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名称 所在地 電話

介護保険サービスセンター創生の里 野田３０６番地の２ 549-0031

居宅介護支援事業所メイプル
賀来北1丁目7番27号
オフィスパーク賀来8号

529-9755

居宅介護支援センターからしま 大字賀来新川２丁目１番１５号 549-3331

庄の原苑介護保険サービスセンター 荏隈字庄ノ原1798番地 544-3878

介護相談支援センターよつば
賀来北2丁目２番２６号
ヴォーンセジュール102

576-8758

ケアサポートすずな 竹の上11番8号 080-3449-1286

居宅介護支援事業所風香 賀来南1丁目13番３９号 529-7201

居宅介護支援事業所
県の指定を受けて、ケアマネジャー（介護支援専門員）を配置しているサービス事業所です。利
用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調
整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業所です。
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名称 所在地 電話

創生の里ヘルパーステーション 大字野田３０６番地の２ 594-3612

第一博愛寮ホームヘルパーステーション 大字野田759番地１ 548-7257

ヘルパーステーション碧の丘
賀来北１丁目11番41号
プレジール才賀Ｂ101

585-5227

訪問介護ステーションおりおん 中尾449番地1 578-7879

エール福祉サービス 大字賀来1683番地の1 574-7661

ホームヘルパーステーションかざぐるま 荏隈1220番地の23 549-6800

庄の原苑ホームヘルパーステーション 大字荏隈字庄ノ原1798番地 544-8998

シーンライブケアステーション 東野台2-1 574-6613

ヘルパーステーションすりーむ 荏隈町1丁目19-13 535-8338

ヘルパーステーションスマイル 賀来北1丁目13-3 585-5550

ヘルパーステーション
マイウェイ大分ケアセンター

大字永興846番地 544-5151

あさがお賀来ヘルパーセンター 賀来西1丁目16番34号 549-7557

ヒューマンケアステーション槭（かえで） 賀来西1丁目16番18号 547-9171

　訪問介護（ホームヘルプサービス）
訪問介護員（ホームヘルパー）が高齢者の家庭を訪問して、食事、入浴、排せつの介助や、
炊事、掃除、洗濯といった家事など日常生活の手助けを行います。
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名称 所在地 電話

創生の里訪問入浴サービス 大字野田３０６番地の２ 594-2824

訪問入浴介護
寝たきりの人などがいる家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の
介助を行います。
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名称 所在地 電話

創生の里訪問看護ステーション 大字野田３０６番地の２ 586-0066

訪問看護ステーションひかり 賀来南2丁目1番1号ふちのビル202号 574-7538

訪問看護ステーションメイプル
賀来北1丁目7番27号
オフィスパーク賀来8号室

529-9559

訪問看護
主治医の指示にもとづいて、訪問看護ステーションや病院または診療所の看護師、保健師などが
家庭を訪問して、病状を観察したり、床ずれの手当などを行います。
※介護保険による訪問看護を利用できる事業所。
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名称 所在地 電話

訪問リハビリテーションきぼう 中尾字平255番地 586-5558

訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、主治医の指示にもとづいて、日常生活の自立を
助けるためのリハビリテーションを行います。
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名称 所在地 電話

創生の里デイサービスセンター 大字野田307番地の８ 549-3880

デイサービス国分 国分１９０７番地 547-8809

デイサービス夢工房 大字中尾311番地１ 540-7676

ケアパートナー賀来 賀来西２丁目４番１２号 548-7115

デイサービスあさがお 賀来西1丁目16番34号 549-7557

デイサービス風香 賀来西1-3-13 529-7200

リハビリデイサービススマイル 賀来北1丁目13-3 585-5550

デイサービス賀来 大石町5丁目3-3 549-5212

デイサービスセンターかざぐるま 荏隈1220番地の23 549-6800

プラトー大分
リハビリデイサービスぷらす南大分

竹の上9番11号 573-5581

デイサービスセンターマイウェイ 永興846番地 543-4141

デイサービスセンター魁（さきがげ） 城南北2丁目2番11号 578-8538

庄の原苑デイサービスセンター 荏隈字庄ノ原１７９８番地 544-4335

デイサービスセンター瑞穂の郷 中尾449-1 578-7576

デイサービスセンター智泉の園 荏隈字中洲1230番地 549-5522

デイサービスセンターメモリー賀来南 大分市賀来南1丁目1081-1 549-0088

通所介護（デイサービス）
通所介護事業所（デイサービスセンター）に通い、日帰りで食事、入浴の提供や、日常生活動作
の訓練などが受けられます。

6



名称 所在地 電話

井野辺病院通所リハビリテーション 大字中尾字平255番地 548-7081

辛島内科・消化器内科通所リハビリテーション 賀来新川2丁目1番15号 578-8331

通所リハビリテーションサファイア 永興2丁目8-77 547-0813

通所リハビリテーション（デイケア）
通所リハビリテーション事業所（老人保健施設など）に通い、日帰りで入浴や食事、日常生活を送
るためのリハビリテーションが受けられます。
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名称 所在地 電話

創生の里短期介護宿泊施設 大字野田306番地の2 549-0220

庄の原苑ショートステイサービスセンター 大字荏隈字庄ノ原1798番地 544-0888

短期入所生活介護事業ショートステイハウス
狐兎如庵（ことことあん）

大字野田1085番地 549-7500

短期入所生活介護（ショートステイ）
家庭で療養する人などが、短期間施設に宿泊しながら、食事、入浴、排せつなど日常生活上の世話や
医学的管理のもとでの看護、機能訓練が受けられます。
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名称 所在地 電話

株式会社フロンティア大分営業所 賀来西１丁目５番１６号 549-1584

名称 所在地 電話

株式会社フロンティア大分営業所 賀来西１丁目５番１６号 549-1584

福祉用具貸与

福祉用具販売

住宅改修費支給
在宅の人などが、床段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるといった改修を行った場合、支
給限度基準額の範囲内（２０万円）でその改修費の９割から７割分を支給（償還払い）します。
※住宅改修には指定業者などはないのですが、工事着工前に市役所へ「事前の申請」が必要です。

家庭で日常生活を営むのに支障のある人などに、車いすや特殊寝台（ベッド）などの必要な福祉用
具を貸与します。
※軽度者（要支援１・２および要介護１）の人は車いす・特殊寝台（ベッド）などの貸与品につい
ては一定の条件に該当する場合に利用できます。

家庭で日常生活を営むのに支障のある人などが、入浴や排せつ用の福祉用具を県または市から指定
された販売事業者で購入した場合、支給限度基準額の範囲内（１年度につき１０万円）で、その購
入費の９割から７割分を支給（償還払い）します。
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名称 所在地 電話

小規模多機能型居宅介護アドニスホーム賀来 賀来西1-3-２２ 549-6168

小規模多機能居宅介護
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わ
せてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するた
め、設立されました。「通い」「訪問」「泊まり」のどのサービスを利用してもなじみの職員に
よるサービスが受けられます。小規模多機能型居宅介護は介護保険サービスのなかでは「地域密
着型サービス」と呼ばれる種類のもので、施設の所在地と異なる市区町村に住んでいる場合は利
用できないことがあります。
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名称 所在地 電話

庄の原苑デイサービスセンターかえで 大字荏隈字庄ノ原1798番地 544-4335

デイサービスゆとり村賀来 賀来西1-3-13 529-7822

認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象にした通所介護（デイサービス）です。日常生活に必要な入浴・排泄・食事な
どの介護や機能訓練をデイサービスで受けられます。
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名称 所在地 電話

グループホーム｢和庵（なごみあん）」 野田808番地 549-7007

グループホーム庄の原苑 荏隈179７番地 573-6808

グループホームいろは 賀来2090番地の1 574-7252

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症高齢者などが5～9人で共同生活を送りながら、介護スタッフによる食事、入浴、排せつな
ど日常生活の介助や機能訓練を受けられます。
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名称 所在地 電話

特別養護老人ホーム創生の里 大字野田306番地の2 549-0220

特別養護老人ホーム庄の原苑 大字荏隈字庄ノ原1798番地 544-0888

名称 所在地 電話

特別養護老人ホーム創生の里 大字野田306番地の2 549-0220

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な利用者などが入所し、食事、入浴、
排せつなど日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
なお、要介護3以上の要介護認定を受けた方が入所できます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所し、食事、入浴、排泄などの介護を受けたり
機能訓練を行います。※入所定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）
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名称 所在地 電話

介護老人保健施設 孤兎如庵（ことことあん） 野田1085番地 549-7500

介護老人保健施設
病状が安定し、治療よりはリハビリや介護が必要な利用者などが入所し、在宅復帰を目指して医学
的管理の下での介護、機能訓練などが受けられます。
なお、要介護１以上の要介護認定を受けた方が入所できます。
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名称 所在地 電話

ケアマンシオン創生の里 大字野田306番地の2 549-5525

ケアハウス庄の原苑 大字荏隈字庄ノ原1637番地の1 544-1161

軽費老人ホーム（ケアハウス）
60歳以上で、身体機能の低下により日常生活を営むことについて不安があると認められ、家族
による援助を受けることが困難な人が利用する施設です。
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名称 所在地 電話

ひだまり荘有料老人ホーム賀来 大字荏隈大石町５丁目３番地３ 549-5212

有料老人ホームこくりこ 城南東2丁目2-12 543-1133

有料老人ホーム千の郷 賀来北2丁目23番地17 574-8157

有料老人ホーム国分の郷 大字国分１９０７番地 586-5255

有料老人ホーム瑞穂の郷 中尾449-1 578-7576

グランドホーム八雲 城南北2丁目2-10 578-8538

住宅型有料老人ホームオリーブ賀来 賀来2086番地の1 549-1580

有料老人ホーム智泉の園 荏隈字中洲1230番地 549-5522

有料老人ホームメモリー賀来南 賀来南1丁目1081-1 549-0088

有料老人ホーム
65歳以上の人が住みやすいように配慮されている住宅です。食事等の身の回りのことを行うサー
ビスが付いており、集団で生活をするところです。特徴的なこととして、介護が必要となった場合
でも、介護保険対応内での介護も受けることも出来ます。
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名称 所在地 電話

サービス付き高齢者向け住宅あしすと 大字永興846番地 543-4141

サービス付き高齢者向け住宅あさがお 賀来西1丁目16番34号 549-7557

サービス付き高齢者向け住宅
居室の広さや設備、バリアフリー等の条件を備えられている高齢者専用住宅で、スタッフによる
「安否確認」と「生活相談」のサービスが提供されます。オプションで食事の提供や掃除、洗濯等
の「生活支援」サービスを受けられるところもあります。介護が必要となった場合、認定を受けて
介護保険サービスを利用する事もできます。
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名称 所在地 電話

博愛病院 野田１１１１番地 586-0888

博愛診療所 野田818 549-0858

井野辺病院　 中尾字平２５５ 586-5522

緒方クリニック 賀来北１丁目18-5 586-5666

辛島内科・消化器内科 賀来新川2丁目1番15号 549-3333

河野泌尿器科医院 賀来北３丁目４番１２号 586-0121

庄の原クリニック 荏隈庄ノ原1790-1 573-6645

藤本整形外科医院 賀来北２丁目１０番１８号 549-3330

藤島クリニック 荏隈689番地の8 573-5777

正内科医院 賀来北３丁目１番３号 549-2559

ぶんどう耳鼻咽喉科クリニック 賀来北２丁目３番５号 549-5587

オレンジドクター
（もの忘れ・認知症相談医）

身近な地域で認知症に関して相談できる医師（病院）です。認知症の早期診断・早期支援体制の
充実を図るため、認知症医療の研修を修了した医師が大分県に登録されています。
※初診時は予約が必要な病院が多いです。
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