
＜北部地域　対象事業所一覧＞
所在地 事業所名 地域 住所 電話 FAX 法人

　⑨通所介護・地域密着型通所介護（デイサービス）

（独）福祉医療機構「WAM　NET」より引用

※地域密着型サービスとは住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。

※介護予防のための通所介護は、市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」の介護予防・生活支援サービスに位置づけられ「通所型サービス（第1号通所事業）」として展開されています。

　対象は、要支援1・2の認定を受けた方または”基本チェックリスト”に該当した方です。要介護状態になることをできるだけ防ぐ、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的とされ
ており
　サービス事業者による上記のサービス内容のほかに多様なサービス展開をしています。市町村により内容が異なりますので、詳しくは各市町村にお問い合わせください。
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所在地 事業所名 地域 住所 電話 FAX 法人
北斗園　デイサービスセンター 国頭村辺土名1692 41-2239 41-5995 （福）容山会
楚洲あさひの丘　デイサービスセンター 〇 国頭村楚洲517 41-8888 41-8300 （福）容山会
デイサービス　浜の家 〇 国頭村浜96 41-3525 41-3525 （有）ハイール
デイサービスセンター　やんばる 大宜味村津波1971-35 44-2033 44-2297 （福）一心福祉会
デイサービス　おおぎみ 大宜味村津波419-9 44-2890 44-2891 （有）介護サービスやんばる

デイサービス　おおぎみ　トレーニングリハビリ 〇 大宜味村津波588 50-5755 50-5756 （有）介護サービスやんばる

乙羽園デイサービスセンター 今帰仁村天底222 56-1156 56-1123 （福）乙羽会
今帰仁村社協　指定通所介護事業所 今帰仁村天底62 56-4805 56-4014 （福）今帰仁村社協
デイサービス　ほしくぼ 今帰仁村勢理客243-7 56-5740 56-5740 （有）ほしくぼ
さくらの里　デイサービス 今帰仁村今泊344-1 56-5705 56-1600 （医）光風会
デイサービス　ハイビスカス 〇 今帰仁村今泊3933 56-4916 56-4916 （特非）ハイビスカス
デイサービス　わら美 〇 今帰仁村崎山1263 51-5077 51-5070 （同）わら美

国頭村

大宜味村

今帰仁村
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所在地 事業所名 地域 住所 電話 FAX 法人
本部町社協　デイサービスセンター 本部町大浜881-４ 47-6633 47-6701 （福）本部町社協
老人デイサービスセンター　本部園 本部町谷茶301　 47-4525 47-4525 （福）常盤会
通所介護事業所　大空 本部町山里427 47-5407 47-5408 （同）山咲
通所介護事業所　とうばる 本部町豊原11-1 48-2335 48-2335 （株）とうばる
通所介護事業所　あづま家 〇 本部町東446-1 47-5328 47-5328 （有）丸樹
糸　通所介護事業所 〇 本部町北里1309 51-7388 51-7389 （株）糸
デイサービス　美らさ 〇 本部町谷茶452-1 47-7820 47-7821 企業組合　和の会
きずなエイジングけあ　通所介護事業所 〇 本部町山川1033-1 48-2323 48-3348 （特非）ＪＨＣ共生の杜
デイサービス　ローズホーム 〇 本部町野原482-1 47-6644 47-6644 （株）入西門
中央外科通所介護事業所 名護市城1-1-12 52-2118 53-6991 （医）中央外科
桃源の郷　デイサービスセンター 名護市大西3-19-25 53-1155 54-1316 （医）松風会
かりゆしぬ村　デイサービスセンター 名護市宇茂佐1873-1 53-0183 53-1938 （福）松籟会
デイサービスセンター二見 名護市二見241-7 55-8788 55-8770 （福）名護学院
ケア付き宅老所　浅茅の里 名護市宮里1-6-23 53-0025 43-0756 （特非）浅茅の里
通所介護事業所　羽地苑 名護市我部祖河829 54-6631 54-6632 （福）翠泉会
かりゆしぬ村　デイサービス大南 名護市大南2-4-5　1F 54-5554 54-5554 （福）松籟会
指定通所介護事業所　まごころのデイサービス 名護市字川上831 51-3270 51-3271 （有）まごころ
名護リハビリケアセンター 名護市川上424-1　1F 58-4738 58-4732 （資）ゆらぎ
JAおきなわ北部デイサービスセンター 名護市屋部1698-1 54-2940 54-1565 沖縄県農業協同組合
りゅうしん大東指定通所介護事業所 名護市大東3-20-14 51-0022 51-0040 （株）琉心会
デイサービスうむさの森 名護市宇茂佐の森1-4-2 53-3553 53-3552 （株）百歳代 
デイサービス稲田 名護市我部祖河91-1 43-0015 43-0015 （有）稲田

本部町

名護市
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デイサ ビス稲田 名護市我部祖河91 1 43 0015 43 0015 （有）稲田
デイサービス手水の園 名護市許田201-11 52-7145 52-7145 （同）手水の園
カラダラボ名護為又 名護市為又856-10 54-3150 54-3151 （株）からだ工房
デイサービス宙伸みやざと 名護市宮里448-6　1F 43-9333 43-9334 （株）宙伸
デイサービス　シャローム名護 名護市旭川778-3 52-2515 （株）沖縄三育ライフ
北部ケア通所介護事業所 〇 名護市宇茂佐915-10 53-6780 52-7284 （有）北部ケアサービス
地域密着型介護事業所　さくらの郷 〇 名護市大北3-6-8　1F 51-0841 51-0841 （特非）キジキナ会
デイサービス　海山郷 〇 名護市大北5-17-21 53-1089 53-1089 （特非）海山郷
指定通所介護事業所　瑞穂の郷 〇 名護市親川571 58-1631 58-1709 （福）共恵会
らいふデイサービス 〇 名護市大南1-10-18　103号 54-4515 43-7635 （株）Life　Assistant
医療法人タピック　デイサービスやんばる 〇 名護市宇茂佐1737 43-0772 52-7727 （医）タピック

所在地 事業所名 地域 住所 電話 FAX 法人
デイサービスささえ 〇 名護市東江4-8-7 43-5515 43-5515 （株）介護のささえ
デイサービス久志交じり 〇 名護市三原252-5 55-8023 55-8072 （同）しん和
デイサービスてぃださん 〇 名護市為又507-64 54-3132 54-3431 （株）コスモエンジェル
合同会社CeePort 〇 名護市数久田295-5 54-8625 54-8626 （同）CeePort
ハッスル・マッスル　デイサービス 〇 名護市東江1-25-14　102号 54-4100 54-4100 （株）介護のささえ
デイサービスやがじ 〇 名護市饒平名737-2 52-8261 52-8263 （医）松風会
デイサービスなまからどー 〇 名護市大東1-15-16 54-2228 43-0075 （株）なまからどー
デイサービス美和の里 〇 名護市済井出125 52-8111 52-8155 （株）美和の里
デイサービスゆうゆう 〇 名護市東江4-4-3 43-0308 43-0318 （同）伍大
デイサービスわらいの里 〇 名護市大東2-14-16　101号 43-5211 43-5211 （同）SAKURA
デイサービスわらいの丘 〇 名護市大東2-15-19 52-6007 52-6007 （同）SAKURA
デイサービス六諭 〇 名護市大東1-6-16 101号 54-3203 54-3203 （株）六諭

名護市

デイサ ビス六諭 〇 名護市大東1 6 16　101号 54 3203 54 3203 （株）六諭
デイサービスセンターみやび 〇 名護市大北3-9-1 53-5446 53-5446 （株）みやび
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