久市新子田866番地 平成13年4月1日 0

1 シルバーランドきしの　特別養護老人ホーム 長野県佐久市根岸113番地1 平成20年4月1日 100



1 シルバーランドきしの　短期入所生活介護 長野県佐久市根岸113番地1 平成20年4月1日 20

1 シルバーランドきしの　介護予防短期入所生活介護 長野県佐久市根岸113番地1 平成20年4月1日 0

1 特別養護老人ホーム　小鹿なでしこ苑 静岡市駿河区小鹿402-1 平成24年4月1日 96

1 小鹿なでしこ苑　短期入所生活介護 静岡市駿河区小鹿402-1 平成24年4月1日 13

1 特別養護老人ホーム小鹿苑 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 昭和62年10月 80

1 小鹿苑短期入所生活介護 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 昭和63年1月 20

1 小鹿苑介護予防短期入所部 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 平成18年4月 20

1 小鹿苑デイサービスセンター通所介護部 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 昭和63年2月 35

1 小鹿苑デイサービスセンター介護予防通所介護部 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 平成18年4月 35

1 小鹿苑訪問介護部 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 平成4年3月 -

1 小鹿苑介護予防訪問介護部 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番24号 平成18年4月 -

1 介護老人福祉施設 明和苑 多気郡大字上野435 平成14年3月21日 100

1 特別養護老人ホーム淡海荘 栗東市出庭697-1 昭和42年4月1日 90

1 淡海荘ショート 栗東市出庭697-1 昭和60年4月1日 28

1 栗東デイサービスセンター 栗東市出庭697-1 平成5年1月4日 40

1 小規模多機能型居宅介護事業所済生会なでしこ栗東 栗東市出庭697-1 平成26年4月1日 29

1 訪問介護センターなでしこ 栗東市小柿４丁目1-1 平成11年4月1日 -

1 中津特別養護老人ホーム喜久寿苑 大阪市北区芝田二丁目10番39号 平成2年4月1日 100

1 中津デイ・サービスセンター 大阪市北区芝田二丁目10番39号 平成2年11月1日 20

1 老人短期入所事業喜久寿苑 大阪市北区芝田二丁目10番39号 平成3年2月1日 8

1 老人居宅介護事業喜久寿苑 大阪市北区芝田二丁目10番39号 平成11年4月1日 0

1 吹田特別養護老人ホーム高寿園 吹田市山手町一丁目1番1号 昭和56年5月29日 70

1 老人短期入所事業高寿園 吹田市山手町一丁目1番1号 平成12年4月1日 10

1 高寿園デイ・サービスセンター 吹田市山手町一丁目1番1号 平成25年3月1日 47

1 老人居宅介護事業高寿園 吹田市山手町一丁目1番1号 平成12年4月1日 0

1 吹田特別養護老人ホーム松風園 吹田市川園町1番1号 平成9年4月1日 80

1 老人短期入所事業松風園 吹田市川園町1番1号 平成9年4月1日 20

1 野江特別養護老人ホーム城東園 大阪市城東区今福東二丁目2番25号 昭和63年4月1日 100

1 老人短期入所事業城東園 大阪市城東区今福東二丁目2番25号 平成12年4月1日 8

1 野江デイ・サービスセンター 大阪市城東区今福東二丁目2番25号 平成12年4月1日 25

1 泉尾特別養護老人ホーム大正園 大阪市大正区北村三丁目4番3号 昭和62年5月1日 100

1 老人短期入所事業大正園 大阪市大正区北村三丁目4番3号 平成12年4月1日 8

1 大正デイ・サービスセンター（通所介護） 大阪市大正区北村三丁目4番3号 平成12年4月1日 15

1 大正デイ・サービスセンター（認知症対応型通所介護） 大阪市大正区北村三丁目4番3号 平成12年4月1日 12



その他
の事業

1 ホームヘルパーステーション済生 桜井市大字阿部323 平成12年4月1日 -

1 ホームヘルプステーション白鴎 境港市蓮池町78-1 平成11年10月1日 -

1 看護小規模多機能型居宅介護なでしこ神戸 神戸市北区藤原台中町3-18-4 平成25年1月1日 29

1 老人短期入所事業（白寿園で実施） 江津市江津町1110 平成3年1月1日 20

1 訪問介護白寿園 江津市江津町1110 平成8年11月1日 -

1 特別養護老人ホーム白寿園 江津市江津町1110 昭和44年4月1日 100

1 みなみがた荘短期入所生活介護事業 岡山市北区国体町3-12 平成12年4月1日 20

1 老人デイサービスセンター白寿園 江津市江津町1110 平成8年11月1日 30

1 特別養護老人ホーム　憩いの丘 岡山市北区日近1807 昭和47年5月1日 120

1 特別養護老人ホームみなみがた荘 岡山市北区国体町3-12 平成10年4月1日 60

1 憩いの丘　介護予防短期入所生活介護事業 岡山市北区日近1807 平成18年4月1日 (20)

1 みなみがた荘介護予防短期入所生活介護事業 岡山市北区国体町3-12 平成18年4月1日 (20)

1 宇垣荘　短期入所生活介護事業 岡山市北区御津宇垣2069-10 〃 9

1 憩いの丘　短期入所生活介護事業 岡山市北区日近1807 平成12年4月1日 20

1 特別養護老人ホーム　宇垣荘 岡山市北区御津宇垣2069-10 平成24年7月1日 29

1 宇垣荘　介護予防短期入所生活介護事業 岡山市北区御津宇垣2069-10 〃 (9)

1 泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 大阪市大正区北村三丁目5番10号 平成8年4月1日 126

1 老人短期入所事業第二大正園 大阪市大正区北村三丁目5番10号 平成12年4月1日 24

1 老人短期入所事業第二大正園（介護予防） 大阪市大正区北村三丁目5番10号 平成15年4月1日 24

1 老人居宅介護等第二大正園 大阪市大正区北村三丁目5番10号 平成12年4月1日 -

1 老人居宅介護等第二大正園（介護予防） 大阪市大正区北村三丁目5番10号 平成15年4月1日 -

1 富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘 富田林市向陽台一丁目3番22号 平成26年12月1日 100

1 富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘（短期入所事業） 富田林市向陽台一丁目3番22号 平成26年12月1日 8

1 泉南特別養護老人ホームなでしこりんくう 大阪府泉南市りんくう南浜3番7 平成14年2月 100

1 老人短期入所事業なでしこりんくう 大阪府泉南市りんくう南浜3番7 平成14年2月 20

1 なでしこりんくうデイ・サービスセンター 大阪府泉南市りんくう南浜3番7 平成14年2月 12

1 老人居宅介護等事業ビーベル 大阪府茨木市見付山二丁目1番39号 平成11年4月1日 -

1 特別養護老人ホームふじの里 神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成3年8月26日 75

1 特別養護老人ホームふじの里（短期入所） 神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成3年10月1日 35

1 ふじの里デイサービスセンター 神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成3年11月1日 50

1 つどい 神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成25年5月1日 10

1 済生会ふじの里（訪問介護） 神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成4年4月1日 -

1 なでしこ藤原台（定期巡回・随時対応） 神戸市北区藤原台中町5-1-2 平成25年3月1日 -

1 小規模特別養護老人ホームなでしこ神戸 神戸市北区藤原台中町3-18-4 平成21年6月1日 29



1 (介護予防短期入所生活介護)松山特別養護老人ホーム短期入所サービス 松山市久万ノ台1717番地 平成25年6月3日 -

1 特別養護老人ホームたかね荘 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3－10 平成6年10月1日 54名

1 たかね荘デイサービスセンター 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3－10 平成6年10月1日 45名

1 特別養護老人ホームたかね荘こやうら 広島県安芸郡坂町小屋浦1丁目8－30 平成27年8月1日 29名

1 たかね荘ショートステイサービス 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3－10 平成6年10月1日 16名

1 特別養護老人ホ－ム貴船園 下関市貴船町三丁目4-1 昭和45年2月1日 100

1 たかね荘ホームヘルプサービス 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3－10 平成13年4月1日 -

1 貴船園デイサ－ビスセンタ－ 下関市貴船町三丁目4-1 平成18年4月1日 30

1 たかね荘こやうらショートステイサービス 広島県安芸郡坂町小屋浦1丁目8－30 平成27年8月1日 10名

1 特別養護老人ホーム福寿園 山口市朝倉町5-4 平成20年4月1日 20

1 貴船園ショ－トステイ 下関市貴船町三丁目4-1 平成18年4月1日 20

1 特別養護老人ホーム福寿園ショートステイ｛空床型｝（老人短期入所事業） 山口市朝倉町5-4 平成20年4月1日 -

1 貴船園ヘルパ－ステ－ション 下関市貴船町三丁目4-1 平成18年4月1日 -

1 在宅複合型施設やすらぎデイサービスセンター朝倉 山口市朝倉町4-55-6 平成12年4月1日 50

1 特別養護老人ホーム福寿園ショートステイ 山口市朝倉町5-4 平成20年4月1日 10

1 あさくらデイサービスセンター 山口市朝倉町7-52 平成19年12月1日 12

1 在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション 山口市朝倉町4-55-6 平成12年4月1日 -

1 特別養護老人ホームおとどいの里｛空床型｝（老人短期入所事業） 山口市朝倉町4-55 平成28年4月1日 -

1 在宅複合型施設やすらぎ短期入所 山口市朝倉町4-55-6 平成12年4月1日 30

1 特別養護老人ホームにほ苑 山口市仁保中郷988-1 平成20年11月11日 10

1 特別養護老人ホームおとどいの里 山口市朝倉町4-55 平成28年1月1日 80

1 居宅介護サービス複合施設にほ苑通所介護事業所 山口市仁保中郷988-1 平成19年8月1日 25

1 小規模多機能型居宅介護施設にほ苑 山口市仁保中郷988-1 平成19年8月1日 25

1 特別養護老人ホームなでしこ香川 高松市多肥上町1423-1 平成17年10月5日 50

1 特別養護老人ホームにほ苑｛空床型｝（老人短期入所事業） 山口市仁保中郷988-1 平成20年11月11日 -

1 デイサービスなでしこ香川 高松市多肥上町1423-1 平成17年10月5日 35

1 居宅介護サービス複合施設にほ苑訪問介護事業所 山口市仁保中郷988-1 平成19年8月1日 -

1 （介護予防通所介護）デイサービスセンターごごしま 松山市泊町６１８－４ 平成26年11月17日 -

1 ショートステイなでしこ香川 高松市多肥上町1423-1 平成17年10月5日 10

1 (通所介護)療養通所介護なでしこハウス山西 松山市山西町９９７－１ 平成24年9月21日 9

1 （訪問介護）済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 松山市山西町８８０番地２ 平成26年3月12日 -

1 (特別養護老人ホーム)松山特別養護老人ホーム 松山市久万ノ台1717番地 平成19年4月1日 75

1 (通所介護)デイサービスセンターごごしま 松山市泊町６１８－４ 平成26年11月17日 33

1 (通所介護)済生会なでしこハウス三津 松山市住吉二丁目6-8 平成24年9月21日 9



1 特別養護老人ホームなでしこ荘短期入所生活介護事業所（介護予防） 長崎市西山台2-32-47 平成18年4月1日 0

1 特別養護老人ホームなでしこ荘 長崎市西山台2-32-47 昭和39年7月1日 55

1 特別養護老人ホームなでしこ荘短期入所生活介護事業所 長崎市西山台2-32-47 昭和39年7月1日 19

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 唐津市江川町694-1 平成24年12月1日 -

1 デイサービスセンター寿楽荘（介護予防） 唐津市西旗町7-1 平成9年10月1日 50

1 短期入所生活介護（介護予防） 唐津市東唐津4-7-26 昭和56年4月1日 10

1 訪問介護事業所（介護予防） 唐津市江川町694-1 平成4年7月1日 -

1 デイサービスセンター南風 大野城市つつじヶ丘3-1-31 平成13年4月1日 40

1 特別養護老人ホームめずら荘 唐津市東唐津4-7-26 昭和49年6月1日 110

1 むさし苑ショートステイなのはな 筑紫野市湯町2-9-2 平成26年4月1日 20

1 デイサービスセンター天拝 筑紫野市湯町2-9-2 平成11年4月5日 50

1 特別養護老人ホームむさし苑地域密着型 筑紫野市湯町2-9-2 平成26年4月1日 20

1 むさし苑ショートステイ 筑紫野市湯町2-9-2 昭和56年4月1日 100

1 (通所介護)済生会小田デイサービスセンター緑風荘 喜多郡内子町小田１４９番地１ 平成12年4月3日 18

1 特別養護老人ホームむさし苑 筑紫野市湯町2-9-2 昭和56年4月1日 100

1 (短期入所生活介護)済生会小田指定短期入所生活介護事業所緑風荘 喜多郡内子町小田１４９－１ 平成12年4月3日 5

1 (特別養護老人ホーム)特別養護老人ホーム緑風荘 喜多郡内子町小田１４９－１ 平成12年4月3日 30

1 (短期入所生活介護)済生会西条短期入所 西条市新田109番地１ 平成27年2月1日 10

1 (通所介護)済生会西条デイサービス 西条市新田109番地１ 平成27年2月1日 35

1 (介護予防短期入所生活介護)済生会西条短期入所 西条市新田109番地１ 平成27年2月1日 -

1 (介護予防通所介護)済生会西条デイサービス 西条市新田109番地１ 平成27年2月1日 -

1 (通所介護)済生会介護支援センター姫原 松山市姫原１丁目１６５６番地 平成12年4月3日 50

1 (特別養護老人ホーム)済生会西条特別養護老人ホーム 西条市新田109番地１ 平成27年2月1日 100

1 (訪問介護)済生会介護支援センター姫原 松山市姫原１－１６５６ 平成12年4月3日 -

1 (介護予防通所介護)済生会介護支援センター姫原 松山市姫原１丁目１６５６番地 平成18年7月4日 -

1 (介護予防訪問介護)済生会介護支援センター姫原 松山市姫原１－１６５６ 平成18年7月4日 -

1 (短期入所生活介護)済生会姫原特別養護老人ホーム 松山市姫原１－１６５６ 平成12年4月3日 13

1 (特別養護老人ホーム)済生会姫原特別養護老人ホーム 松山市姫原１－１６５６ 平成12年4月3日 57

1 (介護予防短期入所生活介護)済生会姫原特別養護老人ホーム 松山市姫原１－１６５６ 平成18年7月4日 -

1 (通所介護)松山特別養護老人ホーム在宅介護サービス 松山市久万ノ台1717番地 平成25年6月3日 50

1 (訪問介護)松山特別養護老人ホーム在宅介護サービス 松山市久万ノ台1717番地 平成25年6月3日 -

1 (介護予防訪問介護)松山特別養護老人ホーム在宅介護サービス 松山市久万ノ台1717番地 平成25年6月3日 -

1 (短期入所生活介護)松山特別養護老人ホーム短期入所サービス 松山市久万ノ台1717番地 平成25年6月3日 9

1 (介護予防通所介護)松山特別養護老人ホーム在宅介護サービス 松山市久万ノ台1717番地 平成25年6月3日 -



１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
４　災害時における各種支援活動の実施
５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
６　他法人との連携による人材育成事業

（ ）

Ⅲ 組織

～

～

～

～

1 ホームヘルプステーション高喜苑 鹿児島市小野町2427-2 平成10年1月7日 -

1 武岡台デイサービスセンター 鹿児島市小野町2427-2 平成14年10月1日 50

1 グループホーム武岡五丁目 鹿児島市武岡5-16-23 平成14年8月5日 9

1 グループホーム武岡ハイランド 鹿児島市小野町2427-2 平成15年7月1日 18

1 特別養護老人ホーム高喜苑 鹿児島市武岡5-51-10 平成9年8月1日 50

1 特別養護老人ホーム高喜苑（短期入所） 鹿児島市武岡5-51-10 平成9年9月1日 16

1 特別養護老人ホームなでしこ荘空床利用型短期入所生活介護事業所（介護予防） 長崎市片淵2-8-12　福田ビル203 平成27年11月1日 -

1 特別養護老人ホームなでしこ荘訪問介護事業所（介護予防） 長崎市片淵2-8-12　福田ビル203 平成18年4月1日 -

1 特別養護老人ホームなでしこ荘空床利用型短期入所生活介護事業所 長崎市片淵2-8-12　福田ビル203 平成27年11月1日 -

1 デイサービスセンターなでしこ荘（介護予防） 長崎市西山台2-32-47 平成18年4月1日 0

1 特別養護老人ホームなでしこ荘訪問介護事業所 長崎市片淵2-8-12　福田ビル203 平成8年10月1日 -

1 デイサービスセンターなでしこ荘 長崎市西山台2-32-47 平成3年11月1日 35

5○○

定員 現員

中和病院院長

７　その他

今川　敦史理事

資格

役職 氏名

17 17

施設整
備又は
運営と
密接に
関連す
る業務

を行う者

理事報酬
（職員と兼務の場合は支給方法）

理事報
酬・職員
給与とも
に支給

親族等特殊関係者の有無

その他
理事報
酬のみ
支給

理事
会へ
の出
席回
数

職員給
与のみ
支給

支給な
し

職業 任期

平成29年3月31日平成27年4月1日

親族

他の社
会福祉
法人の
役員

その他

社会福
祉事業
の学識
経験者

地域の
福祉関
係者

施設長

理事 上田　惠三
長崎県済生会

支部会長
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 4

理事 大林　勝臣
自治医科大学

最高顧問
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 6

理事 岡留　健一郎
福岡済生会総
合病院院長

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 4

1 ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅済生会なでしこの杜 鹿児島市小野町2427-2 平成26年11月1日 40



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～ ○

○ ○

○

宇都宮病院名誉院長 平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

5

資格

○

5

5

その他

社会福
祉事業
の学識
経験者

4

6

6

5

地域の
福祉関
係者

その他

施設整
備又は
運営と
密接に
関連す
る業務

を行う者

監事報酬

支給あり 支給なし

理事会
への出
席回数

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

平成29年3月31日

○

檜垣　正巳

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

川口総合病院
院長

東京都済生会
支部会長

理事

原澤　茂

財務諸表等を監査し得る者

公認会
計士、
税理士

弁護士

会社等
の監査
役、経
理責任
者等

福井県済生会
支部長

松原　了

三浦　將司理事

氏名

現員

理事

職業 任期

梅園　明

3 3

吉田　英康理事 平成27年4月1日めずら荘所長

定員

理事

監事

理事 平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

理事

平成29年3月31日

理事長 炭谷　茂 理事長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 6

理事 長谷川　匡俊
大乗淑徳学園

理事長
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 4

理事 濱崎　允
山形済生病院

院長
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 5

理事 梶本　徳彦
よりそいネットお
おさか代表理事

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 5

理事 桑原　收 弁護士 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 6

理事 潮谷　義子
日本社会事業
大学理事長

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 5

理事 嶋森　好子
東京都看護協

会会長
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 3

理事 杉田　亮毅
日本経済研究
センター会長

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ ○ 2

○

森下　伸昭 会計検査院顧問

岡田　明重 三井住友銀行名誉顧問 平成27年4月1日 平成29年3月31日 5



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

○平成27年4月1日 平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

親族等特殊関係者の有無

親族

他の社
会福祉
法人の
役員

その他

理事の
親族 社会福

祉事業
の学識
経験者

地域の
福祉関
係者

地域の
代表者

施設長
利用者
の家族
の代表

その他

施設整
備又は
運営と
密接に
関連す
る業務

を行う者

理事と
の兼務

職員と
の兼務

資格

氏名

平成27年4月1日

新潟県済生会支
部長

平成27年4月1日上村　朝輝

福島総合病院院
長

職業 任期

井上　仁

遠藤　弘良
聖路加国際大学教授（臨
床疫学センター公衆衛生
大学院設置準備室長）

評議
員会
への
出席
回数

3

35 35
定員 現員

評議員

○ 2

岡田　武志
愛媛県済生会支

部長
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

尾﨑　雄
医療・福祉ジャー

ナリスト
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

○ 3

川嶋　成乃亮 中津病院院長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 2

岸　ユキ 女優、画家 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

喜多　悦子
笹川記念保健協
力財団理事長

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 1

木藤　繁夫
日本更生保護協

会理事
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 2

櫛引　久丸
小樽病院院長補
佐兼事務部長

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

熊谷　雅美
横浜市東部病院副
院長(兼)看護部長

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

近藤　真章 小樽病院院長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

坂本　敦司
自治医科大学教

授
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

新保　美香
明治学院大学社
会学部社会福祉

学科教授
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 2

末長　範彦
岡山県済生会支

部副会長
平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 2



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

宮城県済生会乳児院 小林　信行 平成26年6月1日 有

宇都宮乳児院 松本　栄 平成26年4月1日 有

○

○

就任年月日

○

○

○

○

○

○

○

○

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

平成29年3月31日

南　砂

村上　德光

村田　実

室谷　千英

和歌山病院院長

大東文化大学法
学部教授

呉病院院長

1
読売新聞東京本
社取締役調査研

究本部長

東京都済生会支
部長

南　靖武

高橋　信夫
全国福祉医療施
設協議会顧問

東田　親司

施設名 氏名

松浦　秀夫

松﨑　交作

2

諸　岡　芳　人

3

3

3

2

法令等に定める資格の有無

○

3

3

ながまち荘施設
長

東京理科大学副
学長

警察職員生活協
同組合監事

水戸済生会総合
病院院長

若　林　時　夫

峯田　幸悦

向井　千秋

松阪総合病院院
長

金沢病院院長

2

2

2

元中央社会保険
医療協議会委員

平成27年4月1日

平成27年4月1日

平成27年4月1日

副島　秀久 熊本病院院長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

園田　孝志 唐津病院院長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 3

平成29年3月31日

高木　誠 中央病院院長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 2

3○平成27年4月1日

○ 3

廣瀬　修

ﾄ ﾅﾙﾄ ･ﾏｸﾄ ﾅﾙ
ﾄﾞ･ﾊｳｽ･ﾁｬﾘﾃｨｰ
ｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ専務理

事

平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

清家　篤 慶應義塾長 平成27年4月1日 平成29年3月31日 ○ 3

○ 3関根　修一郎 公認会計士 平成27年4月1日 平成29年3月31日

○

○德永　幸彦
前大阪府済生会
茨木病院顧問

平成27年4月1日 平成29年3月31日 3



静岡市心身障害児福祉センター 大橋　敬子 平成26年4月1日 有

吹田療育園 渡部　道雄 平成18年4月1日 有

なでしこ 樋口　和郎 平成16年4月1日 有

大阪整肢学院 田中　博之 平成27年4月1日 有

静岡医療福祉センター児童部 森山　明夫 平成5年4月1日 有

愛知県青い鳥医療療育センター 栗田　和洋 平成26年4月1日 有

サルビア 立石　格 平成27年4月1日 有

伊豆医療福祉センター 佐藤　倫子 平成16年4月1日 有

静岡県川奈臨海学園 武居　昭子 平成25年4月1日 有

みどりの里 工藤　亨 平成26年10月1日 有

福井県済生会乳児院 藤井　知 平成26年4月1日 有

大阪乳児院 末廣　豊 平成12年4月1日 有

平成25年4月1日 有

中央病院付属乳児院 山中　一郎 平成28年4月1日 有

川口乳児院 加藤　富美雄

養護老人ホーム福寿園 河村　靖則 平成26年4月1日 有

養護老人ホーム玉松園 宮安　健 平成28年4月1日 有
新見市養護老人ホーム和みの郷かなや 中山　淳輔 平成26年4月1日 有

養護老人ホーム川俣光風園 藤原　一二 平成25年4月1日 有

養護老人ホーム猿田荘 田中　博久 平成25年4月1日 有

しらふじ保育園 森本　成一 平成16年4月1日 有

養護（盲）老人ホーム山静寿 武田　吉美 平成26年4月1日 有

長野保育園 曲尾千栄子 平成19年4月1日 有

松山乳児保育園 武智　孝子 平成22年4月1日 有

なでしこ保育園 石崎　敏秀 平成23年4月1日 有

石川県済生会保育園アイリス 割出　和子 平成26年4月1日 有

平成27年6月1日 有

なでしこ青空保育園 石月　暁子 平成25年4月1日 有

はやぶさ保育園 松田　英彦 平成25年4月1日 有

わかくさ保育園 赤間久美子

特別養護老人ホーム彩光苑 田嶌　襄 平成16年4月1日 有

特別養護老人ホーム港南の郷 濱崎　旨朗 平成28年4月1日 有

特別養護老人ホーム龍ケ岡 柳林　潤一 平成24年6月1日 有

 特別養護老人ホームとちの木荘 神村　恭弘 平成28年4月1日 有

 特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘 尾形　憲夫 平成25年4月1日 有
地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームはなづか 伊東　富江 平成23年5月1日 有

特別養護老人ホーム山静寿 武田　吉美 平成17年6月2日 有
地域密着型特別養護老人ホームやまのべ荘 阿部　久 平成28年4月1日 有

 特別養護老人ホームやまのべ荘 阿部　久 平成28年4月1日 有

 特別養護老人ホームながまち荘 峯田　幸悦 平成17年6月1日 有

特別養護老人ホーム百楽苑 分田　悦子 平成26年4月1日 有

 特別養護老人ホーム愛日荘 鈴木　弥夫 平成17年6月1日 有

有勝本　映美済生会なでしこ園 平成28年4月1日

愛知県三河青い鳥医療療育センター 橋　裕治 平成28年4月1日 有



軽費老人ホーム彩光苑 田嶌　襄 平成16年4月1日 有

港区立ケアハウス港南の郷 濱崎　旨朗 平成28年4月1日 有

特別養護老人ホーム高喜苑 向井　康子 平成20年8月1日 有

ケアハウス公孫樹 高野　孝男 平成28年4月1日 有

特別養護老人ホームめずら荘 吉田　英康 平成6年4月1日 有

 特別養護老人ホームなでしこ荘 野川　辰彦 平成26年4月1日 有

西条特別養護老人ホーム 富永　明子 平成27年2月1日 有

特別養護老人ホームむさし苑 小金丸　道彦 平成27年4月1日 有

 松山特別養護老人ホーム 菊池　正道 平成26年4月1日 有

小田特別養護老人ホーム緑風荘 向井　康子 平成26年4月1日 有

 特別養護老人ホームなでしこ香川 高橋　順子 平成26年2月1日 有

 姫原特別養護老人ホーム 村上　正 平成25年4月1日 有

 特別養護老人ホームにほ苑 赤川　ひろ美 平成22年4月1日 有

特別養護老人ホーム貴船園 門野　秀隆 平成25年4月1日 有

特別養護老人ホームたかね荘 神八　啓二 平成22年4月1日 有

 特別養護老人ホーム福寿園 河村　靖則 平成26年4月1日 有

 特別養護老人ホームみなみがた荘 森本　尚俊 平成24年4月1日 有
小規模多機能型特別養護老人ホーム宇垣荘 髙中　和明 平成26年7月1日 有

特別養護老人ホーム白寿園 田中　功男 平成27年4月1日 有

特別養護老人ホーム憩いの丘 髙中　和明 平成23年10月1日 有

特別養護老人ホームふじの里 野津　里美 平成27年6月1日 有
地域密着型小規模特別養護老人ホームなでしこ神戸 野津　里美 平成27年6月1日 有

  泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 藤村　愼治 平成26年6月1日 有
富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘 奥村　和子 平成26年6月1日 有

野江特別養護老人ホーム城東園 秦　英二 平成27年4月1日 有

泉尾特別養護老人ホーム大正園 飯田　宏彦 平成27年4月1日 有

吹田特別養護老人ホーム高寿園 吉岡　正昭 平成24年2月1日 有

吹田特別養護老人ホーム松風園 渡部　道雄 平成18年4月1日 有

中津特別養護老人ホーム喜久寿苑 岡田　仁志 平成27年4月1日 有
 泉南特別養護老人ホームなでしこりんくう 中脇　一雄 平成27年4月1日 有

特別養護老人ホーム明和苑 辻井夕美子 平成14年4月1日 有

特別養護老人ホーム淡海荘 千代　妙子 平成28年4月1日 有

特別養護老人ホーム小鹿苑 加藤みどり 平成24年4月1日 有

特別養護老人ホーム小鹿なでしこ苑 平原　健巳 平成24年4月1日 有

  佐久市特別養護老人ホームシルバ-ランドみつい 伊藤　明弘 平成26年4月1日 有
 佐久市特別養護老人ホームシルバ-ランドきしの 岩間　英一 平成25年4月1日 有

 三条特別養護老人ホーム長和園 木村　善行 平成26年4月1日 有

特別養護老人ホーム聖和園 斎藤　壽一 平成27年6月1日 有

若草ホーム 相澤　宏明 平成23年4月1日 有

特別養護老人ホーム康和園 遠藤　均 平成27年4月1日 有

特別養護老人ホームたかね荘こやうら 神八　啓二 平成27年8月1日 有

特別養護老人ホームおとどいの里 中村　裕之 平成28年1月1日 有



鴻巣病院 關　紳一 平成24年4月1日 有

栗橋病院 遠藤　康弘 平成16年11月1日 有

前橋病院 西田　保二 平成21年6月1日 有

川口総合病院 原澤　茂 平成11年8月1日 有

常陸大宮済生会病院 河野　幹彦 平成25年10月1日 有

宇都宮病院 小林　健二 平成28年4月1日 有

神栖済生会病院 高﨑　秀明 平成20年10月1日 有

龍ケ崎済生会病院 海老原　次男 平成28年4月1日 有

水戸済生会総合病院 村田　実 平成21年4月1日 有

茨城県立こども病院

福島総合病院 井上　仁 平成18年10月1日 有

川俣病院 佐久間　博史 平成3年4月1日 有

岩泉病院 柴野　良博 平成1年4月1日 有

山形済生病院 濱崎　允 昭和61年4月1日 有

西小樽病院 津川　敏 平成22年4月1日 有

北上済生会病院 佐藤　智彦 平成28年4月1日 有

静岡医療福祉センターライトホーム 須藤　正起 平成25年5月1日 有

小樽病院 近藤　真章 平成20年2月1日 有

済生会ほほえみ 成松　隆一 平成28年4月1日 有

救護盲老人施設猿田荘 田中　博久 平成25年4月1日 有

済生会ウイズ 岡本　博之 平成23年8月1日 有

済生会かがやき 道端　由美子 平成26年4月1日 有

障害福祉サービス事業りんくうワークス 藤原　昌 平成28年4月1日 有

ワークステーションなでしこ 越智　あゆみ 平成26年10月1日 有

金沢若草園 永合　秀行 平成28年4月1日 有

ワーク春日 馬場　良夫 平成22年4月1日 有

夢の実ハウス 関口　暁雄 平成27年10月1日 有

ワークステーションのぞみ 松本　祐三 平成24年4月1日 有

 障害者支援施設なでしこ園 津田　安史 平成26年4月1日 有

ワークステーションみのり 松本　祐三 平成22年4月1日 有

障害者支援施設北村園 西村　晃 平成26年4月1日 有

障害者支援施設ふくろうの杜 黒木　文敏 平成24年4月1日 有

静岡医療福祉センター成人部 馬場　良夫 平成24年4月1日 有

障害者支援施設静岡市桜の園 山本　正樹 平成26年6月1日 有

ケアハウスシルバーフラット武岡台 大迫　良代美 平成22年4月1日 有

在宅複合型施設やすらぎ 松永　俊夫 平成22年4月1日 有

軽費老人ホームケアハウス寿楽荘 一木　則生 平成25年6月1日 有

軽費老人ホームケアハウスめずら荘 吉田　英康 平成25年5月1日 有

 軽費老人ホームケアハウス安芸 神八　啓二 平成22年4月1日 有

軽費老人ホームケアハウス姫原 栗上　岳久 平成19年4月1日 有

 軽費老人ホームケアハウスつつじ荘 藤村　愼治 平成26年6月1日 有
  軽費老人ホームケアハウスやよいの里 西崎　英雄 平成26年7月1日 有

施設長



向島病院 髙橋　幸則 平成19年4月1日 有

習志野病院 山森　秀夫 平成19年4月1日 有

中央病院 高木　誠 平成18年9月1日 有

山口総合病院 城甲　啓治 平成26年4月1日 有

湯田温泉病院 安武　俊輔 平成9年7月1日 有

呉病院 松浦　秀夫 平成14年4月1日 有

広島病院 隅井　浩治 平成18年4月1日 有

岡山済生会総合病院 山本　和秀 平成27年4月1日 有

吉備病院 坪井　雅弘 平成25年4月1日 有

境港総合病院 村脇　義和 平成27年4月1日 有

江津総合病院 中澤　芳夫 平成27年4月1日 有

和歌山病院 松﨑　交作 平成21年3月26日 有

有田病院 伊藤　秀一 平成20年4月1日 有

中和病院 今川　敦史 平成14年4月1日 有

御所病院 中山　正一郎 平成27年4月1日 有

兵庫県病院 山本　隆久 平成24年4月1日 有

奈良病院 瀬川　雅数 平成18年10月1日 有

富田林病院 宮崎　俊一 平成28年4月1日 有

茨木病院 立田　浩 平成23年4月1日 有

野江病院 三嶋　理晃 平成28年4月1日 有

泉尾病院 唐川　正洋 平成19年1月1日 有

吹田病院 黒川　正夫 平成26年2月1日 有

千里病院 木内　利明 平成25年5月1日 有

中津病院 川嶋　成乃亮 平成22年7月26日 有

新泉南病院 馬場　章 平成17年6月1日 有

滋賀県病院 三木　恒治 平成27年4月1日 有

京都府病院 中村　直登 平成27年4月1日 有

松阪総合病院 諸岡　芳人 平成20年1月1日 有

明和病院 松島　聡 平成28年4月1日 有

静岡済生会総合病院 石山　純三 平成26年4月1日 有

愛知県済生会リハビリテーション病院 長嶋　正實 平成24年4月1日 有

金沢病院 若林　時夫 平成19年4月1日 有

福井県済生会病院 登谷　大修 平成26年10月1日 有

富山病院 井上　博 平成27年4月1日 有

高岡病院 飯田　博行 平成24年4月1日 有

新潟第二病院 吉田　俊明 平成23年4月1日 有

三条病院 郷　秀人 平成24年4月1日 有

平塚病院 武内　典夫 平成18年4月1日 有

横浜市東部病院 三角　隆彦 平成23年4月1日 有

平成23年1月1日 有

若草病院 鈴木　範行 平成27年7月1日 有

神奈川県病院 吉井　宏 平成14年4月1日 有

横浜市南部病院 今田　敏夫



宮城県済生会こどもクリニック 小島　裕子 平成1年4月1日 有

介護老人保健施設フローラさいせい

大牟田病院 稲吉　康治

八幡総合病院 北村　昌之 平成25年6月1日 有

平成27年6月1日 有

西条病院 岡田　眞一 平成19年4月1日 有

平成10年2月10日 有福岡総合病院 岡留　健一郎

今治病院 松野　　剛 平成21年4月1日 有

今治第二病院 堀池　典生 平成20年8月1日 有

香川県済生会病院 若林　久男 平成26年4月1日 有

松山病院 宮岡　弘明 平成26年4月1日 有

下関総合病院 津江　和成 平成22年4月1日 有

豊浦病院 中司　謙二 平成28年4月1日 有

岩泉町小本仮設診療所 柴野　良博 平成24年6月1日 有

岩泉町大川診療所 柴野　良博 平成2年4月1日 有

岩泉町釜津田診療所 柴野　良博 平成12年4月1日 有

岩泉病院附属安芸診療所 柴野　良博 平成1年4月1日 有

岩泉町安家診療所 柴野　良博 平成1年4月1日 有

鹿児島病院 久保園　高明 平成27年9月1日 有

川内病院 青﨑　眞一郎 平成19年6月1日 有

日田病院 林田　良三 平成28年4月1日 有

日向病院 林　克裕 平成28年4月1日 有

熊本病院 副島　秀久 平成21年7月1日 有

みすみ病院 藤岡　正導 平成21年9月1日 有

唐津病院 園田　孝志 平成13年4月1日 有

長崎病院 衛藤　正雄 平成27年4月1日 有

宮林　隆夫 平成8年4月1日 有

二日市病院 間野　正衛 平成22年4月1日 有

飯塚嘉穂病院 迫　康博

小田診療所 今野　敏伸 平成21年6月1日 有

介護老人保健施設はまなす 門野　雅夫 平成18年4月1日 有

高浜診療所 岡田　武志 平成26年4月1日 有

岡山済生会総合病院附属外来センター 平松　信 有

岡山済生会国体町診療所 竹島　正幸 平成18年4月1日 有

岡山済生会昭和町診療所 竹井　信行 平成20年4月1日 有

岡山済生会県庁内診療所 中塔　辰明 平成25年7月1日 有

岡山済生会奉還町診療所 池田　修二 平成18年4月1日 有

新潟内科診療所 岡村　和気 平成23年10月1日 有

渋谷診療所 加藤　清恵 平成27年4月1日 有

葛飾診療所 林　竜彦 平成14年4月1日 有

平成18年8月1日 有

内牧クリニック 前川　勝治郎 平成22年4月1日 有

済生会春日診療所 芳賀　志郎 平成23年10月1日 有

波崎診療所 長野　具雄

伊東　紘一 平成27年10月1日 有

平成26年4月1日

陸前高田診療所

有

平成28年1月1日



介護老人保健施設大牟田ライフケア院 菊池　茂 平成27年4月1日 有

小田老人保健施設ふじの園 今野　敏伸 平成5年4月1日 有

介護老人保健施設済生会くれたけ荘 安田　光則 平成25年6月1日 有

松山老人保健施設にぎたつ苑 山本　昌也

平成28年4月1日 有

西条老人保健施設いしづち苑 常光　謙輔

介護老人保健施設ユニット型まつら荘 園田　孝志 平成27年10月21日 有

平成17年4月1日 有

平成27年4月1日 有

平成22年10月1日 有

今治老人保健施設希望の園 松井　武志

介護老人保健施設なでしこ苑 竹島　正幸 平成18年4月1日 有

介護老人保健施設サテライトはまかぜ 粟木　悦子 平成20年7月1日 有

介護老人保健施設高砂ケアセンター 栗村　敬 平成26年10月1日 有

介護老人保健施設ライフケア有田 池本　英司 平成27年4月1日 有

介護老人保健施設はまかぜ 粟木　悦子 平成20年2月1日 有

有
介護老人保健施設シルバーケアまほろば 籠島　忠 平成21年4月1日 有

介護老人保健施設ライフケア中津 山本　徹 平成26年8月1日 有

有

介護老人保健施設ライフポート茨木 西　重夫 平成27年4月1日

介護老人保健施設ケアポート栗東 若林　保良 平成22年4月1日 有

前田　幸夫 平成24年4月1日 有

介護老人保健施設ライフポ-ト泉南 榎本　克己 平成24年4月1日

介護老人保健施設ケアホーム三条 中村　稔 平成28年4月1日 有

木谷　榮一 平成26年4月1日 有

有

鴻巣介護老人保健施設こうのとり 丹野　宗彦 平成16年4月1日 有

野﨑　宏幸 平成26年7月1日 有

介護老人保健施設大牟田ライフケア院ユニット 菊池　茂

介護老人保健施設めがみ 芳賀　志郎 平成23年10月1日 有

介護老人保健施設あずま荘 福田　丈了

山田　勝士 平成11年4月1日 有

黒木　信善 平成19年6月1日 有

決議事項

理事長互選の件

監事出席の有無

有

開催年月日

平成27年4月1日

換算数

仁科　恭一郎 平成24年2月1日 有

介護老人保健施設はまな荘

平成24年4月1日

59202

0

介護老人保健施設備中荘

介護老人保健施設ひびき苑

介護老人保健施設湘南苑

介護老人保健施設ケアホーム･さいせい

介護老人保健施設たちばな苑

49

常勤専従

出席者数 書面出席者数

811

換算数

常勤兼務 非常勤
職員

法人本部

施設 7357

17 10

3

平成27年5月27日 17 3 有

平成２６年度社会福祉法人済生会事業報告及び決算（案）、施設整備計画変更(案)の件（岡　山・岡山済生会総合病院）、
社会福祉法人済生会施設整備計画の変更における理事長一任事項（案）、基本財産処分承認に関する件、社会福祉法人
済生会定款中一部改正に関する件、社会福祉法人済生会施設運営委員会規則中一部改正に関する件、資金借入承
認の件（北海道・小樽病院）、資金借入承認の件（埼　玉・栗橋病院）、資金借入承認の件（東　京・中央病院）、資金借入承認の
件（富　山・高岡病院）、資金借入承認の件（宮　崎・日向病院）、支部長を選任する件、理事長が定める施設の長を選任する件

介護老人保健施設まつら荘 園田　孝志 平成13年5月1日 有



Ⅳ 資産管理

平成28年1月28日 17 2 有
平成27年度施設整備計画変更（案）の件、資金借入承認の件（茨　城・龍ケ崎済生会病院）、資金借入承認の件（茨　城・常陸大
宮済生会病院）、資金借入承認の件（大　阪・富田林病院）

平成 年3月31日現在28

所在地 面積 評価額（千円）

担保提供の状況

提供年月日 借入額（千円） 借入先 償還期限
所轄庁の
承認の有

無

監査年月日

平成28年5月16日

監査報告の有無監査者
梅園明・岡田明重・森下伸昭 有

指摘事項 改善事項

資金借入承認の件（埼　玉・栗橋病院）、資金借入承認の件（東　京・中央病院）、資金借入承認の件（京　都・京都府病院）、資
金借入承認の件（宮　崎・日向病院）

平成28年度社会福祉法人済生会事業計画及び予算(案)、平成25年度施設整備計画変更（案）、済生会保健・医療・福祉総
合研究所(仮称)中期事業計画、基本財産処分承認に関する件、社会福祉法人済生会定款中一部改正に関する件、資金借
入承認の件（千　葉・養護老人ホーム猿田荘）、資金借入承認の件（神奈川・若草病院）、資金借入承認の件（愛　知・愛知県三
河青い鳥医療療育センター）、資金借入承認の件（大　阪・富田林病院）、資金借入承認の件（大　阪・千里病院）、資金借入承
認の件（福　岡・飯塚嘉穂病院）、資金借入承認の件（宮　崎・日向病院）、支部長を選任する件、理事長が定める施設の長を選
任する件

決議事項

平成２６年度社会福祉法人済生会事業報告及び決算（案）、施設整備計画変更(案)の件（岡　山・岡山済生会総合病院）、社会福祉法人
済生会施設整備計画の変更における理事長一任事項（案）、基本財産処分承認に関する件、社会福祉法人済生会定款中一部改
正に関する件、社会福祉法人済生会施設運営委員会規則中一部改正に関する件

平成２７年度社会福祉法人済生会事業計画及び同予算に係る変更(案) 、平成２７年度施設整備計画変更（案）の件、基本財産処分承
認に関する件、社会福祉法人済生会定款中一部改正に関する件、特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針（案）及び特定個人
情報取扱準則（案）

平成28年度社会福祉法人済生会事業計画及び予算（案）、平成25年度施設整備計画変更（案）、平成27年度施設整備計画変更（案）
（平成28年1月28日理事会承認分）、済生会保健・医療・福祉総合研究所(仮称)中期事業計画、基本財産処分承認に関する件、社会福祉法
人済生会定款中一部改正に関する件

平成27年11月25日

平成28年3月25日

開催年月日

平成27年5月19日

平成28年3月14日

有

有

平成27年9月24日

有

不動産
の所有
状況

評議員
会

理事会

監事監
査

26

32

32

有

無

無

17

17

2

3

17 1

出席者数 監事出席の有無

平成27年9月30日

平成２７年度社会福祉法人済生会事業計画及び同予算に係る変更（案）、平成２７年度施設整備計画変更（案）の件、基本
財産処分承認に関する件、社会福祉法人済生会定款中一部改正に関する件、資金借入承認の件（福　島・福島総合病
院）、資金借入承認の件（茨　城・神栖済生会病院）、資金借入承認の件（千　葉・習志野病院）、資金借入承認の件（神奈川・若
草病院）、資金借入承認の件（大　阪・泉尾病院）、資金借入承認の件（大　阪・千里病院）、資金借入承認の件（奈　良・奈良病
院）、資金借入承認の件（奈　良・御所病院）、資金借入承認の件（大　分・日田病院）、特定個人情報の適正な取扱いに関する
基本方針（案）及び特定個人情報取扱準則（案）、理事長が定める施設の長を選任する件



北海道小樽市塩谷二丁目74番1 3943.37

北海道小樽市塩谷二丁目74番12 542.97

北海道小樽市長橋三丁目87番5 25961.61

北海道小樽市清水町121番1 3620.55

北海道小樽市清水町121番2 7943.54

岩手県北上市花園町一丁目61番10 7776.85

岩手県北上市花園町一丁目61番11 677.29

岩手県北上市花園町一丁目67番10 296.36

岩手県北上市花園町一丁目67番13 112.5

岩手県北上市花園町一丁目67番18 115.1

岩手県北上市花園町一丁目67番24 338.87

岩手県北上市花園町一丁目67番30 341.9

岩手県北上市花園町一丁目67番79 5.98

岩手県北上市花園町一丁目78番3 48.04

岩手県北上市花園町一丁目78番8 10.05

岩手県北上市花園町一丁目78番10 16.42

岩手県北上市花園町一丁目79番2 52.89

岩手県北上市花園町一丁目275番 15.03

岩手県北上市花園町一丁目255番17 52.09

岩手県北上市花園町一丁目256番3 109.94

岩手県北上市花園町三丁目86番2 800.84

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家19番1 4197.49

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40番2 70.62

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40番3 1143.14

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家61番 157.33

山形県山形市沖町79番1 546.29

山形県山形市沖町79番2 7.68

山形県山形市沖町79番3 61.29

山形県山形市沖町80番2 25.34

山形県山形市沖町105番1 1606.47

山形県山形市沖町105番2 17.1

山形県山形市沖町105番3 48.12

山形県山形市沖町107番1 8309.12

山形県山形市沖町107番4 2.89

山形県山形市沖町108番2 8.49

山形県山形市沖町108番4 23.4

山形県山形市沖町109番2 12

山形県山形市沖町142番3 12

山形県山形市沖町142番4 25



山形県山形市沖町143番2 33

山形県山形市沖町146番2 22

山形県山形市長町字向川原36番1 16854.36

山形県山形市長町字向川原36番6 49.44

山形県山形市長町字向川原36番7 115.12

山形県山形市長町字向川原673番1 4883.71

山形県山形市長町字向川原673番6 1060.52

山形県山形市長町字向川原673番7 3358.19

山形県山形市長町字向川原673番8 699.66

山形県山形市長町字向川原673番9 606.99

山形県山形市長町字向川原673番10 1293.39

山形県山形市長町字向川原867番3 40.21

山形県山形市長町字向川原1968番3 48

山形県山形市長町字向川原1980番2 39

山形県山形市長町字向川原1982番4 4.9

山形県山形市小白川町二丁目860番27 2530.53

山形県山形市小白川町二丁目876番42 203.28

山形県山形市小白川町二丁目876番25 331.43

山形県山形市大字沼木字下河原1133番1 6198.02

山形県山形市大字沼木字薬師堂135番1 3518.58

山形県山形市大字沼木字下河原217番7 30

山形県山形市大字沼木字下河原1139番16 26249

山形県山形市大字沼木字木ノ目田1139番1 118

山形県山形市大字村木沢字向川原4655番36 3781

福島県福島市大森字下原田33番1 997.58

福島県福島市大森字下原田34番1 993.04

福島県福島市大森字下原田37番1 997.87

福島県福島市大森字下原田38番1 922.8

福島県福島市大森字鳴神22番1 494.46

福島県福島市大森字鳴神15番1 134.4

福島県福島市大森字鳴神15番2 148.13

福島県福島市大森字鳴神15番3 148.14

福島県福島市大森字鳴神15番4 148.14

福島県福島市大森字鳴神15番5 148.14

福島県福島市大森字鳴神15番6 148.14

福島県福島市大森字鳴神15番7 74.07

福島県福島市大森字鳴神15番8 37.03

福島県福島市大森字鳴神15番9 37.02

福島県福島市大森字鳴神23番1 131.21



福島県福島市大森字鳴神23番2 146.99

福島県福島市大森字鳴神23番3 146.99

福島県福島市大森字鳴神23番4 146.98

福島県福島市大森字鳴神23番5 146.99

福島県福島市大森字鳴神23番6 146.99

福島県福島市大森字鳴神23番7 73.49

福島県福島市大森字鳴神23番8 36.77

福島県福島市大森字鳴神23番9 36.77

福島県福島市大森字鳴神24番1 937.35

福島県福島市大森字鳴神24番2 510

福島県福島市大森字鳴神13番1 1003

福島県福島市大森字鳴神16番1 1003

福島県福島市大森字鳴神10番1 935

福島県福島市大森字鳴神12番1 947

福島県福島市大森字鳴神6番2 1099.74

福島県福島市大森字下原田25番 1991.86

福島県福島市永井川字北原田48番1 6560.74

福島県福島市大森字鳴神48番3 17

福島県福島市永井川字北原田50番3 3573.55

福島県福島市大森字下原田78番 48.63

福島県福島市大森字下原田77番 48.59

福島県福島市大森字鳴神68番 28.52

福島県福島市大森字鳴神69番 28.52

福島県福島市大森字鳴神67番 200.93

福島県福島市永井川字北原田69番 223.11

福島県伊達郡川俣町字五百田13番22 28

福島県伊達郡川俣町字五百田13番25 13.86

福島県伊達郡川俣町字五百田13番26 8.79

福島県伊達郡川俣町字五百田19番5 79

福島県伊達郡川俣町字五百田20番19

福島県伊達郡川俣町字五百田20番1 5671.75

福島県伊達郡川俣町字五百田20番20 41

134

茨城県水戸市双葉台三丁目3番9 135.91

茨城県水戸市双葉台三丁目3番10 4759.03

茨城県水戸市双葉台三丁目101番3 2209.59

茨城県水戸市双葉台三丁目101番7 6712.24

茨城県水戸市双葉台三丁目101番8 24

茨城県水戸市双葉台三丁目101番13 181.68

茨城県水戸市双葉台三丁目314番3 1.6



茨城県水戸市開江町字寺山398番1 480

茨城県水戸市開江町字寺山2104番1 6542

茨城県水戸市開江町字寺山2104番4 563

茨城県水戸市開江町字寺山2104番5 38

茨城県水戸市開江町字寺山2104番6 110

茨城県水戸市開江町字寺山2113番1 7056

茨城県水戸市開江町字寺山2121番1 3052

茨城県水戸市開江町字寺山2121番5 63

茨城県水戸市開江町字寺山2124番1 1986

茨城県水戸市開江町字寺山2128番1 148

茨城県鹿島郡波崎町豊ヶ崎8966番4 173.77

茨城県鹿島郡波崎町豊ヶ崎8967番4 338

茨城県鹿島郡波崎町豊ヶ崎8968番 1730.35

茨城県鹿島郡波崎町豊ヶ崎8969番1 266

茨城県鹿島郡波崎町字豊ヶ崎8970番1 3134

茨城県鹿島郡波崎町字豊ヶ崎8970番2 965

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番1 27350.39

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番3 3050

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番5 3422.53

茨城県龍ヶ崎市中里1丁目1番2 7196.13

茨城県龍ヶ崎市中里1丁目1番6 209.76

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番17 5927.08

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番18 250.34

茨城県神栖市知手中央七丁目3405番237 10000.24

茨城県神栖市知手中央七丁目3405番238 10000.94

茨城県常陸大宮市田子内町3033番3 11141

茨城県常陸大宮市田子内町3036番1 12585

茨城県常陸大宮市田子内町3036番4 3315

茨城県常陸大宮市田子内町3036番6 1983

茨城県常陸大宮市田子内町3036番10 215

茨城県常陸大宮市田子内町3089番4 3918

茨城県常陸大宮市田子内町3092番4 3341

栃木県宇都宮市竹林町字高田888番2 621

栃木県宇都宮市竹林町字高田888番3 733

栃木県宇都宮市竹林町字高田886番1 1577

栃木県宇都宮市竹林町字高田887番1 1499

栃木県宇都宮市竹林町字高田889番1 609

栃木県宇都宮市竹林町字高田890番2 603

栃木県宇都宮市竹林町字高田890番3 556



栃木県宇都宮市岩曽町260番 2420

栃木県宇都宮市竹林町字高田900番1 1940

栃木県宇都宮市竹林町字高田901番 2657

栃木県宇都宮市竹林町字高田902番3 650

栃木県宇都宮市竹林町字高田903番2 564

栃木県宇都宮市竹林町字高田903番3 565

栃木県宇都宮市竹林町字高田904番1 35

栃木県宇都宮市竹林町字高田905番2 930

栃木県宇都宮市竹林町字高田906番 2510

栃木県宇都宮市竹林町字高田910番2 591.02

栃木県宇都宮市竹林町字高田910番3 591.02

栃木県宇都宮市竹林町字高田911番1 1599

栃木県宇都宮市竹林町字高田912番2 653.55

栃木県宇都宮市竹林町字高田913番 4510

栃木県宇都宮市竹林町字高田914番 600

栃木県宇都宮市竹林町字高田915番 2013

栃木県宇都宮市竹林町字高田916番 977

栃木県宇都宮市竹林町字高田918番2 592.26

栃木県宇都宮市竹林町字高田919番2 591

栃木県宇都宮市竹林町字高田920番1 993

栃木県宇都宮市竹林町字高田922番1 2880

栃木県宇都宮市竹林町字高田932番1 258

栃木県宇都宮市竹林町字高田933番1 749

栃木県宇都宮市竹林町字高田934番2 356

栃木県宇都宮市竹林町字高田937番3 603.41

栃木県宇都宮市竹林町字高田938番1 1692

栃木県宇都宮市竹林町字高田938番2 1488.06

栃木県宇都宮市竹林町字高田939番2 21.56

栃木県宇都宮市竹林町940番2 56

栃木県宇都宮市竹林町941番2 1115

栃木県宇都宮市竹林町字高田941番3 497.08

栃木県宇都宮市竹林町字高田942番1 1198

栃木県宇都宮市竹林町942番2 50

栃木県宇都宮市竹林町字高田943番1 1374

栃木県宇都宮市竹林町943番2 77

栃木県宇都宮市竹林町字高田945番1 1467

栃木県宇都宮市竹林町字高田947番 1277

栃木県宇都宮市竹林町字高田948番1 650

栃木県宇都宮市竹林町字高田953番2 23



群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り603番1 2448

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り603番2 344.77

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り613番1 1816

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番5 240

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番6 239

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番7 132

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番8 127

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番9 30

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番10 41

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番11 54

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番12 56

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番13 4

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り614番14 92

埼玉県川口市西川口五丁目1番 4978.45

埼玉県川口市西川口五丁目5番5 178.51

埼玉県川口市西川口五丁目23番3 2084.35

埼玉県川口市西川口五丁目38番2 206.37

埼玉県川口市西川口五丁目107番2 95.43

埼玉県川口市西川口五丁目107番3 384.62

埼玉県川口市西川口五丁目403番2 306.68

埼玉県川口市西川口五丁目536番3 97.76

埼玉県川口市西川口六丁目1234番1 71.17

埼玉県川口市西川口六丁目1234番3 99.27

埼玉県川口市西川口六丁目1234番4 7.73

埼玉県川口市西川口六丁目1234番5 8.26

埼玉県川口市西川口六丁目1234番6 95.04

埼玉県川口市西川口六丁目1234番7 55.7

埼玉県川口市西川口六丁目200番12 27.23

埼玉県川口市西川口六丁目200番13 9.91

埼玉県川口市西川口六丁目200番14 24.06

埼玉県川口市西川口六丁目83番 512

埼玉県川口市西川口六丁目186番 790.08

埼玉県川口市西川口六丁目187番 780.16

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺845番2 363.65

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺849番 4180.72

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺851番1 4163.46

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺851番2 30.09

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺859番2 984

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺861番1 164



神奈川県横浜市金沢区平潟町177番 598.34

神奈川県横浜市金沢区平潟町177番2 135.53

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺892番1 683

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺893番 403

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺898番1 713

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺868番1 7771.00

埼玉県久喜市小右衛門字五反田714番6 9597.62

千葉県船橋市三山二丁目510番77 29315.84

千葉県船橋市三山二丁目510番107 30.67

千葉県船橋市三山二丁目510番108 1109

千葉県船橋市三山二丁目510番76 4160.44

千葉県船橋市三山二丁目510番103 14

千葉県船橋市三山二丁目510番104 1.22

千葉県船橋市三山二丁目510番105 28

千葉県船橋市三山二丁目510番106 130

千葉県習志野市泉町一丁目458番2 1796.59

千葉県習志野市泉町一丁目458番4 95.2

千葉県習志野市泉町一丁目458番5 181

東京都港区三田一丁目101番9 10371.33

東京都港区三田一丁目101番11 3596.75

東京都墨田区八広一丁目38番7 799.07

東京都墨田区八広一丁目38番8 280.7

東京都墨田区八広一丁目38番9 36.06

東京都墨田区八広一丁目38番10 81.31

東京都墨田区八広一丁目40番38 177.19

東京都墨田区八広一丁目41番1 150.96

東京都墨田区八広一丁目41番4 52.78

東京都墨田区八広一丁目41番5 354.95

東京都墨田区八広一丁目41番6 4.95

東京都墨田区八広一丁目41番9 198.47

神奈川県横浜市神奈川区富家町6番4 321.98

神奈川県横浜市神奈川区富家町6番5 1189.79

神奈川県横浜市神奈川区富家町6番6 1143.5

神奈川県横浜市金沢区平潟町138番1 794.82

神奈川県横浜市金沢区平潟町139番4 33.58

神奈川県横浜市金沢区平潟町152番 624.79

神奈川県横浜市金沢区平潟町153番1 371.6

神奈川県横浜市金沢区平潟町153番2 332.51

神奈川県平塚市立野町1836番 671.07



石川県金沢市赤土町ニ13番10 3194.04

石川県金沢市赤土町ニ13番6 8010

神奈川県平塚市立野町1837番 945.45

神奈川県平塚市立野町1845番 290.9

神奈川県平塚市立野町1846番 671.07

神奈川県平塚市立野町461番1 634.9

新潟県新潟市西区寺地字浦郷280番7 16821

新潟県新潟市西区寺地字浦郷280番1 10804

新潟県新潟市西区寺地字浦郷466番1 5730.04

新潟県新潟市中央区附船町一丁目字下島4378番 1594.78

新潟県三条市大野畑1番5 311.14

新潟県三条市大野畑1番6 1616.27

新潟県三条市南四日町三丁目237番 995

新潟県三条市南四日町三丁目234番 1024

富山県富山市楠木33番1 19173.83

富山県富山市下飯野字善門1番 3695.9

富山県富山市下飯野字善門17番1 3844

富山県富山市下飯野字西半田33番3 11124.89

富山県富山市下飯野字大堰8番3 526.58

富山県富山市牛島新町7番3 1643.3

富山県高岡市二塚387番1 16842.61

富山県高岡市二塚395番4 420.52

富山県高岡市二塚396番1 2606.26

富山県高岡市二塚396番3 281

富山県高岡市二塚397番1 764

富山県高岡市二塚398番1 1085

富山県高岡市二塚399番1 1108

富山県高岡市二塚399番2 2029

石川県金沢市赤土町ニ4番10 4295

石川県金沢市赤土町ニ4番1 6242

福井県福井市和田中町108字舟橋3番1 651.22

福井県福井市和田中町108字舟橋3番3 1230.41

福井県福井市和田中町108字舟橋5番1 753.7

福井県福井市和田中町108字舟橋7番1 1005.34

福井県福井市和田中町108字舟橋8番1 237.66

福井県福井市和田中町108字舟橋10番1 2714.36

新潟県新潟市西区寺地字浦郷388番1 143

新潟県新潟市西区寺地字浦郷388番3 39

新潟県新潟市西区寺地字浦郷388番2 1848



福井県福井市和田中町108字舟橋19番 1194.61

福井県福井市和田中町108字舟橋22番 1200

福井県福井市和田中町108字舟橋23番1 1846.51

福井県福井市和田中町108字舟橋24番1 3921.54

福井県福井市和田中町108字舟橋26番1 1994.49

福井県福井市和田中町108字26番3 1995.5

福井県福井市和田中町110字徳万27番 1400

福井県大野市蕨生158字三ツ塚35番 22400

長野県長野市三輪八丁目151番2 1438.96

長野県長野市三輪八丁目234番4 260.43

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番7 271.73

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番9 127.66

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目7番3 50.62

静岡県伊東市川奈字林ノ上524番 505

静岡県伊東市川奈字林ノ上525番 363

愛知県名古屋市西区栄生一丁目1701番 314.04

愛知県名古屋市西区栄生一丁目1702番 433.05

愛知県名古屋市西区栄生一丁目1703番 1.85

愛知県名古屋市西区栄生一丁目1704番 426.44

愛知県名古屋市西区栄生一丁目1714番 84.95

愛知県名古屋市西区栄生一丁目1715番 84.95

三重県松阪市朝日町一区10番15 277

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目391番2 105.12

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目392番1 17.26

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目392番2 37

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目392番10 2.54

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目392番11 44.51

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目392番14 24.72

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目920番 710.74

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目921番1 1520.66

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目921番3 20.47

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目921番4 41.99

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目921番5 66.28

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1600番3 0.08

福井県大野市蕨生158字三ツ塚36番1 348

福井県大野市蕨生158字三ツ塚36番2 300

福井県大野市蕨生158字三ツ塚36番3 100

福井県大野市蕨生158字三ツ塚36番4 20

福井県大野市蕨生158字三ツ塚36番5 81



三重県松阪市朝日町一区10番16 238

三重県松阪市朝日町一区10番18 616.82

三重県松阪市朝日町一区10番19 330.78

三重県松阪市朝日町一区10番22 280

三重県松阪市朝日町一区10番23 238

三重県松阪市朝日町一区10番25 48.15

三重県松阪市朝日町一区15番6 8561.2

三重県松阪市朝日町字石田365番21 10785.86

三重県多気郡明和町大字上野字寺屋敷435番 31504.44

三重県多気郡明和町大字上野字寺屋敷435番1 3005.47

三重県多気郡明和町大字上野字小山529番の1 363.63

三重県多気郡明和町大字上野字小山530番の1 575.2

三重県多気郡明和町大字上野字小山530番の2 333.88

三重県多気郡明和町大字上野字小山532番の2 608.25

三重県多気郡明和町大字上野字仲畑203番 25565.07

三重県多気郡明和町大字上野字仲畑203番1 1278.63

滋賀県栗東市大橋二丁目276番 4564

滋賀県栗東市大橋二丁目270番1 1021

滋賀県栗東市大橋二丁目271番1 359

滋賀県栗東市大橋二丁目271番2 694

滋賀県栗東市大橋二丁目277番 995

滋賀県栗東市大橋二丁目278番 1044

滋賀県栗東市大橋二丁目279番 1150

三重県松阪市中央町293番1 557

三重県松阪市中央町291番2 249

三重県松阪市中央町293番4 12

三重県松阪市中央町293番5 8.59

三重県松阪市中央町293番6 49

三重県松阪市中央町293番7 18

三重県松阪市中央町295番6 1.04

三重県松阪市中央町295番7 3.75

三重県松阪市中央町296番1 307

三重県松阪市中央町296番3 723

三重県松阪市中央町296番4 208

三重県松阪市中央町298番1 217

三重県松阪市中央町299番1 83

三重県松阪市中央町299番4 2.68

三重県松阪市中央町299番6 109

三重県松阪市中央町300番1 56



滋賀県栗東市大橋二丁目280番 1388

滋賀県栗東市大橋二丁目281番 647

滋賀県栗東市大橋二丁目281番1 67.33

滋賀県栗東市大橋二丁目282番1 1203

滋賀県栗東市大橋二丁目282番2 1223

滋賀県栗東市大橋二丁目282番3 101.04

滋賀県栗東市大橋二丁目282番4 66.12

滋賀県栗東市大橋二丁目284番 2079

滋賀県栗東市大橋二丁目285番 1226

滋賀県栗東市大橋二丁目286番 1117

滋賀県栗東市大橋二丁目287番 1206

滋賀県栗東市大橋二丁目288番 1371

滋賀県栗東市大橋二丁目289番 413

滋賀県栗東市大橋二丁目290番 971

滋賀県栗東市大橋二丁目503番 4849.37

滋賀県栗東市大橋二丁目503番2 179.62

滋賀県栗東市大字出庭字下蝉ヶ町697番1 1050.28

滋賀県栗東市大字出庭字下蝉ヶ町698番1 2018.58

滋賀県栗東市大字出庭字下蝉ヶ町699番1 2086.65

京都府長岡京市今里南平尾10番8 859

京都府長岡京市奥海印寺谷田4番 636

京都府長岡京市奥海印寺谷田4番5 93

京都府長岡京市奥海印寺谷田4番7 8.25

京都府長岡京市奥海印寺谷田4番8 11

大阪府大阪市北区芝田二丁目1番4 377.65

大阪府大阪市北区芝田二丁目1番5 584.39

大阪府大阪市北区芝田二丁目1番6 203.3

大阪府大阪市北区芝田二丁目1番7 21.42

大阪府大阪市北区芝田二丁目13番 1.09

大阪府大阪市北区芝田二丁目37番 1863.04

大阪府大阪市北区芝田二丁目37番5 991.73

大阪府大阪市北区芝田二丁目37番6 562.78

大阪府大阪市北区芝田二丁目38番 5505.61

大阪府大阪市北区芝田二丁目38番1 270.74

大阪府大阪市北区芝田二丁目38番2 80.85

大阪府大阪市北区芝田二丁目71番1 146.77

大阪府大阪市北区芝田二丁目71番2 144.76

大阪府大阪市北区芝田二丁目112番3 35.76

大阪府大阪市北区芝田二丁目112番4 35.76



兵庫県神戸市垂水区海岸通2115番1 341.68

1452.82大阪府大阪市北区大深町33番4

大阪府大阪市北区芝田二丁目112番5 114.85

大阪府大阪市北区芝田二丁目112番6 77.61

大阪府大阪市北区芝田二丁目113番 1104.66

大阪府大阪市北区芝田二丁目114番 52.95

大阪府大阪市北区芝田二丁目118番 1.91

大阪府大阪市北区芝田二丁目120番 7.1

大阪府大阪市北区芝田二丁目121番 0.23

大阪府大阪市北区中津二丁目2番21 3426.27

兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目462番3 661.71

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番2 4524.02

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番3 2047.55

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番4 2128.55

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番5 1427.72

大阪府大阪市城東区古市一丁目23番1 1970.24

大阪府大阪市城東区古市一丁目23番2 1970.24

大阪府大阪市城東区古市一丁目24番 2552.06

大阪府大阪市城東区古市一丁目25番 462.8

大阪府大阪市城東区古市一丁目26番 271.07

大阪府大阪市城東区古市一丁目27番 786.77

大阪府大阪市城東区古市一丁目28番 763.63

大阪府大阪市城東区今福東二丁目11番4 1655.16

大阪府大阪市城東区今福東二丁目11番9 2474.02

大阪府茨木市見付山二丁目212番5 1006.47

大阪府茨木市見付山二丁目212番2 4651.5

大阪府茨木市見付山二丁目331番3 107.37

大阪府茨木市見付山二丁目331番9 248.16

大阪府茨木市見付山二丁目334番 459.5

大阪府茨木市見付山二丁目326番2 386.77

大阪府茨木市見付山二丁目1051番 224

大阪府茨木市見付山二丁目1215番 21

大阪府茨木市見付山二丁目1216番 14

大阪府茨木市見付山二丁目212番4 3483.6

大阪府吹田市川園町1786番1 2821.95

大阪府吹田市川園町1786番7 29

大阪府吹田市川園町1786番9 3898.04

大阪府吹田市川園町1786番14 143.01

大阪府茨木市上穂積一丁目1046番1 577.83



兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番13 198.18

大阪府吹田市津雲台一丁目20番45 6248.59

大阪府吹田市津雲台一丁目20番37 434.01

大阪府吹田市津雲台一丁目20番54 2965.6

大阪市吹田市川園町1809番1 5761.56

大阪府吹田市川園町1809番2 2090.6

大阪府吹田市川園町1810番5 26.44

大阪府吹田市川園町1814番2 280.05

大阪府吹田市川園町5542番3 29

大阪府吹田市日の出町1797番1 92.39

大阪府吹田市日の出町5205番30 201

大阪府吹田市日の出町5205番33 1259

大阪府吹田市川園町1809番5 5009.89

大阪府吹田市片山町二丁目983番2 1703.31

大阪府吹田市山手町一丁目933番4 1094.78

大阪府吹田市山手町一丁目983番3 858.47

大阪府吹田市山手町一丁目3736番 33

大阪府富田林市向陽台一丁目31番2 5596.27

大阪府吹田市津雲台一丁目20番6 4075.63

大阪府吹田市津雲台一丁目20番5 1605.75

大阪府泉南市りんくう南浜3番7 13000.00

大阪府泉南市りんくう南浜3番15 979

大阪府泉南市りんくう南浜3番16 2962

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番1 21990.31

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番3 45.98

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番4 41.34

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番5 5445.04

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番6 498

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番7 331.48

兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番8 2986.64

兵庫県神戸市北区有野町有野字蛇谷奥4421番53 94

兵庫県神戸市北区有野町有野字蛇谷奥4421番54 224

兵庫県神戸市北区藤原台南町三丁目18番4 7736.38

奈良県奈良市八条四丁目632番 806.61

奈良県奈良市八条四丁目637番3 344.91

奈良県奈良市八条四丁目640番 1520.66

奈良県奈良市八条四丁目641番 1071.07

奈良県奈良市八条四丁目642番 1110.74

奈良県奈良市八条四丁目643番 1094.21



奈良県奈良市八条四丁目646番5 3472

奈良県奈良市八条四丁目647番3 74.36

奈良県奈良市八条四丁目651番1 1000.53

奈良県桜井市大字阿部311番1 1607

奈良県桜井市大字阿部318番2 52

奈良県桜井市大字阿部319番1 879

奈良県桜井市大字阿部319番2 59

奈良県桜井市大字阿部320番2 49

奈良県桜井市大字阿部321番1 485.95

奈良県桜井市大字阿部322番2 79.33

奈良県桜井市大字阿部323番2 33.05

奈良県桜井市大字阿部324番2 103.39

奈良県桜井市大字阿部325番2 122.31

奈良県桜井市大字阿部325番3 16.52

奈良県桜井市大字阿部326番3 218.18

奈良県桜井市大字阿部326番4 3.3

奈良県桜井市大字阿部329番2 55.91

奈良県桜井市大字阿部330番 492.56

奈良県桜井市大字阿部311番332番 337.19

奈良県桜井市大字阿部321番2 297.52

奈良県桜井市大字阿部333番 357

奈良県桜井市大字阿部334番1 614

奈良県桜井市大字阿部336番 1107.43

奈良県桜井市大字阿部337番 707.43

奈良県桜井市大字阿部338番 786.77

奈良県桜井市大字阿部339番 307.43

奈良県桜井市大字阿部340番 247.93

奈良県桜井市大字阿部341番1 879.33

奈良県桜井市大字阿部341番2 76

奈良県桜井市大字阿部341番3 158.67

奈良県桜井市大字阿部342番1 247.93

奈良県桜井市大字阿部342番2 33

奈良県桜井市大字阿部342番3 49

奈良県桜井市大字阿部324番5 5.27

奈良県桜井市大字阿部329番1 279.82

奈良県奈良市八条四丁目644番 919

奈良県奈良市八条四丁目645番 1302.47

奈良県奈良市八条四丁目646番3 907.37

奈良県奈良市八条四丁目646番4 17



土
地

奈良県桜井市大字阿部343番1 353.71

奈良県桜井市大字阿部343番2 36

奈良県桜井市大字阿部344番2 56.19

奈良県桜井市大字阿部346番 671.07

奈良県桜井市大字阿部347番 525

奈良県桜井市大字阿部348番1 611.57

奈良県桜井市大字阿部348番2 231.4

奈良県桜井市大字阿部349番 175

奈良県桜井市大字阿部350番 224

奈良県桜井市大字阿部351番 290

奈良県桜井市大字阿部357番1 224

奈良県桜井市大字阿部358番1 462.80

奈良県桜井市大字阿部359番1 294.21

奈良県桜井市大字阿部360番 181.81

奈良県桜井市大字阿部362番1 631.4

奈良県桜井市大字阿部363番1 472.32

奈良県桜井市大字阿部363番2 36.36

奈良県桜井市大字阿部363番3 502.87

奈良県桜井市大字阿部380番3 36.36

奈良県桜井市大字阿部411番 148

奈良県桜井市大字阿部412番 135

奈良県桜井市大字阿部413番 128

奈良県桜井市大字阿部1036番 32.92

奈良県桜井市大字阿部1037番 18.64

奈良県桜井市大字阿部1245番 51.36

奈良県桜井市大字阿部1246番 29.15

奈良県桜井市大字阿部1248番 51.19

奈良県桜井市大字吉備310番5 142

奈良県桜井市大字阿部335番 95.86

奈良県桜井市大字阿部344番1 842.97

奈良県桜井市大字阿部345番1 472.72

奈良県桜井市大字阿部345番2 29.75

和歌山県和歌山市十二番丁44番 248.15

和歌山県和歌山市十二番丁45番 2167.12

和歌山県和歌山市十二番丁46番 186.37

和歌山市十番丁1番 172.99

和歌山市十番丁11番 728.74

和歌山県有田郡湯浅町大字吉川字東谷52番6 7534.43

和歌山県有田郡湯浅町大字吉川字東谷51番7 1014



和歌山県有田郡有田川町大字水尻字和井橋598番32 1174.25

和歌山県有田郡有田川町大字水尻字和井橋598番30 114.12

和歌山県有田郡有田川町大字水尻字和井橋598番51 91

鳥取県境港市米川町8番2 737.8

鳥取県境港市米川町8番3 228.74

鳥取県境港市米川町9番 1021.72

鳥取県境港市米川町10番 1984.4

鳥取県境港市米川町11番1 498.6

鳥取県境港市米川町11番2 498.6

鳥取県境港市米川町12番 994.16

鳥取県境港市米川町13番 498

鳥取県境港市米川町14番 498.56

鳥取県境港市米川町15番 991.73

鳥取県境港市米川町16番 991

鳥取県境港市米川町17番1 474.1

鳥取県境港市米川町17番2 495.86

鳥取県境港市米川町40番1 198.34

鳥取県境港市米川町40番2 788.01

鳥取県境港市米川町41番1 354.46

鳥取県境港市米川町41番2 624.76

鳥取県境港市米川町42番 972.04

鳥取県境港市米川町43番1 332.8

鳥取県境港市米川町43番の2 663.41

鳥取県境港市米川町44番 1985.58

鳥取県境港市米川町47番 991.73

鳥取県境港市米川町48番 991.73

鳥取県境港市米川町49番1 290.9

鳥取県境港市米川町49番2 737.19

鳥取県境港市米川町50番1 143

鳥取県境港市米川町50番2 287.99

鳥取県境港市米川町51番1 433.19

鳥取県境港市蓮池町78番1 182

鳥取県境港市蓮池町79番1 395

鳥取県境港市蓮池町79番4 70.13

鳥取県境港市蓮池町79番7 81.88

鳥取県境港市蓮池町80番1 413

鳥取県境港市蓮池町81番 1645.99

鳥取県境港市蓮池町107番2 325

島根県江津市江津町1016番37 32858.38



島根県江津市江津町1110番15 10727.22

島根県江津市江津町1110番19 114.92

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番101 619.17

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番103 232.94

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番105 49.91

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番106 55.67

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番107 505.85

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番108 226.91

岡山県岡山市北区伊福町一丁目17番109 21.29

岡山県岡山市北区伊福町一丁目18番101 2116.11

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番23 400.04

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番57 500.06

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番127 460.61

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番128 578.65

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番129 629.31

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番166 232.82

岡山県岡山市北区伊福町一丁目1002番2 455.5

岡山県岡山市北区伊福町二丁目334番1 279.33

岡山県岡山市北区伊福町二丁目334番2 1423.33

岡山県岡山市北区国体町75番34 8798.88

岡山県岡山市北区国体町90番1 6580.87

岡山県岡山市北区国体町84番23 242

岡山県岡山市北区奉還町二丁目49番2 360.56

岡山県岡山市北区奉還町二丁目53番7 322.08

岡山県岡山市北区奉還町二丁目53番8 286.21

岡山県岡山市北区奉還町二丁目53番16 286.14

岡山県岡山市北区奉還町二丁目53番17 278.08

岡山県岡山市北区日近字吉長1803番 314

岡山県岡山市北区日近字吉長1804番 452

岡山県岡山市北区日近字吉長1805番 522

岡山県岡山市北区日近字吉長1806番 195

岡山県岡山市北区日近字吉長1807番1 1404.6

岡山県岡山市北区日近字吉長1813番1 491

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1846番 294

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1847番 1578

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1848番 76

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1849番1 304

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1850番 366

岡山県岡山市北区国体町75番5 11004.74



岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1853番 416

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1854番 373.55

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木1855番 3315.68

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木1855番1 33.81

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1856番1 42.03

岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1856番2 7.53

岡山県岡山市北区日近字細目1857番1 70.87

岡山県岡山市北区日近字細目1867番3 297

岡山県岡山市北区日近字細目1858番1 74.2

岡山県岡山市北区日近字細目1860番 76

岡山県岡山市北区日近字細目1861番2 608

岡山県岡山市北区日近字細目1867番2 472

岡山県岡山市北区日近字細目1868番 66

岡山県岡山市北区日近字細目1869番 426

岡山県岡山市北区日近字細目1870番 482

岡山県岡山市北区日近字細目1871番1 1748.75

岡山県岡山市北区日近字細目1874番 69

岡山県岡山市北区日近字細目1875番 69

岡山県岡山市北区日近字細目1876番 803

岡山県岡山市北区日近字細目1877番 66

岡山県岡山市北区日近字細目1890番1 214

岡山県岡山市北区日近字細目1890番2 178

岡山県岡山市北区日近字細目1891番 132

岡山県岡山市北区日近字細目1892番 333

岡山県岡山市北区日近字細目1893番 208

岡山県岡山市北区日近字細目1894番 284

岡山県岡山市北区日近字細目1895番1 823

岡山県岡山市北区日近字細目1895番2 413

岡山県岡山市北区日近字細目1895番3 98.95

岡山県岡山市北区高松原古才字館東478番9 368.7

岡山県岡山市北区高松原古才字館東481番3 59

岡山県岡山市北区高松原古才字館東481番9 226.19

岡山県岡山市北区高松原古才字館東481番12 23.83

岡山県岡山市北区高松原古才字館東482番1 548

岡山県岡山市北区高松原古才字館東484番7 24.48

岡山県岡山市北区高松原古才字館東484番8 4.81

岡山県岡山市北区高松原古才字館東484番11 68.98

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼584番1 3750.19

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番3 179.2



岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番4 50.32

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番5 255.02

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番6 53

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番7 47

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番8 0.84

岡山県岡山市北区高松原古才字上沼590番9 57.73

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番1 967

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番2 705.42

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番3 116.02

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番4 64.42

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番5 145.65

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番6 52.52

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番5 133.45

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番6 178.85

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番7 206.74

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番10 5.1

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番19 23.43

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番20 226

岡山県岡山市北区高松原古才字池田600番21 72.01

岡山県岡山市北区高松原古才字池田603番3 39

岡山県岡山市北区昭和町47番1 567.09

岡山県岡山市北区昭和町47番2 83.82

岡山県岡山市北区昭和町47番3 778.36

岡山県岡山市北区昭和町47番5 1252.58

岡山県岡山市北区昭和町47番6 747.42

岡山県岡山市北区御津宇垣字番神2069番10 5536.42

広島県呉市三条二丁目4番7 1152.86

広島県呉市三条二丁目27番4 100

広島県呉市三条二丁目27番5 260.45

広島県呉市三条二丁目28番1 85.28

広島県呉市三条二丁目28番2 138.25

広島県呉市三条二丁目28番3 13.79

広島県呉市三条二丁目28番4 140.19

広島県呉市三条二丁目29番1 183.88

広島県呉市三条二丁目30番1 186.64

広島県呉市三条二丁目31番1 1089.82

広島県安芸郡坂町北新地二丁目12020番4 13200

山口県山口市緑町2329番2 5076.33

山口県山口市緑町2825番1 2625



香川県高松市多肥上町字宮尻1423番1 7929.33

香川県高松市多肥上町字松林1276番1 246.47

香川県高松市多肥上町字宮尻1420番1 3286

愛媛県松山市山西町839番4 209.36

愛媛県松山市山西町840番1 50.17

愛媛県松山市山西町840番4 8.21

愛媛県松山市山西町841番1 1049.00

愛媛県松山市山西町833番1 667.89

愛媛県松山市山西町846番1 1251

愛媛県松山市山西町847番1 1204

愛媛県松山市山西町848番 963

愛媛県松山市山西町878番2 745

愛媛県松山市山西町878番6 87.13

山口県山口市緑町2825番7 122

山口県山口市朝倉町791番 12617.23

山口県山口市朝倉町787番2 2370.19

山口県山口市朝倉町787番8 557

山口県山口市朝倉町788番1 2723.9

山口県山口市朝倉町788番4 5.94

山口県山口市朝倉町799番 4350.76

山口県山口市朝倉町809番1 210.61

山口県山口市朝倉町809番4 42.51

山口県山口市湯田温泉三丁目1233番9 32.08

山口県山口市仁保中郷字惣水988番1 3901

山口県下関市貴船町三丁目726番8 7555.64

山口県下関市貴船町三丁目726番14 1630.24

山口県下関市大字安岡字小内日114番2 20

山口県下関市安岡町八丁目2番2 48178

山口県下関市安岡町八丁目2番12 371

山口県下関市安岡町八丁目8番2 2541

山口県下関市安岡町八丁目17番 2270

山口県下関市安岡町八丁目28番2 143.22

山口県下関市安岡町八丁目37番7 3.32

山口県下関市安岡町八丁目95番5 112.15

山口県下関市安岡町八丁目196番1 2121

香川県高松市多肥上町字日暮1331番1 9148.47

香川県高松市多肥上町字日暮1296番5 532.43

香川県高松市多肥上町字日暮1331番8 816.78

愛媛県松山市山西町849番1 975



基
本

愛媛県松山市山西町879番1 1406.12

愛媛県松山市山西町879番4 165

愛媛県松山市山西町880番2 11188.75

愛媛県松山市山西町880番7 197.04

愛媛県松山市山西町883番1 637.98

愛媛県松山市山西町885番4 51

愛媛県松山市山西町886番3 22.44

愛媛県松山市山西町886番4 127.4

愛媛県松山市山西町894番1 348.64

愛媛県松山市東山町28番2 226

愛媛県松山市東山町75番2 112.47

愛媛県松山市東山町75番3 57.26

愛媛県松山市東山町143番 2223.9

愛媛県松山市東山町140番1 505.05

愛媛県松山市東山町140番3 1.67

愛媛県松山市久万ノ台乙350番3 87.67

愛媛県松山市久万ノ台乙362番 16

愛媛県松山市久万ノ台乙363番1 297

愛媛県松山市久万ノ台乙363番2 347

愛媛県松山市久万ノ台乙363番3 87.64

愛媛県松山市久万ノ台乙364番 267

愛媛県松山市久万ノ台乙365番 320

愛媛県松山市久万ノ台乙366番 462

愛媛県松山市久万ノ台乙367番 287

愛媛県松山市久万ノ台乙368番 99

愛媛県松山市久万ノ台乙369番 218

愛媛県松山市久万ノ台乙370番 135

愛媛県松山市久万ノ台乙371番 122

愛媛県松山市久万ノ台乙372番 115

愛媛県松山市久万ノ台乙373番 403

愛媛県松山市久万ノ台乙374番1 547.21

愛媛県松山市久万ノ台乙375番 314

愛媛県松山市久万ノ台乙376番 128

愛媛県松山市久万ノ台乙377番 168

愛媛県松山市久万ノ台乙378番1 165.41

愛媛県松山市久万ノ台乙379番1 138.4

愛媛県松山市久万ノ台乙381番1 345.69

愛媛県松山市山西町894番3 48.35

348.76愛媛県松山市山西町894番2



本
財
産

愛媛県松山市久万ノ台乙394番2 61.02

愛媛県松山市久万ノ台乙394番4 25.94

愛媛県松山市久万ノ台1671番1 39.63

愛媛県松山市久万ノ台1671番2 1193.41

愛媛県松山市久万ノ台1680番 155

愛媛県松山市久万ノ台1681番 82

愛媛県松山市久万ノ台1682番 274

愛媛県松山市久万ノ台1685番 211

愛媛県松山市久万ノ台1686番 99

愛媛県松山市久万ノ台1687番 307

愛媛県松山市久万ノ台1688番 165

愛媛県松山市久万ノ台1689番 224

愛媛県松山市久万ノ台1690番 234

愛媛県松山市久万ノ台1691番 168

愛媛県松山市久万ノ台1692番 231

愛媛県松山市久万ノ台1693番1 99

愛媛県松山市久万ノ台1693番2 142

愛媛県松山市久万ノ台1694番 171

愛媛県松山市久万ノ台1695番1 59

愛媛県松山市久万ノ台1695番2 16

愛媛県松山市久万ノ台1697番 251

愛媛県松山市久万ノ台1698番 148

愛媛県松山市久万ノ台1699番 218

愛媛県松山市久万ノ台1700番 99

愛媛県松山市久万ノ台1701番 125

愛媛県松山市久万ノ台1702番 188

愛媛県松山市久万ノ台1703番 46

愛媛県松山市久万ノ台1704番 294

愛媛県松山市久万ノ台1705番 76

愛媛県松山市久万ノ台1706番 406

愛媛県松山市久万ノ台1707番 314

愛媛県松山市久万ノ台1707番2 33.61

愛媛県松山市久万ノ台1707番3 275.71

愛媛県松山市久万ノ台1717番 277

愛媛県松山市久万ノ台1718番 99

愛媛県松山市久万ノ台1719番 333

愛媛県松山市住吉二丁目234番 416.99

愛媛県松山市姫原一丁目1656番 4081

愛媛県今治市喜田村七丁目130番1 2072



愛媛県今治市喜田村七丁目131番1 688.73

愛媛県今治市喜田村七丁目169番1 1031

愛媛県今治市喜田村七丁目170番1 1222

愛媛県今治市喜田村七丁目171番1 1565

愛媛県今治市喜田村七丁目172番1 232

愛媛県今治市喜田村七丁目172番3 808

愛媛県今治市喜田村七丁目172番8 563.16

愛媛県今治市喜田村七丁目174番1 1542

愛媛県今治市喜田村七丁目175番1 1108.42

愛媛県今治市喜田村七丁目175番5 101

愛媛県今治市喜田村七丁目176番1 489.13

愛媛県今治市喜田村七丁目177番6 609.02

愛媛県今治市喜田村七丁目177番5 2000.75

愛媛県今治市喜田村七丁目179番1 5638.69

愛媛県今治市喜田村七丁目183番6 1255.94

愛媛県今治市喜田村七丁目183番11 1371.95

愛媛県今治市北日吉町一丁目甲863番1 1585.12

愛媛県今治市北日吉町一丁目甲862番1 430.48

愛媛県今治市北日吉町一丁目甲863番3 11.3

愛媛県今治市北日吉町一丁目甲911番3 1085.59

愛媛県今治市北日吉町二丁目甲917番1 145

愛媛県今治市北日吉町二丁目甲921番1 729

愛媛県今治市北日吉町二丁目甲921番8 287

愛媛県今治市北日吉町二丁目甲921番14 62.85

愛媛県今治市北日吉町二丁目甲921番15 89

愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269番1 7561.52

愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪270番2 2481

愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪271番1 4443.05

愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪274番2 123

愛媛県西条市朔日市字寄合275番1 882.66

愛媛県西条市朔日市字寄合275番23 933.71

愛媛県西条市朔日市字寄合305番3 507.46

愛媛県西条市新田字市塚新田119番3 787

愛媛県西条市新田字市塚新田119番5 28.15

愛媛県西条市新田字市塚新田119番6 25.69

愛媛県喜多郡内子町小田130番 1776.56

福岡県福岡市中央区天神一丁目352番1 671.3

福岡県福岡市中央区天神一丁目353番 58.61

愛媛県西条市新田字市塚新田109番1 10128.52



福岡県福岡市中央区天神一丁目354番 158.11

福岡県福岡市中央区天神一丁目386番4 10.24

福岡県福岡市中央区天神一丁目394番1 436.04

福岡県福岡市中央区天神一丁目401番 405.15

福岡県福岡市中央区天神一丁目402番 299.99

福岡県福岡市中央区天神一丁目404番 271.57

福岡県福岡市中央区天神一丁目1007番2 67

福岡県福岡市中央区天神一丁目1007番3 227

福岡県福岡市中央区天神一丁目40番9 31.11

福岡県福岡市中央区天神一丁目40番2 433.72

福岡県福岡市中央区天神一丁目40番4 101.4

福岡県北九州市八幡東区春の町二丁目958番1 215.9

福岡県北九州市八幡東区春の町二丁目958番2 652.72

福岡県北九州市八幡東区春の町二丁目966番1 280.99

福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目597番1 307.07

福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目597番2 558.77

福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目969番1 5861.15

福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目982番6 73.65

福岡県北九州市八幡東区中尾一丁目486番33 9260.69

福岡県大牟田市大字田隈字大坪806番2 503.54

福岡県大牟田市大字田隈字大坪808番1 667.76

福岡県大牟田市大字田隈字大坪808番4 208.26

福岡県大牟田市大字田隈字大坪808番6 64.75

福岡県大牟田市大字田隈字大坪809番 459.5

福岡県大牟田市大字田隈字大坪810番1 774.29

福岡県大牟田市大字田隈字大坪810番3 19.63

福岡県大牟田市大字田隈字大坪811番1 229.17

福岡県大牟田市大字田隈字大坪811番2 9.91

福岡県大牟田市大字田隈字大坪811番4 29.02

福岡県大牟田市大字田隈字大坪812番1 740

福岡県大牟田市大字田隈字大坪812番2 557.41

福岡県大牟田市大字田隈字大坪812番4 31.57

福岡県大牟田市大字田隈字大坪812番5 272.26

福岡県大牟田市大字田隈字大坪813番1 365.8

福岡県大牟田市大字田隈字大坪813番3 7.5

福岡県大牟田市大字田隈字大坪813番4 32.22

福岡県大牟田市大字田隈字大坪814番2 124.02

福岡県大牟田市大字田隈字大坪833番1 972.97

福岡県大牟田市大字田隈字大坪834番 819



福岡県大牟田市大字田隈字石佛599番18 16328.09

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷665番1 626

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷666番2 99

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷666番1 1010

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷667番3 136

福岡県大牟田市大字田隈字大坪835番1 829

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷666番3 18

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷665番4 83

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷667番1 3064

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷668番1 431.68

福岡県大牟田市大字田隈字陣屋敷668番3 352.13

福岡県筑紫野市湯町三丁目277番1 5886.31

福岡県筑紫野市湯町三丁目278番4 284

福岡県筑紫野市湯町三丁目278番6 6.77

福岡県筑紫野市湯町二丁目444番2 2540.09

福岡県筑紫野市湯町二丁目444番3 1682.13

福岡県筑紫野市湯町二丁目444番4 2984.61

福岡県筑紫野市湯町二丁目472番3 6.71

福岡県筑紫野市湯町二丁目444番1 3118.66

福岡県筑紫野市湯町二丁目444番10 7.01

飯塚市太郎丸字サコ265番1 46629.21

飯塚市太郎丸字観音免160番1 17954.38

佐賀県唐津市元旗町781番1 7367.55

佐賀県唐津市元旗町781番5 12

佐賀県唐津市元旗町790番 345.2

佐賀県唐津市元旗町791番 324.38

佐賀県唐津市元旗町792番1 38.96

佐賀県唐津市元旗町792番3 127.22

佐賀県唐津市元旗町792番4 126.47

佐賀県唐津市元旗町792番5 127.63

佐賀県唐津市元旗町795番 509.3

佐賀県唐津市元旗町816番255 6.69

佐賀県唐津市元旗町823番2 15

佐賀県唐津市西旗町834番52 217.44

佐賀県唐津市神田字五ノ坪2259番5 283.18

佐賀県唐津市南富士見町816番46 106.87

佐賀県唐津市南富士見町816番47 109.6

佐賀県唐津市南富士見町816番96 90.46

佐賀県唐津市江川町694番1 2955.42



231.84

長崎県長崎市西山台二丁目810番14 4.24

長崎県長崎市三川町758番2 3510.62

長崎県長崎市三川町754番1 4735

長崎県長崎市三川町766番9

熊本県熊本市南区近見五丁目331番1 2846

熊本県熊本市南区近見五丁目333番3 235

熊本県熊本市南区近見五丁目334番1 1526

熊本県熊本市南区近見五丁目334番3 2.27

熊本県熊本市南区近見五丁目336番1 1528

熊本県熊本市南区近見五丁目337番1 1526

佐賀県唐津市東唐津四丁目122番13 8309.65

佐賀県唐津市東唐津四丁目144番36 150

佐賀県唐津市東唐津四丁目164番6 1148

佐賀県唐津市東唐津四丁目164番13 177

長崎県長崎市西山二丁目10番9 77.98

長崎県長崎市西山二丁目10番13 258.44

長崎県長崎市西山二丁目10番14 93.82

長崎県長崎市西山二丁目10番17 54.24

長崎県長崎市西山二丁目10番26 93.64

長崎県長崎市西山台二丁目810番1 3954.78

佐賀県唐津市江川町786番 124.43

佐賀県唐津市江川町784番 395.96

長崎県長崎市三川町804番171 4.44

佐賀県唐津市江川町701番 516.04

佐賀県唐津市江川町715番1 537.22

佐賀県唐津市江川町715番2 106.29

佐賀県唐津市江川町719番2 2.73

佐賀県唐津市江川町719番3 0.07

佐賀県唐津市江川町719番4 100.16

佐賀県唐津市江川町780番1 381.12

佐賀県唐津市江川町780番3 12

佐賀県唐津市江川町782番2 89.23

佐賀県唐津市江川町801番1 213.29

佐賀県唐津市江川町801番2 5.7

佐賀県唐津市江川町809番 757.05

佐賀県唐津市朝日町1056番 51.78

佐賀県唐津市朝日町1057番27 12.83

佐賀県唐津市朝日町1057番28 1113.12

佐賀県唐津市朝日町1057番29 1048.31



熊本県熊本市南区近見五丁目338番1 1533.5

熊本県熊本市南区近見五丁目339番1 558.12

熊本県熊本市南区近見五丁目339番2 99

熊本県熊本市南区近見五丁目339番3 46

熊本県熊本市南区近見五丁目340番1 581.73

熊本県熊本市南区近見五丁目340番3 394.92

熊本県熊本市南区近見五丁目341番6 1697.47

熊本県熊本市南区近見五丁目506番3 250

熊本県熊本市南区近見五丁目508番2 65.82

熊本県熊本市南区近見五丁目509番3 169.92

熊本県熊本市南区近見五丁目510番1 44.37

熊本県熊本市南区近見五丁目510番3 1.78

熊本県熊本市南区近見五丁目512番3 50.74

熊本県熊本市南区近見五丁目514番1 173.09

熊本県熊本市南区近見五丁目514番3 7.9

熊本県熊本市南区近見五丁目515番1 16933.08

熊本県熊本市南区近見五丁目518番 52

熊本県熊本市南区近見五丁目522番 677

熊本県熊本市南区近見五丁目525番1 176.65

熊本県熊本市南区近見五丁目531番1 1399.13

熊本県熊本市南区近見五丁目532番4 82

熊本県熊本市南区近見五丁目532番6 33

熊本県熊本市南区近見五丁目532番8 991

熊本県熊本市南区近見五丁目533番1 1819

熊本県熊本市南区近見五丁目536番1 4597

熊本県熊本市南区近見五丁目539番4 2.27

熊本県熊本市南区近見五丁目540番1 618

熊本県熊本市南区近見五丁目540番4 237

熊本県熊本市南区近見五丁目569番1 1918

熊本県宇城市三角町波多字五反田平614番2 196

熊本県宇城市三角町波多字高々崎775番1 34641.04

熊本県宇城市三角町波多字高々崎776番50 186

熊本県熊本市南区白藤三丁目454番 1940.42

熊本県熊本市南区白藤三丁目451番 910.1

熊本県熊本市南区白藤三丁目477番2 40.41

熊本県熊本市南区内田町字南通3552番 1165.69

熊本県熊本市南区内田町字南通3552番1 788.21

熊本県熊本市南区内田町字南通3553番1 1130.15

熊本県熊本市南区内田町字南通3555番1 2413.43



熊本県熊本市南区内田町字南通3557番1 985.08

熊本県熊本市南区内田町字南通3558番1 417.49

熊本県熊本市南区内田町字南通3559番2 970

熊本県熊本市南区内田町字南通3560番1 3772.83

熊本県熊本市南区内田町字南通3562番1 526

熊本県熊本市南区内田町字南通3596番2 412.57

熊本県熊本市南区内田町字南通3561番1 1565.76

熊本県熊本市南区並建町字中道769番1 495

熊本県熊本市南区並建町字中道777番2 738.18

熊本県熊本市西区新土河原二丁目1217番 537.12

熊本県熊本市西区八島一丁目846番5 223.89

大分県日田市大字三和字峰643番7 1408.16

大分県日田市大字三和字峰643番9 60.57

大分県日田市大字三和字峰646番3 253.53

大分県日田市大字三和字峰646番5 25.62

大分県日田市大字三和字峰646番6 18.24

大分県日田市大字三和字壱町田653番1 4117.89

大分県日田市大字三和字壱町田653番2 208

大分県日田市大字三和字壱町田656番1 1231.01

大分県日田市大字三和字壱町田656番2 63.99

大分県日田市大字三和字壱町田656番3 38.96

大分県日田市大字三和字壱町田657番1 1047.82

大分県日田市大字三和字壱町田657番3 23.3

大分県日田市大字三和字壱町田657番5 31.88

大分県日田市大字三和字壱町田658番3 16.5

大分県日田市大字三和字壱町田658番4 21.43

大分県日田市大字三和字五反田664番1 82

大分県日田市大字三和字五反田664番5 9.62

大分県日田市大字三和字五反田664番13 18

大分県日田市大字三和字五反田664番15 4.58

大分県日田市大字三和字桑原790番1 3615.31

大分県日田市大字三和字桑原790番6 0.64

大分県日田市大字三和字桑原790番7 0.24

大分県日田市大字三和字桑原790番8 2.71

大分県日田市大字三和字桑原790番9 0.16

大分県日田市大字三和字桑原790番11 1.96

大分県日田市大字三和字桑原793番4 299.94

大分県日田市大字三和字桑原794番3 246.81

大分県日田市大字三和字桑原795番2 407.35



鹿児島県鹿児島市小野町2427番2 5646.81

鹿児島県鹿児島市武岡五丁目5719番3 2687.22

鹿児島県鹿児島市武岡五丁目5644番24 999

鹿児島県鹿児島市武岡五丁目5729番40 252.89

大分県日田市大字三和字柿田796番2 555.05

大分県日田市大字三和字柿田797番1 944.34

大分県日田市大字三和字柿田797番2 60.65

大分県日田市大字三和字柿田797番3 49.11

大分県日田市大字三和字柿田798番1 3025.24

大分県日田市大字三和字柿田798番3 132.86

大分県日田市大字三和字柿田798番4 95.04

大分県日田市大字三和字柿田798番5 23.65

大分県日田市大字三和字柿田802番1 1368.08

大分県日田市大字三和字柿田803番10 65.86

大分県日田市大字三和字柿田803番11 1546.01

大分県日田市大字三和字五反田664番10 29

大分県日田市大字三和字五反田664番11 20

宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目128番 10047.29

宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目129番 2326.88

宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目129番1 797.16

宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目127番 6165

宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目146番 1300

宮崎県日向市大字日知屋字中屋敷15625番3 194

宮崎県日向市大字日知屋字中屋敷15625番5 435

宮崎県日向市大字日知屋字中屋敷15625番6 25

宮崎県日向市大字日知屋字中屋敷15627番1 459

宮崎県日向市大字日知屋字中屋敷15627番3 369

宮崎県日向市大字日知屋字中屋敷15627番4 83

鹿児島県鹿児島市南林寺町1番7 63.81

鹿児島県鹿児島市南林寺町1番8 253.58

鹿児島県鹿児島市南林寺町1番9 201.15

鹿児島県鹿児島市南林寺町1番11 399.6

鹿児島県鹿児島市南林寺町1番14 63.81

鹿児島県鹿児島市南林寺町1番6 169.58

鹿児島県鹿児島市新屋敷町27番3 355.41

鹿児島県鹿児島市新屋敷町27番17 100.29

鹿児島県鹿児島市新屋敷町27番18 139.06

鹿児島県鹿児島市新屋敷町27番23 139.11

鹿児島県鹿児島市小野町2390番1 6764.08



17599.18北海道小樽市築港114番地1

鹿児島県薩摩川内市原田町324番1 1097.96

鹿児島県薩摩川内市原田町324番2 232.07

鹿児島県薩摩川内市原田町325番 1097.06

鹿児島県薩摩川内市原田町327番1 7431.29

鹿児島県薩摩川内市原田町327番2 440.98

鹿児島県薩摩川内市原田町328番1 2634

鹿児島県薩摩川内市原田町328番2 6080.52

鹿児島県薩摩川内市原田町329番1 414

鹿児島県薩摩川内市原田町330番1 5088

鹿児島県薩摩川内市原田町330番2 914.59

　同　附属建物　符号1 222.64
　同　附属建物　符号2 32

北海道小樽市塩谷二丁目74番地1 4676.09
北海道小樽市長橋三丁目87番地5、小樽市清水町121番地1、121番地2 10469.32

　同　附属建物　符号1 247.32
　同　附属建物　符号2 100.57
　同　附属建物　符号3 178.45
　同　附属建物　符号4 101.25
　同　附属建物　符号5 22.5
　同　附属建物　符号6 27

【一棟の建物の表示】岩手県北上市花園町一丁目61番地10 8056.11
【専有部分の建物の表示】 7611.67
【専有部分の建物の表示】 238.12

【一棟の建物の表示】岩手県北上市花園町一丁目61番地10 6513.51
【専有部分の建物の表示】 5950.66

　同　附属建物　符号2 37.1
　同　附属建物　符号3 15.54

【専有部分の建物の表示】 463.6
岩手県北上市花園町一丁目61番地10 73.4

岩手県北上市花園町一丁目61番地11、61番地10 124.68
岩手県北上市花園町三丁目87番地8・86番地2 503.96
岩手県北上市花園町一丁目255番地9・252番地2・263番地1 598.86
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家19番地1・40番地3・40番地4・19番地1先 4658.29

　同　附属建物　符号1 14.28
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家46番地3 218.6
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40番地、40番地3、42番地6 3686.17
【一棟の建物の表示】宮城県仙台市宮城野区東仙台六丁目142番地3 2085.59

【専有部分の建物の表示】 1881.38
  同 附属建物 符号1 9.87

【専有部分の建物の表示】 143.86
山形県山形市長町字向川原36番地1、36番地7、673番地1、673番地6、673番地8、673番地10・山形市沖町105番地1、105番地3、107番地1 25013.93

　同　附属建物　符号1 2367.27
　同　附属建物　符号2 7.53
　同　附属建物　符号4 1277.99



  同　附属建物　符号1 37.89

山形県山形市大字沼木字下河原1139番地16 1360.72

同　附属建物　符号5 102
　同　附属建物　符号6 1145.72
　同　附属建物　符号7 1532.82
　同　附属建物　符号8 112.7
　同　附属建物　符号9 115.5
　同　附属建物　符号10 975.82

山形県山形市長町字向川原673番地7 330.04
山形県山形市小白川町二丁目860番地27・876番地25・876番地42 6190.57

  同　附属建物　符号1 35.93
　同　附属建物　符号2 21.78

山形県山形市大字妙見寺字酒塩川4番地5・9番地12 5934.7
山形県東村山郡山辺町大字大塚字近江814番地2 3859.07

山形県山形市長町字向河原751番地 3738.3
  同　附属建物　符号1 107.9
　同　附属建物　符号2 6.78

山形県山形市大字沼木字下河原1133番地1、山形市大字沼木字薬師堂135番地1 7703.31
　同　附属建物　符号1 87.12

  福島県福島市大森字下原田25番地、33番地、34番地、25番地先福島市大森字鳴神6番地2、15番地2、15番地3、15番地4、6番地2先、15番地2先福島市永井川字北原田48番地1、50番地3、48番地1先 13324.07
  同　附属建物　符号1 154.52
  同　附属建物　符号2 114.4
  同　附属建物　符号3 251.45
  同　附属建物　符号4 100.77

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2番地4・13番地2・13番地3・13番地8・16番地・18番地3・19番地3 5339.48
  同　附属建物　符号1 60
  同　附属建物　符号2 12

福島県伊達郡川俣町字五百田20番地1 2557.9
  同　附属建物　符号1 90

福島県伊達郡川俣町字五百田20番地1 1629.2
福島県伊達郡川俣町字上桜23番地1、41番地1、44番地5、41番地1先 2100.41

  同　附属建物　符号1 12.5
  同　附属建物　符号2 8.75
  同　附属建物　符号3 18
  同　附属建物　符号4 5.73
  同　附属建物　符号5 18.63
  同　附属建物　符号6 19.87

福島県伊達郡伊達町字一本松64番地・37番地・40番地・36番地・123番地・124番地・122番地・52番地1・121番地 2719.66
茨城県水戸市双葉台三丁目3番地10、101番地7、101番地3、101番地13、3番地9 27067.82

　同　附属建物　符号1 63.45
　同　附属建物　符号3 6.75

【一棟の建物の表示】茨城県水戸市双葉台三丁目3番地1 1341.35
【専有部分の建物の表示】 731.63

茨城県鹿島郡波崎町字豊ヶ崎8968番地・8968番地4・8966番地4・8969番地1・8970番地2 1661.91
茨城県鹿島郡波崎町字豊ヶ崎8970番地2・8970番地1・8968番地・8969番地 4298.44

茨城県鹿島郡波崎町字豊ヶ崎8970番地1 43.74
茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番地1・1番地3・1番地5 14353.91



栃木県宇都宮市岩曽町260番地、宇都宮市竹林町931番地2、宇都宮市竹林町字高田941番地3 1139.79

12  同　附属建物　符号4

 　同　附属建物　符号1 1083.16

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り603番地1、603番地2、604番地 3584.76

埼玉県川口市西川口五丁目23番地3、1番地、26番地6、28番地4、28番地5、28番地6、28番地8、28番地9、29番地1、29番地2、107番地2、107番地3、530番地2、536番地1、536番地3、23番地3先 6595.96

 同　附属建物　符号1 465
 　同　附属建物　符号2 15
 　同　附属建物　符号3 48
 　同　附属建物　符号4 25.04

　同　附属建物　符号5 2533.57
  同　附属建物　符号6 323.9

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番地17 3848.43

茨城県神栖市知手中央七丁目3405番地238、3405番地237 11182.69
  同　附属建物　符号1 31.25
  同　附属建物　符号2 20
  同　附属建物　符号3 62

  同　附属建物　符号5 190.92
茨城県神栖市知手中央七丁目3405番地238 193.35
【一棟の建物の表示】栃木県宇都宮市竹林町字高田918番地1・911番地1・912番地2・913番地・914番地・915番地・916番地・917番地・918番地2・919番地1・919番地2・920番地1・922番地1 46990.5

【専有部分の建物の表示】  地下1・2階・1・2・3階部分23057.08

　同　附属建物　符号1 499.96
【専有部分の建物の表示】 4～9階部分12642.85

宇都宮市竹林町字高田920番地1・921番地1・922番地1 75.5
宇都宮市竹林町字高田937番地2・915番地・916番地・923番地・931番地1・935番地・936番地 1418.42
【一棟の建物の表示】栃木県宇都宮市竹林町字高田945番地1・943番地1・944番地1・946番地・947番地 5481.9

【専有部分の建物の表示】  1・2階部分2159.58
【専有部分の建物の表示】  １階部分246.54
【専有部分の建物の表示】  1階部分2155.41

 栃木県宇都宮市徳次郎町字五斗蒔2643番地1、2632番地1、2632番地3、2633番地、2633番地2、2633番地3、2637番地、2639番地、2640番地、2641番地、2642番地、2642番地2宇都宮市徳次郎町字下畑2479番地1 5688.31
栃木県宇都宮市徳次郎町字五斗蒔2632番地1、2633番地、2633番地2 3446.62
栃木県宇都宮市徳次郎町字五斗蒔2633番地、2632番地1、2633番地2 278.95
栃木県宇都宮市徳次郎町字五斗蒔2633番地、2632番地1、2633番地2 278.95
栃木県宇都宮市徳次郎町字五斗蒔2633番地、2632番地1、2633番地2 281.25

群馬県前橋市上新田町字伊勢廻り596番地1、613番地1、614番地5、614番地6、614番地7、614番地8、614番地9、594番地1、600番地1、603番地3、594番地1先、596番地1先、600番地1先・前橋市上新田町字大道西632番地4、632番地5 23267.65
　同　附属建物　符号1 511.46

群馬県前橋市上新田町字大通西632番地3、632番地5 44.28
埼玉県川口市西川口五丁目536番地1、1番地、5番地5、107番地2、107番地3、403番地2、536番地3 27606.61

　同　附属建物　符号2 3633.91

埼玉県川口市西川口六丁目186番地・187番地 1975.84
埼玉県川口市西川口六丁目1234番3、200番地12、200番地13、200番地14、1234番地1、1234番地4、1234番地5、1234番地6、1234番地7 223.02

埼玉県川口市西川口六丁目83番地 927.25
 【一棟の建物の表示】埼玉県川口市西川口六丁目186番地、187番地 3069.28

【専有部分の建物の表示】 1102.44
埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺849番地 3175.98

埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺859番地2、845番地1、845番地2、849番地、846番地1、861番地1、844番地、846番地2、859番地3 10348.78
埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺868番地1 3829.01
埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺868番地1 1224.88



  同　附属建物　符号4 862.84

【一棟の建物の表示】埼玉県鴻巣市八幡田字荒勺868番地1 1286.15
【専有部分の建物の表示】  1階部分707.18
【専有部分の建物の表示】  2階部分568.25

埼玉県久喜市小右衛門字五反田714番地6・686番地3・714番地2 22156.09
　同　附属建物　符号1 1397.25

【一棟の建物の表示】埼玉県春日部市内牧字立山3149番地 9661.63
【専有部分の建物の表示】 9323.21

　同　附属建物　符号1 52.42
　同　附属建物　符号2 11.18

【専有部分の建物の表示】  1階部分131.51
千葉県船橋市三山二丁目510番地77 23977.85

　同　附属建物　符号1 122.75
　同　附属建物　符号2 43.96
　同　附属建物　符号3 5.74

  同　附属建物　符号5 215.25
千葉県船橋市三山2丁目510番地77 2763.55

  同　附属建物　符号1 41.84
千葉県船橋市三山二丁目510番地76 1597.69

  同　附属建物　符号1 100
 【一棟の建物の表示】東京都港区三田一丁目101番地9 18924.46

【専有部分の建物の表示】 18250.43
【専有部分の建物の表示】 306.81

東京都港区三田一丁目101番地9 180
東京都港区三田一丁目101番11、101番地9 15479.99

東京都港区三田一丁目101番地9 528
東京都港区三田一丁目101番地9 62.4

東京都墨田区八広一丁目38番地7、38番地8、38番地10、40番地1、40番地38、41番地1、41番地4、41番地5、41番地9 6384.81
【一棟の建物の表示】東京都葛飾区立石八丁目52番地1 1738.61

【専有部分の建物の表示】 1階部分145.82
【専有部分の建物の表示】 1～4階部分1546.24

【一棟の建物の表示】東京都港区三田一丁目101番地13・101番地1・101番地10 109566.04
【専有部分の建物の表示】  21階部分365.50
【専有部分の建物の表示】  21階部分94.66
【専有部分の建物の表示】  21階部分604.90

神奈川県横浜市神奈川区富家町6番地3・6番地4・6番地2・6番地5・6番地6 8028.16
神奈川県横浜市神奈川区富家町6番地6・6番地3・6番地4・6番地5 9126.2

同附属建物 735.4
神奈川県横浜市金沢区平潟町147番地・141番地・142番地・143番地・144番地・145番地・146番地・148番地・149番地・同番地2・178番地・180番地・147番地先 8477.22
神奈川県横浜市金沢区平潟町152番地、147番地、148番地、149番地、149番地2、152番地先 1047.56

  同　附属建物　符号1 49.68

  同　附属建物　符号1 15.98

神奈川県横浜市金沢区平潟町178番地・178番地先・177番地・147番地

38.49

1315.46

  同　附属建物　符号3 21.94
  同　附属建物　符号2

神奈川県横浜市金沢区平潟町172番地、176番地 497.72
神奈川県横浜市金沢区平潟町175番地、172番地、173番地、174番地 644.17



神奈川県横浜市港南区港南台三丁目2番地2 222.93

神奈川県横浜市金沢区平潟町152番地・153番地・176番地・176番地2・177番地・177番地2・152番地先 2205.08
【一棟の建物の表示】神奈川県横浜市金沢区平潟町175番地・174番地・176番地2・177番地2・192番地 924

【専有部分の建物の表示】  １階部分307.09
【一棟の建物の表示】神奈川県平塚市立野町1846番地・1836番地・1845番地・1837番地 6398.27

【専有部分の建物の表示】  地下1階･1～3階部分3434.04

【専有部分の建物の表示】  ５階部分652.90
【専有部分の建物の表示】  ４階部分983.57

神奈川県平塚市立野町461番地1 1296.6
神奈川県横浜市港南区港南台三丁目2番地2 14487.4
神奈川県横浜市港南区港南台三丁目2番地2 17.16
神奈川県横浜市港南区港南台三丁目2番地2 308.1
神奈川県横浜市港南区港南台三丁目2番地2 855.83

 【一棟の建物の表示】神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目705番地4、705番地5、705番地8、705番地11 48489.99
【専有部分の建物の表示】 45739.14

　同　附属建物　符号1 198.48
　同　附属建物　符号2 144
　同　附属建物　符号3 63
　同　附属建物　符号4 18.48

【専有部分の建物の表示】 1階・5階部分 2388.68

神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目705番地4 7452
新潟県新潟市西区寺地字浦郷280番地7、280番地1 29315.95

　同　附属建物　符号1 30
　同　附属建物　符号2 144.59
　同　附属建物　符号3 21
　同　附属建物　符号4 26

新潟県新潟市中央区附船町一丁目4378番 2858.41
新潟県三条市大野畑1番地・南蒲原郡栄町大字今井野新田字下川原957番地 17659.23

　同　附属建物　符号1 12.61
　同　附属建物　符号2 89.12
　同　附属建物　符号3 29.7
　同　附属建物　符号4 65.79

新潟県三条市大野畑1番地3 3279.82
  同　附属建物　符号1 56.02
　同　附属建物　符号2 78.4
  同　附属建物　符号3 33.08

新潟県三条市大野畑1番地 3778.38
新潟県三条市南四日町三丁目237番地 708.96

新潟県三条市西四日町三丁目1198番地1、1197番地1、1197番地3、1198番地3 742.35
  同　附属建物　符号1 17.55

富山県富山市楠木33番地1・富山市下飯野字西半田33番地3・富山市下飯野字善門1番地 17613.34
　同　附属建物　符号1 279.99
　同　附属建物　符号2 71.67
　同　附属建物　符号3 32

富山県富山市牛島新町7番地3 958.41
  同　附属建物　符号2 59.4

富山県高岡市二塚387番地1 18448.97



静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目920番地、921番地1

  同　附属建物　符号5 76.02

静岡県静岡市葵区春日三丁目2番地1 1134.81

733.28

19184.5
静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目2番地1、1番地1、1番地5 5124.92

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番地1

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目31番地、32番地、1番地7、3番地 1779.01
静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番地1 4972.07

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目31番地、30番地 1683.69
静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目5番地、1番地1、1番地5、1番地6、1番地7、2番地1、3番地、4番地、6番地 16077.53
静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番地1、1番地5 632.31
【一棟の建物の表示】静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目13番地、7番地1、14番地、15番地、29番地、30番地、31番地 7563.58

【専有部分の建物の表示】  1-2階部分3786.78
  同　附属建物　符号1 22.76

【専有部分の建物の表示】  3-5階部分3005.90

静岡県静岡市駿河区小鹿字東黒坂坪402番地1 4001.12
静岡県伊豆の国市寺家字稲置202番地、190番地、204番地3 4551.59

  同　附属建物　符号1 21.16

福井県福井市和田中町108字船橋3番地3、3番地1、3番地2、4番地3 607.05

同　附属建物　符号1 55.5
　同　附属建物　符号2 3.67

富山県高岡市二塚396番地1 60.85
富山県高岡市二塚396番地1 60.85

石川県金沢市赤土町ニ13番地6 19118.37
石川県金沢市赤土町ニ13番地1 8.27

【一棟の建物の表示】石川県金沢市本町一丁目92番地・89番地・93番地 1423.85
【専有部分の建物の表示】  １階部分49.27
【専有部分の建物の表示】  1-2階部分858.76
【専有部分の建物の表示】  1-3階部分393.85

福井県福井市和田中町108字舟橋7番地3、3番地3、4番地3、5番地1、5番地3、6番地1、7番地1、10番地1、19番地、23番地1、23番地2、24番地1、24番地4、24番地5、25番地、26番地1、26番地3、27番地、28番地1 37435.87
  同　附属建物　符号1 288.8
  同　附属建物　符号2 52.3
  同　附属建物　符号3 64.04
  同　附属建物　符号4 30.5

  同　附属建物　符号6 129.74
福井県福井市和田中町108字船橋2番地・3番地1 3325.45

福井県福井市和田中町108字舟橋22番地、21番地1、21番地2、23番地1

福井県福井市和田中町108字舟橋10番地1、7番地1、7番地3、8番地1、9番地1 5034.18

福井県福井市和田中町108字舟橋24番地1、24番地4、24番地5、25番地 12582.24
3837.79

福井県福井市和田中町110字徳万26番地、27番地 838.92

　同　附属建物　符号1

福井県福井市和田中町110字徳万29番地、26番地、27番地、28番地 5335.77

  同　附属建物　符号2 50.01
841.72

福井県大野市蕨生158字三ツ塚35番地 6444.65

  同　附属建物　符号1
福井県大野市蕨生158字三ツ塚35番地 298.62

73.98
  同　附属建物　符号2 18.9

長野県長野市三輪八丁目151番地1、151番地2 1026.43



建
物

同　附属建物　符号1 2988.86

兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目462番地3 50.78

【一棟の建物の表示】大阪府大阪市北区中津二丁目2番地1、2番地21 9551.63
【専有部分の建物の表示】 6281.36

　同　附属建物　符号1 9.99
滋賀県栗東市大橋三丁目87番地1、95番地1 342.79

愛知県名古屋市西区栄生一丁目101番地 9121.73
　同　附属建物　符号1 6

三重県松阪市朝日町一区15番地6、三重県松阪市朝日町字石田365番地21 25686.26

同　附属建物　符号2 63.33
【一棟の建物の表示】三重県多気郡明和町大字上野字寺屋敷435番地、435番地1・多気郡明和町大字上野字仲畑203番地 26400.43

【専有部分の建物の表示】 17025.34
【専有部分の建物の表示】 2330.11

　同　附属建物　符号1 33.00
【専有部分の建物の表示】 5774.49

　同　附属建物　符号1 520.96
　同　附属建物　符号2 9.00

【一棟建物の表示】滋賀県栗東市大橋二丁目277番地・278番地・279番地・280番地・281番地・282番地1・282番地2・284番地・287番地・288番地・289番地・290番地・官有無番地 10620.43
【専有部分建物の表示】 3957.66
【専有部分建物の表示】 6564.92
附属建物の表示符号1 551.58

滋賀県栗東市大橋二丁目503番地 4441.7
滋賀県栗東市大字出庭字下蝉ヶ町698番地1・699番地1・697番地1・栗東市大橋三丁目75番地1 5464.8

滋賀県栗東市大橋三丁目78番地1 3805.35

滋賀県栗東市大橋二丁目276番地、270番地1、271番地2、271番地1、277番地 31524.8
　同　附属建物　符号1 27.54

京都府長岡京市今里南平尾8番地1 16513.04
　同　附属建物　符号1 113.43

京都府長岡京市今里南平尾8番地1 11.6
京都府長岡京市今里南平尾10番地8・長岡京市奥海印寺谷田4番地、4番地5 1495.07

  同　附属建物　符号1 7.55
大阪府大阪市北区芝田二丁目38番地、37番地、37番地5、38番地1、37番地6、38番地2、1番地6、1番地5・大阪市北区大深町33番地4 59219.98

　同　附属建物　符号1 20.6
大阪府大阪市北区芝田二丁目113番地、112番地5、112番地3、112番地4、112番地6 5012.95
大阪府大阪市北区芝田二丁目71番地1、71番地2 196.7
兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目462番地3 167.76

兵庫県神戸市垂水区海岸通2115番地1 431.20
【一棟の建物の表示】大阪府大阪市北区芝田二丁目38番地・1番地5・38番地2・1番地4・1番地7・大阪市北区大深町33番地4 15050.71

【専有部分の建物の表示】  １階部分355.34
【専有部分の建物の表示】  2,3,4階部分2688.84

【専有部分の建物の表示】  5,6,7,8階部分2887.89

【専有部分の建物の表示】  8,9,10階部分　2231.09

【専有部分の建物の表示】  11-13階部分2699.42

大阪府吹田市川園町1786番地1 3539.28
大阪府吹田市川園町1809番地1・1786番地9・1814番地2・1786番地9先 28852.95

大阪府吹田市片山町二丁目983番地2・吹田市山手町一丁目983番地3、933番地4、3736番地 4426.86
大阪府吹田市川園町1809番地5 5844.44



大阪府富田林市向陽台一丁目31番地2 5994.75
　同　附属建物　符号1 20.00

大阪府吹田市津雲台一丁目20番地6、20番地5 7407.11

　同　附属建物  符号4 5.28

大阪府大阪市城東区古市一丁目23番地1、23番地2、24番地、25番地、26番地、28番地、27番地、29番地4、30番地2 27623.64
　同　附属建物　符号1 621
　同　附属建物　符号2 78.81
　同　附属建物　符号3 270.79
　同　附属建物　符号4 133
　同　附属建物　符号5 12

大阪府大阪市城東区今福東二丁目11番地6・12番地8 3367.58
大阪府大阪市城東区今福東二丁目11番地4 2807.22

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番地2・4番地3 15125.08
　同　附属建物　符号1 52.5

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番地1 3270.37
大阪府大阪市大正区北村三丁目5番地 8897.29
大阪府大阪市大正区北村三丁目5番地 3451.66
大阪府富田林市向陽台一丁目31番地4 1771.2
大阪府富田林市向陽台一丁目31番地2 3012.66

　同　附属建物　符号1 32.17
　同　附属建物　符号2 7.2

大阪府茨木市見付山二丁目212番地2、212番地5、331番地9、212番地4 17278.55

大阪府茨木市上穂積一丁目1046番地1 830.46
大阪府泉南市りんくう南浜3番地7 13904.08

　同　附属建物　符号1 143.31
　同　附属建物　符号2 96.69

大阪府泉南市りんくう南浜3番地23 400.44
大阪府泉南市りんくう南浜3番地23 1569.3

　同　附属建物　符号1 2.56
大阪府吹田市津雲台一丁目20番地54、20番地5、20番地37、20番地45 21396.7
【専有部分の建物】大阪府吹田市津雲台一丁目20番地45 6031.98

大阪府大阪市大正区北村三丁目4番地5 5424.97
兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番地1 16557.56

　同　附属建物　符号1 391
　同　附属建物　符号3 27.6

　同　附属建物  符号6 92.21
兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番地1 427.7
兵庫県神戸市北区藤原台中町五丁目1番地1、1番地8 6538.18
兵庫県神戸市北区藤原台南町三丁目18番地4 1341.69
奈良県奈良市八条四丁目643番地、640番地、641番地、642番地、644番地、645番地、651番地1、651番地5、651番地6、637番地3 12605.18

　同　附属建物　符号1 196.9
　同　附属建物　符号2 62.7
　同　附属建物　符号3 30.8

奈良県御所市大字三室20番地1・20番地2・29番地1・32番地2・32番地3・33番地5・奈良県御所市469番地1・470番地・471番地1・472番地1、472番地2・472番地3 13134.26
奈良県桜井市大字阿部337番地、321番地2、324番地2、325番地1、329番地1、329番地2、329番地3、330番地、331番地・332番地合併、333番地、334番地1、335番地、336番地、338番地、339番地、340番地、341番地1、342番地1、343番地1、345番地1、345番地2、1245番地、1248番地、363番地1、363番地3、1036番地 22452.15

　同　附属建物　符号1 26.04

大阪府茨木市見付山212番地4 3962.86



岡山県岡山市北区国体町75番地34 10861.80
岡山県岡山市北区御津金川字佐波道ノ上123番地 3479.11

奈良県桜井市大字阿部345番地1、318番地1、344番地1、346番地 4249.17
和歌山県和歌山市十二番丁44番地・45番地・46番地 13755.3
和歌山県有田郡湯浅町大字吉川字東谷52番地6・有田郡有田川町大字水尻字和井橋598番地32 7635.35

　同　附属建物　符号1 24
　同　附属建物　符号2 12.5
　同　附属建物符号3 39.15

和歌山県有田郡湯浅町大字吉川字東谷52番地6・有田郡有田川町大字水尻字和井橋598番地32、598番地53、598番地30、598番地52 3470.05
和歌山県有田郡湯浅町大字吉川字東谷52番地1、53番地2 5866.94
鳥取県境港市米川町10番地、8番地2、9番地、11番地1、11番地2、12番地、14番地、15番地、42番地、43番地2、44番地、47番地、48番地、49番地2、9番地先 4439.78

　同　附属建物　符号2 7488.48
　同　附属建物　符号3 298.58
　同　附属建物　符号5 156.6
　同　附属建物　符号6 14.45
　同　附属建物　符号7 1808.78
　同　附属建物　符号8 258.35
　同　附属建物　符号9 108

鳥取県境港市米川町50番地2・8番地2・50番地3 63.75
鳥取県境港市米川町51番地1・50番地1 232.6

鳥取県境港市蓮池町81番地1・78番地1・79番地1・79番地4・80番地1 3604.85
島根県江津市江津町1016番地37 19078.48

　同　附属建物　符号1 229.7
　同　附属建物　符号2 74.93
　同　附属建物　符号3 12
　同　附属建物　符号4 8

島根県江津市江津町1016番地37 119.07
島根県江津市江津町1016番地37 49.87

【一棟の建物の表示】島根県江津市江津町1110番地15 7149.72
【専有部分の建物の表示】 5868.16

　同　附属建物　符号1 15.04
　同　附属建物　符号2 541.5

【専有部分の建物の表示】  １階部分1155.98
島根県江津市江津町1110番地 5107.62

　同　附属建物　符号1 130
　同　附属建物　符号2 78.57

岡山県岡山市北区伊福町一丁目18番地101、17番地101、17番地105、17番地106、17番地107、17番地108、1002番地2 21060.74
岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番地128、160番地127、160番地166 8911.59
岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番地57 1269.63
岡山県岡山市北区伊福町二丁目334番地2 2521.8

岡山県岡山市北区伊福町一丁目160番地129、160番地23 1790.76
岡山県岡山市北区伊福町一丁目1番地106 334.8

岡山県岡山市北区奉還町二丁目53番地17、53番地16、53番地7、53番地8、49番地2 3009.71
岡山県岡山市北区高松原古才字上沼584番地1 5454.34

岡山県岡山市北区高松原古才字池田599番地1、599番地2、599番地3、599番地4、599番地6、600番地5、603番地3 3783.86
　同　附属建物　符号1 7.59

【一棟の表示】岡山県岡山市北区国体町90番地1 14227.65



広島県安芸郡坂町小屋浦一丁目10518番地26、10518番地29、10518番地30、10522番地5、10522番地7、10522番地8、10522番地9、10535番地7、10535番地13 2623.39

【専有部分の建物の表示】 1～9階部分7397.15

【専有部分の建物の表示】 1～8階部分6603.42
【一棟の建物の表示】岡山県岡山市北区国体町90番地1、84番地23 5263.31

【専有部分の建物の表示】 1～4階部分2797.27㎡

【専有部分の建物の表示】 5～8階部分1754.62㎡
 岡山県岡山市北区日近字藤ノ木尻1847番地、1846番地、1847番地先　・岡山市北区日近字細目1875番地、1876番地、1890番地1、1890番地2、1891番地、1892番地、1893番地、1894番地 6361.47

　同　附属建物　符号1 97.15
岡山県岡山市北区昭和町47番地5、47番地1、47番地2、47番地3、47番地6 4244.82

　同　付属建物　符号2 406.25
岡山県岡山市北区御津宇垣字番神2069番10 2572.31
広島県呉市三条二丁目31番地1・29番地1・30番地1・28番地4・28番地1・28番地2・28番地3 6155.28

広島県呉市三条二丁目27番地5・27番地4 438.39
広島県安芸郡坂町北新地2丁目12020番地4・12019番地 25056.11
広島県安芸郡坂町北新地二丁目12020番地4 5801.61
【一棟の建物の表示】広島県安芸郡坂町北新地2丁目12019番地 5564.28

【専有部分の建物の表示】  ５階部分203.24
【専有部分の建物の表示】  ５階部分140.07
【専有部分の建物の表示】  １-４階部分4724.84

山口県山口市緑町2329番地2・2329番地40 19742.49
山口県山口市朝倉町787番地2 1827.75

山口県山口市朝倉町791番地・787番地2 6525.13
　同　附属建物　符号5 61.56

山口県山口市朝倉町788番地1 3903.62
山口市朝倉町787番地2、809番地1、809番地4 348.28

山口県山口市朝倉町799番地、791番地 3064.56
山口県山口市朝倉町799番地 1827.75

山口県山口市湯田温泉三丁目1233番地9 4.96
山口県山口市仁保中郷字惣水988番地1 300.98
山口県山口市仁保中郷字惣水988番地1 320.36
山口県山口市仁保中郷字惣水988番地1 453.14
山口県下関市貴船町三丁目726番地8 7282.2

　同　附属建物　符号1 90
山口県下関市安岡町八丁目2番地2 24586.24

　同　附属建物　符号1 574.31
　同　附属建物　符号2 461.7
　同　附属建物　符号3 58.82
　同　附属建物　符号6 17.5
　同　附属建物　符号7 11
　同　附属建物　符号8 7667.46
　同　附属建物　符号10 904.15

香川県高松市多肥上町字日暮1331番地1 12726.4
香川県高松市多肥上町字日暮1296番地5 460
香川県高松市多肥上町字宮尻1423番地1 4658.78

【一棟の建物の表示】愛媛県松山市山西町880番地2、879番地1、880番地7、883番地1 21167.05
【専有部分の建物の表示】 16785.63

　同　附属建物　符号1 76.65



愛媛県西条市新田字市塚新田109番地1 6670.03
　同　附属建物　符号1 54.77

同　附属建物　符号2 493.23
【専有部分の建物の表示】 4036.45

愛媛県松山市山西町841番地1、839番地4、840番地1 1336.6
愛媛県松山市山西町997番地1、998番地1、996番地3 2022.23

松山市久万ノ台　1691番地、1686番地、1687番地、1688番地、1689番地、1690番地、1692番地、1693番地1、1693番地2、1697番地、1698番地、乙364番地、乙365番地、乙366番地、乙367番地、乙368番地、乙369番地、乙370番地、乙371番地、乙372番地、乙373番地、乙374番地、1691番地先 5241.61
愛媛県松山市東山町140番地1、143番地 482.15

愛媛県松山市住吉二丁目234番地 231.06
　同　附属建物　符号1 5.37

愛媛県松山市祓川二丁目2071番地1、2094番地5 427.25
愛媛県松山市姫原一丁目1656番地 5401.83

　同　附属建物　符号1 15.81
愛媛県松山市高浜町二丁目2232番地2 412.29
愛媛県今治市喜田村7丁目131番地1 1273.08

　同　附属建物　符号1 8.7
　同　附属建物　符号2 4.84

【一棟の建物の表示】愛媛県今治市喜田村七丁目179番地1、169番地1、170番地1、171番地1、172番地1、172番地3、172番地8、174番地1、175番地1、175番地5、176番地1、176番地7、177番地1、177番地5、177番地6 29844.83
【専有部分の建物の表示】 25004.09

　同　附属建物　符号3 8
　同　附属建物　符号4 8.08
　同　附属建物　符号5 15.84

【専有部分の建物の表示】 4443.37
【一棟の建物の表示】愛媛県西条市朔日市字榎ヶ坪269番地1、268番地4、269番地10、269番地9、271番地1・西条市新田字市塚新田119番地3、119番地5、119番地6 19169.48

【専有部分の建物の表示】 14104.36
　同　附属建物　符号1 59.5

【専有部分の建物の表示】 地下１階・１～２階部分1937.28

【専有部分の建物の表示】 2836.98

愛媛県喜多郡内子町小田130番地、131番地、82番地 2159.89
　同　附属建物　符号1 29.43

愛媛県喜多郡内子町小田75番地 154.62
愛媛県喜多郡内子町小田80番地 259.91

【一棟の建物の表示】愛媛県喜多郡内子町小田149番地1 3197.37
【専有部分の建物の表示】  1階部分2035.67
【専有部分の建物の表示】  2.3階部分1104.64

今治市北日吉町一丁目甲863番地1、甲862番地1 4967.95
福岡県福岡市中央区天神一丁目404番地・353番地・354番地・352番地1・394番地1・401番地・402番地・1007番地3・40番地2・1007番地2・386番地4 23008.55
福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目969番地1 10389.06
福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目969番地1 12163.68
福岡県北九州市八幡東区春の町ニ丁目958番地2 1020.97

　同　附属建物　符号3 43.66
福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目969番地1 474.07
福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目605番地1 3905.35
福岡県北九州市八幡東区中尾一丁目486番地33 4754.08

　同　附属建物　符号1 12.87
福岡県大牟田市大字田隈字大坪810番地1・811番地1・812番地1・812番地2・812番地5・813番地1・813番地4・814番地2・833番地1・834番地 11316.36

　同　附属建物　符号1 23.36



　同　附属建物　符号１ 104.00
福岡県大牟田市大字田隈字石沸599番地18 5011.20

長崎県長崎市三川町754番地1 2547.61

熊本県熊本市南区近見五丁目338番地1、337番地1、339番地1、339番地2、339番地3、341番地6、515番地1、531番地1、531番地6、532番地7、532番地8、533番地1、531番地6先、533番地1先 6776.35

【一棟の建物の表示】佐賀県唐津市元旗町781番地1、792番地1、792番地3、792番地4、792番地5 16445.17
【専有部分の建物の表示】 15026.22

　同　附属建物　符号1 29.9
　同　附属建物　符号2 11.52

【専有部分の建物の表示】  3階部分1223.37
【一棟の建物の表示】佐賀県唐津市元旗町781番地1 4163.11

【専有部分の建物の表示】   地下1階部分・1,2階部分2803.76

【専有部分の建物の表示】  3.4階部分1232.82
佐賀県唐津市東唐津四丁目122番地13 8680.61

　同　附属建物　符号1 44.25
長崎県長崎市片淵二丁目36番地1、35番地1　長崎市西山二丁目7番地、長崎市片淵二丁目36番地1先、36番地2 17050.76

　同　附属建物　符号1 2026.44
長崎県長崎市西山台二丁目810番地1・長崎市三川町758番地2 2596.93

　同　附属建物　符号1 6.75

熊本県熊本市南区近見町五丁目515番地1・510番地1・518番地・522番地・525番地1 38251.21
　同　附属建物　符号1 1417

熊本県熊本市南区近見五丁目515番地1、341番地3、341番地6、531番地1 8907.62

熊本県熊本市南区近見五丁目515番地1 3288.78
熊本県熊本市南区並建町字中道777番地2 165.15
熊本県熊本市南区並建町字中道777番地2 172.37
熊本県熊本市南区並建町字中道769番地1 165.15
熊本県熊本市南区並建町字中道769番地1 165.15

熊本県熊本市西区新土河原二丁目1217番地 153.84
熊本県熊本市西区八島一丁目846番地5 154.75

熊本県宇城市三角町波多字高々崎775番地1 8205.32
　同　附属建物　符号2 58
　同　附属建物　符号3 82.35

同　附属建物　符号2 24.32
　同　附属建物　符号3 18.45

福岡県大牟田市大字田隈字大坪808番地1・806番地2・808番地4・808番地6・809番地 2855.69
　同　附属建物　符号１ 59.4
　同　附属建物　符号2 82.39

福岡県筑紫野市湯町三丁目277番地1、278番地4、278番地6 18132.77
　同　附属建物　符号1 60.66

福岡県筑紫野市湯町二丁目444番地4、444番地1 615.11
福岡県筑紫野市湯町二丁目444番地2、444番地4 6935.07
福岡県飯塚市太郎丸字観音免160番地1、飯塚市太郎丸字サコ265番地1 14627.8

　同　附属建物　符号1 260.7

　同　附属建物　符号3
　同　附属建物　符号2 13.07

10.64
　同　附属建物　符号4 4.84
　同　附属建物　符号5 4.84
　同　附属建物　符号6 4.84



鹿児島県薩摩川内市原田町325番地、327番地1
鹿児島県薩摩川内市原田町327番地1

106.69
鹿児島県薩摩川内市原田町327番地1、327番地2、324番地1 3633.49

土

鹿児島県薩摩川内市原田町327番地1、325番地

　同　附属建物　符号1 99.75

鹿児島県鹿児島市武岡五丁目5729番地40 352.72

同　附属建物　符号4 113.1
　同　附属建物　符号5 39.7

　同　附属建物　符号7 292.98
熊本県宇城市三角町波多字高々崎775番地1 769.74
熊本県宇城市三角町波多字高々崎775番地1 204.86

　同　附属建物　符号1 16
熊本県宇城市三角町波多字高々崎775番地1 83.03
熊本県熊本市南区内田町字南通3560番地1 2034

　同　附属建物　符号1 24
　同　附属建物　符号2 21

熊本県熊本市南区内田町字南通3559番地2，3558番地1 97.2
熊本県熊本市南区白藤三丁目451番地 275.4

　同　附属建物　符号1 155.52
熊本県熊本市南区白藤三丁目454番地 1345.40

熊本県熊本市南区内田町字南通3552番地1，3552番地，3553番地1 516.14
熊本県熊本市南区内田町字南通3555番地1,3553番地1 1624.27
熊本県熊本市南区内田町字南通3558番地1 38.88
熊本県熊本市南区内田町字南通3561番地1，3562番地1 1782.16

大分県日田市大字三和字柿田798番地1、796番地2、797番地1、797番地2、797番地3、798番地4、798番地5、802番地1、803番地10、803番地11・日田市大字三和字桑原790番地1、793番地4、795番地2・日田市大字三和字峰643番地7、646番地3、646番地5、646番地6・日田市大字三和字壱町田653番地1、653番地2、656番地1、656番地2、656番地3、657番地1、657番地3、657番地5、658番地3、658番地4 1446.55
　同　附属建物　符号1 90.22
　同　附属建物　符号2 32.2
　同　附属建物　符号4 8.4
　同　附属建物　符号5 65.72
　同　附属建物　符号6 102

大分県日田市大字三和字峰643番地7・日田市大字三和字柿田798番地4 210
宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目128番地 3751.4
宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目128番地 7240.38
宮崎県東臼杵郡門川町南町四丁目128番地 1203.2

　同　附属建物　符号2 227.7
鹿児島県鹿児島市南林寺町1番地11・1番地7・1番地8・1番地9・1番地14 4323.21
鹿児島県鹿児島市小野町5719番地3・5719番地1 3283.76
鹿児島県鹿児島市小野町2390番地1、2392番地67、2435番地2 235.71

鹿児島県鹿児島市小野町2390番地1 235.71
鹿児島県鹿児島市小野町2390番地1 317.52

鹿児島県鹿児島市小野町2427番地2、2427番地8、2392番地68 3542.12

鹿児島県薩摩川内市原田町328番地2、327番地1 16450.71
鹿児島県鹿児島市小野町2390番地1

603.2
240

2327.40

鹿児島県薩摩川内市原田町330番地2 431.25
鹿児島県薩摩川内市原田町327番地1 2354.28

　同　附属建物　符号6 95.23



Ⅴ その他

年度

費用（千円）

28平成

費用（千円）

○ 52

受審施設・事業所名

宮城県済生会乳児院

年度

費用（千円） 費用（千円）

平成 27 平成 26 年度 平成 25

事業活動計算書(事業活動収支計算書)

公表方法（予定） 公表時期（予定）
資金収支計算書

費用（千円） 費用（千円） 費用（千円） 費用（千円）

3,750○ 2,750○ ○ 2,750 ○ 2,750

24 年度 平成

法人HP 法人HP 法人HP 公表していない
事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果

法人HP 公表していない 公表していない 公表していない

土
地

建
物

公認会計士

情
報
公
開

指摘事項

新聞

外
部
監
査

インターネット

監査法人

税理士

その他

運
用
財
産

土
地

公
益
事
業
用
財
産

広報誌

新聞

土
地

建
物

収
益
事
業
用
財
産

インターネット

広報誌

建
物

法人HP

前々年度の財務諸表

貸借対照表 資金収支計算書

法人HP 法人HP 法人HP

平成 25

○2,750

事業活動計算書
(事業活動収支計算書)

前年度の財務諸表
貸借対照表

公表方法（予定） 公表時期（予定）

年度 平成 23

法人HP

27平成 年度 平成 26 年度

6月まで

年度

公表方法（予定） 公表時期（予定）
6月まで 法人HP 6月まで法人HP

定款 役員名簿 評議員名簿 財産目録 事業計画書

年4月1日現在

○ 293

268特別養護老人ホームやまのべ荘 ○

特別養護老人ホーム愛日荘

グループホームとちの木荘 ○ 75 ○ 75



済生会グループホーム事業所 ○ 313

平成

○ 260

263

63

社会福祉法人
新会計基準

社会福祉法人
旧会計基準

経理規程準則

指定介護老人
福祉施設等会
計処理等取扱

指導指針

訪問看護会
計・経理準則

介護老人保健
施設会計・経

理準則
就労会計基準授産会計基準

○

病院会計準則 企業会計基準 その他

年3月31日現在28

済生会ウイズ ○ 322

済生会なでしこ園

準拠し
ている
会計基

準

第三者
評価

済生会ほほえみ ○ 299

特別養護老人ホームむさし苑

○

○ 80 ○

複合型サービスなでしこ神戸 ○ 63 ○

80

小規模多機能型居宅介護施設にほ苑 ○ 94

宇垣荘小規模多機能型居宅介護事業所

グループホームあさくら ○ 94 ○ 94

特別養護老人ホーム聖和園 ○ 230

福井県済生会乳児院 ○  0（全額公費）

 佐久市特別養護老人ホームシルバーランドみつい

佐久市みついデイサービスセンター ○ 201

○

○ 224

222

静岡県川奈臨海学園 ○ 300

 佐久市特別養護老人ホームシルバーランドきしの

○ 360

 小規模多機能型居宅介護事業所なでしこ栗東 ○ 51

○

大阪乳児院

280川口乳児院

 0（全額公費）

港区立特別養護老人ホーム港南の郷 ○  0（全額公費） ○  0（全額公費） ○  0（全額公費）

○  0（全額公費）

短期入所生活介護（港南の郷で実施） ○  0（全額公費） ○  0（全額公費） ○

○  0（全額公費） ○

 0（全額公費）

港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷 ○  0（全額公費） ○  0（全額公費）

 0（全額公費）

港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター ○  0（全額公費） ○  0（全額公費） ○  0（全額公費）

港区立ケアハウス港南の郷 ○

中央病院附属乳児院 ○  0（全額公費） ○  0（全額公費） ○

○ 432

 0（全額公費）

若草ホーム ○ 432

横浜市菅田地域ケアプラザ ○ 210

金沢若草園

○ 250

平塚市袖ケ浜デイサービスセンター ○ 147

なでしこ青空保育園



１．法人単位の資金収支の状況 ２．法人単位の事業活動の状況 ３．法人単位の資産等の状況

（１）サービス活動増減差額 （１）資産の部
①事業活動収入 ①サービス活動収益 ①流動資産

・介護報酬等の公費（※） ②サービス活動費用 ②固定資産
・利用者負担金（※） （２）負債の部
・その他収入 ①流動負債

②事業活動支出 ②固定負債
・人件費支出 （２）サービス活動外増減差額 （３）純資産の部
・事業費支出 ①サービス活動外収益 減価償却累計額
・利用者負担軽減額 ②サービス活動外費用
・その他支出 （３）特別増減差額

①特別収益
①施設整備等収入 ②特別費用

・施設整備補助金等の公費 当期活動増減差額
・その他収入 前期繰越活動増減差額

②施設整備等支出 当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額

①その他の活動収入 その他の積立金取崩額
②その他の活動支出 その他の積立金積立額

当期末資金収支差額 次期繰越活動増減差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

４．積立金の状況

249,224,985

6,005,757
3,059,937
▲ 116,608,075

127,919,243

244,527,317

▲ 130,734,752

91,046,041
▲ 39,688,711

0

27平成 年度の法人の経営状況（総括表）

金額（千円）

43,223,457

減価償却費

その他サービス活動費用

施設整備の場合

整備対象施設名

▲ 186,454,464

353,955,080

貸借対照表上の
積立金の勘定科

目
積立目的

本年度末時
点の積立金
額（千円）

積立目標額
（千円）

整備事由 整備時期

国庫補助金等特別積立金 会計基準第4章第4第3項に基づく積立金 68,175,445

積立計
画の有

無

8,473,023
569,048,861

590,582,435

329,183,990

項目 金額（千円）

633,805,891

56,284,007

2,945,820

962,990,096

258,355,152

704,634,944

590,998,615

131,856,878

459,141,738

▲ 17,072,497

629,659,939

646,732,436

37,817,933
▲ 4,214,147

613,128,650

国庫補助金等特別積立金取崩額

（２）施設整備等資金収支差額

項目項目
（１）事業活動資金収支差額

金額（千円）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

521,161,381193,429,481

371,991,481

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

（３）その他の活動資金収支差額

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

282,531,197

167,500,615

（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基
準の勘定科目上、算出できないため。）

▲ 189,058,313

1,350,335
66,618,629
▲ 40,619,607

54,835,433

49,806,006

95,455,040

5,029,427

93,472,883 301,343,517

12,429,821



任意積立金 将来の支出に備えるため 5,933,323

移行時特別減価償却積立金
指導指針第3の8の（2）のアの（カ）に基づく積
立金

15,644

389,531

25,430,452 建替

みどりの里、宮城乳児院、福島支部、伊達すりかみ荘、康
和園、長和園、なでしこ青空保育園、京都府病院、大阪府
支部、吹田療育園、有田病院、境港病院、白寿園、岡山病
院、豊浦病院、今治病院、ふじの園、緑風荘、佐賀支部、
めずら荘、熊本病院、松山訪問看護

修繕積立金

備品等購入積立金

災害緊急対策積立金

長期預り金積立金
入居者から預った管理費等を明確に管理する
ため

建設積立金 将来の建物等の建設に備えるため

移行時特別積立金
指導指針第3の8の（2）のアの（カ）に基づく積
立金

242,449

11,850

50,000 50,000 災害発生時○

将来の建物等の修繕に備えるため 505,670

将来の備品等の購入に備えるため

大震災等の災害に備えるため

退職給付引当積立金 将来の退職給付金支給に備えるため 1,768,184

1,844,324

工賃変動積立金 将来の工賃変動に備えるため 5,500

人件費積立金 将来の人件費の変動に備えるため 750,006

設備等整備積立金 将来の設備等の整備に備えるため



５．関連当事者との取引の内容

６．地域の福祉ニーズへの対応状況

７　その他 （ ）

総研整備積立金

-

-○

（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載し
ている。

実施の有無 事業開始年度 本年度支出額（千円）

１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免

２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施

３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施

４　災害時における各種支援活動の実施

５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施

６　他法人との連携による人材育成事業

○

○

○

-

○ -

○ -

-

事業上の関
係

取引の内容
取引金
額（千
円）

科目
期末残
高（千
円）

種類 法人等の名称 住所
資産総
額（千
円）

事業の内容
又は職業

議決権の
所有割合

関係内容

役員等の兼務
等

新築 平成28年2月 保健・医療・福祉総合研究所（仮称）

事業概要

その他の積立金

総合研究所設立のため

上記以外の将来の支出に備えるため

1,323,000

15,483,099


