
介護ロボット・ICT導入施設一覧（感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業補助金） 令和５年１月時点

施設名称 介護サービスの種別 施設住所 担当部署 連絡先 機器種別 機器名 所在市町

介護老人保健施設　中の里 介護老人保健施設 長崎市古賀町815-2 介護・主任 095-837-8880 見守り支援 aams 長崎市

ショートスティ　エルフ山の手 短期入所生活介護 長崎市戸町1-5-4 施設長 095-826-5657 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

指定介護老人福祉施設　こえばる 介護老人福祉施設 長崎市小江原4-1-30 施設長 095-814-8225 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

短期入所生活介護事業所　こえばる 短期入所生活介護 長崎市小江原4-1-30 施設長 095-814-8225 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

グループホーム　さくらの里 認知症対応型共同生活介護 長崎市三京町1531-1 － 095-814-1103 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

ショートステイ　さくらの里 短期入所生活介護 長崎市三京町1539-1 － 095-814-1051 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

ショートステイ　さくらの里　ほほえみ 短期入所生活介護 長崎市三京町2964-2 － 095-860-1131 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

エスポアール　そとめ 介護老人保健施設 長崎市上黒崎町2201-3 事務長 0959-25-0001 見守り支援 エスパシア 長崎市

特別養護老人ホーム　恵珠苑 介護老人福祉施設 長崎市田上2丁目15番12号 事務主任 095-828-1332 見守り支援 すいすいケア 長崎市

特別養護老人ホーム　橘の丘 介護老人福祉施設 長崎市春日町284番2 施設長 095-839-7330 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

短期入所生活介護　橘の丘 短期入所生活介護 長崎市春日町284番2 施設長 095-839-7330 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

短期入所生活介護・プライエム横尾 短期入所生活介護 長崎市横尾3丁目26番1号 管理者 095-856-6511 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

介護老人福祉施設・プライエム横尾 介護老人福祉施設 長崎市横尾3丁目26番1号 施設長 095-856-6511 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

小規模多機能ホーム　王樹 小規模多機能型居宅介護 長崎市古賀町994番地6 管理者 095-832-0007 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

ショートステイ　王樹 短期入所生活介護 長崎市古賀町993番地3 管理者 095-832-0001 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

ショートステイ　女神乃里 短期入所生活介護 長崎市国分町8番29号 施設長 095-878-2011 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

喜楽苑　こもれ陽 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市竿浦町923番地1 統括本部 095-878-7667 見守り支援 ココヘルパ 長崎市

介護老人福祉施設　喜楽苑 介護老人福祉施設 長崎市竿浦町945番地 統括本部 095-878-7667 見守り支援 ココヘルパ 長崎市

喜楽苑　桃花 定期巡回随時対応型訪問介護看護 長崎市末石町154番地1 統括本部 095-878-7667 見守り支援 ココヘルパ 長崎市

特別養護老人ホーム　三和荘 介護老人福祉施設 長崎市布巻町792番地 － 095-892-1001 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

特別養護老人ホーム　南陽の丘 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市蚊焼町649番地3 管理次長 095-832-5588 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

短期入所施設　南陽の風 短期入所生活介護 長崎市蚊焼町649番地1 管理次長 095-832-5588 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

短期入所生活介護事業所　マーガレット 短期入所生活介護 長崎市網場町485番地1 管理者 095-839-0880 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

介護付き有料老人ホーム　こころのしろ 特定施設入居者生活介護 長崎市上銭座町11番8号 本部事務局 095-846-5769 見守り支援 まもるーの 長崎市

特別養護老人ホーム　寿限無 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市琴海村松町704番地3 総務部 0959-28-1100 見守り支援 Vital Beats 長崎市

小規模多機能型居宅介護　サンブライト上小島 小規模多機能型居宅介護 長崎市上小島3丁目1番5号 在宅介護事業部 095-816-0555 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

小規模多機能型居宅介護　サンブライト愛宕Ⅲ 小規模多機能型居宅介護 長崎市愛宕4丁目12番53号 在宅介護事業部 095-816-0555 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

グループホーム　すずな 認知症対応型共同生活介護 長崎市愛宕4丁目11番1号 在宅介護事業部 095-816-0555 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

介護老人保健施設サンブライト愛宕 介護老人保健施設 長崎市愛宕4丁目14番2号 老健事業部 095-827-5222 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

サテライト型小規模介護老人保健施設サンブライト愛宕Ⅱ 介護老人保健施設 長崎市愛宕4丁目11番1号 老健事業部 095-827-5222 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

地域密着型特別養護老人ホームアスカ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市みなと坂1丁目5番1号 生活相談員 095-865-9561 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

グループホームひばり 認知症対応型共同生活介護 長崎市みなと坂1丁目6番35号 管理者 095-834-4141 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

特別養護老人ホームいこいの園 介護老人福祉施設 長崎市牧野町2168番地5 常務理事 095-840-4000 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

介護老人福祉施設　牧島荘 介護老人福祉施設 長崎市牧島町9番地1 事務長 095-837-0310 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

短期入所生活介護事業所　牧島荘 短期入所生活介護 長崎市牧島町9番地1 事務長 095-837-0310 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

グループホームかわびら 認知症対応型共同生活介護 長崎市川平町1199番地 代表取締役 095-847-2020 見守り支援 すいすいケア 長崎市

オレンジの丘 介護老人福祉施設 長崎市ダイヤランド3丁目31番8号 事務員 095-879-3661 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

特別養護老人ホーム　かたふち村 介護老人福祉施設 長崎市片淵3丁目500番地2 特養統括アドバイザー 095-828-5680 見守り支援 Vital Beats 長崎市

特別養護老人ホーム　びわの園 介護老人福祉施設 長崎市茂木町2222番地 事務長 095-836-2800 見守り支援 シルエット見守りセンサー 長崎市

指定介護老人福祉施設　永寿園 介護老人福祉施設 長崎市以下宿町1912番地 相談員 095-894-2307 見守り支援 眠りSCAN 長崎市

特別養護老人ホーム　恵珠苑 介護老人福祉施設 長崎市田上2丁目15番12号 事務主任 095-828-1332 移乗支援(非装着) Hug 長崎市

ろうけん　新里浦上 介護老人保健施設 長崎市茂里町3-20 企画管理部　部長 095-813-1234 移乗支援(非装着) Hug 長崎市

小規模多機能ホーム　新里大橋 小規模多機能型居宅介護 長崎市江里町2-6 企画管理部　部長 095-813-1234 移乗支援(非装着) Hug 長崎市

小規模多機能ホーム　新里城栄 小規模多機能型居宅介護 長崎市城栄町11-2 企画管理部　部長 095-813-1234 移乗支援(非装着) Hug 長崎市

ぐるーぷほーむ　新里城栄 認知症対応型共同生活介護 長崎市城栄町11-2 企画管理部　部長 095-813-1234 移乗支援(非装着) Hug 長崎市

ぐるーぷほーむ　新里油木 認知症対応型共同生活介護 長崎市江里町7-21 企画管理部　部長 095-813-1234 移乗支援(非装着) Hug、つるべー 長崎市

ぐるぷほーむ　新里小江原 認知症対応型共同生活介護 長崎市小江原1丁目35-13 企画管理部　部長 095-813-1234 移乗支援(非装着) Hug、介護リフト（ライズアトラス） 長崎市

魚の町　デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 長崎市魚の町3-27　チヂワビル8階 管理者 095-824-9000 ICT CAREKARTE 長崎市

1 / 5 



介護ロボット・ICT導入施設一覧（感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業補助金） 令和５年１月時点

施設名称 介護サービスの種別 施設住所 担当部署 連絡先 機器種別 機器名 所在市町

養護老人ホーム聖マルコ園 特定施設入居者生活介護 長崎市西出津町2235番地3 事務 0959-25-0075 ICT ほのぼのネクスト 長崎市

居宅介護支援事業所・プライエム横尾 居宅介護支援 長崎市横尾3丁目26番2号 地域包括横尾・マネジャー 095-814-6688 ICT CAREKARTE 長崎市

ショートステイ　女神乃里 短期入所生活介護 長崎市国分町8番29号 施設長 095-878-2011 ICT ちょうじゅ 長崎市

喜楽苑　こもれ陽 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市竿浦町923番地1 統括本部 095-878-7667 ICT ほのぼのネクスト・ジーコム連携 長崎市

介護老人福祉施設　喜楽苑 介護老人福祉施設 長崎市竿浦町945番地 統括本部 095-878-7667 ICT ほのぼのネクスト・ジーコム連携 長崎市

特別養護老人ホーム　南陽の丘 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市蚊焼町649番地3 管理次長 095-832-5588 ICT クイックケア 長崎市

短期入所施設　南陽の風 短期入所生活介護 長崎市蚊焼町649番地1 管理次長 095-832-5588 ICT クイックケア 長崎市

通所介護　マイルドハート 地域密着型通所介護 長崎市蚊焼町649番地1 管理次長 095-832-5588 ICT クイックケア 長崎市

介護付き有料老人ホーム　こころのしろ 特定施設入居者生活介護 長崎市上銭座町11番8号 本部事務局 095-846-5769 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

特別養護老人ホーム　寿限無 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 長崎市琴海村松町704番地3 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 長崎市

特別養護老人ホーム　寿限無 短期入所生活介護 長崎市琴海村松町704番地3 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 長崎市

小規模多機能じゅげむ 小規模多機能型居宅介護 長崎市琴海村松町704番地3 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 長崎市

小規模多機能型居宅介護　サンブライト上小島 小規模多機能型居宅介護 長崎市上小島3丁目1番5号 在宅介護事業部 095-816-0555 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

小規模多機能型居宅介護　サンブライト愛宕Ⅲ 小規模多機能型居宅介護 長崎市愛宕4丁目12番53号 在宅介護事業部 095-816-0555 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

グループホーム　すずな 認知症対応型共同生活介護 長崎市愛宕4丁目11番1号 在宅介護事業部 095-816-0555 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

サテライト型小規模介護老人保健施設サンブライト愛宕Ⅱ　通所リハビリテーション 通所リハビリテーション 長崎市愛宕4丁目11番1号 在宅介護事業部 095-816-0555 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

介護老人保健施設サンブライト愛宕 介護老人保健施設 長崎市愛宕4丁目14番2号 老健事業部 095-827-5222 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

サテライト型小規模介護老人保健施設サンブライト愛宕Ⅱ 介護老人保健施設 長崎市愛宕4丁目11番1号 老健事業部 095-827-5222 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 長崎市

グループホームむつみの森 認知症対応型共同生活介護 長崎市長浦町2584番地 － 095-886-3366 ICT ケア樹 長崎市

朝長医院 通所リハビリテーション 長崎市長浦町2583番地 院長 095-885-2722 ICT ケア樹 長崎市

小規模多機能ホーム　あかりの里 小規模多機能型居宅介護 佐世保市日野町731-2 管理者 0956-42-2800 見守り支援 パルモスマートコール 佐世保市

介護付有料老人ホーム　あかり 特定施設入居者生活介護 佐世保市日野町731-2 施設長 0956-42-2800 見守り支援 パルモスマートコール 佐世保市

特別養護老人ホーム　光の子 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 佐世保市新行江町850-1 生活相談員 0956-30-6666 見守り支援 Neos+Care 佐世保市

ケアハウス　光の子 特定施設入居者生活介護 佐世保市上原町749-1 生活相談員 0956-39-3230 見守り支援 Neos+Care 佐世保市

特別養護老人ホーム　啓寿園 介護老人福祉施設 佐世保市宇久町平1904番地3 施設長 0959-57-3888 見守り支援 Neos+Care 佐世保市

特別養護老人ホーム　老福荘 介護老人福祉施設 佐世保市江迎町赤坂282番地24 施設長 0956-65-2607 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

グループホーム　サクラ 認知症対応型共同生活介護 佐世保市八幡町1番地2 副主任 0956-23-1802 見守り支援 ライフリズムナビ 佐世保市

介護老人保健施設　すいざん荘 介護老人保健施設 佐世保市赤崎町74番地2 事務主任 0956-26-0555 見守り支援 エスパシア、眠りSCAN 佐世保市

特別養護老人ホーム　サンフラワー 介護老人福祉施設 佐世保市吉井町直谷368番地6 総務部長 0956-64-4516 見守り支援  i サポート 佐世保市

グループホーム　茶々の里 認知症対応型共同生活介護 佐世保市世知原町木浦原772 管理者 0956-76-2800 見守り支援 離床センサー 佐世保市

小規模多機能ホーム　こさざ 小規模多機能型居宅介護 佐世保市小佐々町黒石579 － 0956-39-2122 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

介護付有料老人ホーム　大塔 特定施設入居者生活介護 佐世保市田の浦町5-41 － 0956-39-2122 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

介護付有料老人ホーム　みのりの里 特定施設入居者生活介護 佐世保市長畑町455-1 － 0956-39-2122 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

特別養護老人ホーム　チューリップ 介護老人福祉施設 佐世保市黒髪町3729番地2 施設長 0956-20-8800 見守り支援 パルモスマートコール 佐世保市

介護老人保健施設　サン 介護老人保健施設 佐世保市大和町30番地 事務長 0956-33-7771 見守り支援 すいすいケア 佐世保市

千住介護医療院 介護医療院 佐世保市宮地町5番5号 事務部長 0956-24-1010 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

特別養護老人ホーム　ファミーユ 介護老人福祉施設 佐世保市権常寺町1400番地 生活相談員 0956-59-5111 見守り支援 すいすいケア 佐世保市

ケアハウスあかりさき 特定施設入居者生活介護 佐世保市赤崎町1042番地 生活相談員 0956-28-1616 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

養護老人ホームソレイユ特定施設入居者生活介護事業所 特定施設入居者生活介護 佐世保市権常寺町1400番地 介護支援専門員 0956-27-5151 見守り支援 すいすいケア 佐世保市

介護老人福祉施設　黎明館 介護老人福祉施設 佐世保市小佐々町西川内175番地1 施設次長 0956-68-3350 見守り支援  i サポート 佐世保市

特別養護老人ホーム　白寿荘 介護老人福祉施設 佐世保市鹿子前町904-1 法人本部事務局　事務課長 0956-28-1181 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

介護付有料老人ホーム　さくらプレイス 特定施設入居者生活介護 佐世保市吉井町直谷1242番地2 施設長 0956-64-3888 見守り支援 眠りSCAN 佐世保市

特別養護老人ホーム　チューリップ 介護老人福祉施設 佐世保市黒髪町3729番地2 施設長 0956-20-8800 移乗支援(非装着) ﾘｼｮｰﾈpius 佐世保市

小規模多機能ホーム　花あかり 小規模多機能型居宅介護 佐世保市有福町96番地2 代表取締役 0956-58-5811 入浴支援 シャワーオール 佐世保市

介護老人保健施設　すいざん荘 介護老人保健施設 佐世保市赤崎町74番地2 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

いちょうクリニック 第1号通所事業（通所型サービス事業） 佐世保市赤崎町298番地 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

いちょうクリニック 地域密着型通所介護 佐世保市赤崎町298番地 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

介護付有料老人ホーム　あすなろ 特定施設入居者生活介護 佐世保市赤崎町80番地1 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市
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グループホーム　なかよし 認知症対応型共同生活介護 佐世保市赤崎町81番地3 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

グループホーム　ぬくもり 認知症対応型共同生活介護 佐世保市赤崎町74番地2 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

介護老人保健施設　すいざん荘 居宅介護支援 佐世保市赤崎町74番地2 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

介護老人保健施設　すいざん荘 訪問介護 佐世保市赤崎町74番地2 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

介護老人保健施設　すいざん荘 通所リハビリテーション 佐世保市赤崎町74番地2 事務主任 0956-26-0555 ICT ほのぼのネクスト 佐世保市

小規模多機能ホーム　こさざ 小規模多機能型居宅介護 佐世保市小佐々町黒石579 － 0956-39-2122 ICT ワイズマン 佐世保市

小規模多機能ホーム　有福 小規模多機能型居宅介護 佐世保市有福町90-6 － 0956-39-2122 ICT ききょう＆ききょうPlan 佐世保市

特別養護老人ホーム　淡淡荘 介護老人福祉施設 島原市江里町乙2010番地1 施設長 0957-62-5328 見守り支援 Neos+Care 島原市

小規模特別養護老人ホーム　淡淡荘 介護老人福祉施設 島原市江里町乙2010番地1 施設長 0957-62-5328 見守り支援 Neos+Care 島原市

淡淡荘Ⅱ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 島原市萩が丘2丁目6122番地 施設長 0957-62-5328 見守り支援 Neos+Care 島原市

ショートステイ　ＨＡＰＰＹＬＩＦＥ 短期入所生活介護 島原市有明町湯江丁2592番地 訪問看護・看護職員 0957-65-5508 見守り支援 パルモスマートコール 島原市

ショートステイ　十徳 短期入所生活介護 島原市中堀町28 訪問看護・看護職員 0957-65-5508 見守り支援 パルモスマートコール 島原市

グループホーム　たけふえ 認知症対応型共同生活介護 島原市有明町湯江丁2591-2 訪問看護・看護職員 0957-65-5508 見守り支援 パルモスマートコール 島原市

グループホーム　野の花 認知症対応型共同生活介護 島原市江里町乙2346-1 訪問看護・看護職員 0957-65-5508 見守り支援 パルモスマートコール 島原市

グループホーム　諏訪の里 認知症対応型共同生活介護 南島原市深江町丁1520番地 訪問看護・看護職員 0957-65-5508 見守り支援 パルモスマートコール 島原市

デイサービスセンター　しまばら 通所介護 島原市江里町乙2353-1 訪問看護・看護職員 0957-65-5508 見守り支援 シルエット見守りセンサー 島原市

特別養護老人ホーム　白光苑 介護老人福祉施設 島原市有明町大三東戊783番地1 事務局 0957-68-1818 見守り支援 エスパシア 島原市

介護医療院　リハサポート 介護医療院 島原市湖南町6893-2 事務管理部・部長 0957-62-5161 見守り支援 aams 島原市

介護医療院　恵愛荘 介護医療院 諫早市有喜町593番1 事務長 0957-28-3832 見守り支援 眠りSCAN 諫早市

特別養護老人ホーム　天恵荘 介護老人福祉施設 諫早市有喜町537-5 総務部長 0957-28-2304 見守り支援 エスパシア 諫早市

養護老人ホーム　福寿園 特定施設入居者生活介護 諫早市有喜町537番地1 介護部主任 0957-28-2211 見守り支援 エスパシア 諫早市

ろうけん西諫早 介護老人保健施設 諫早市貝津町3015番地 事務長代理 0957-25-2266 見守り支援 眠りSCAN 諫早市

特別養護老人ホーム　しろみ 介護老人福祉施設 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 見守り支援 眠りSCAN 諫早市

短期入所生活介護　しろみ 短期入所生活介護 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 見守り支援 眠りSCAN 諫早市

デイサービス　ヒラキ 地域密着型通所介護 諫早市飯盛町開1368番地1 代表社員 0957-48-2678 見守り支援 aams 諫早市

リハビリテーション　あいのわ３ｒｄデイサービス 通所介護 諫早市黒崎町106-1 代表取締役 0957-47-6869 移乗支援(装着) マッスルスーツEvery 諫早市

リハビリテーション　あいのわ３ｒｄデイサービス 通所介護 諫早市黒崎町106-1 代表取締役 0957-47-6869 移乗支援(非装着) ミニリフト、Hug 諫早市

デイサービス　ヒラキ 地域密着型通所介護 諫早市飯盛町開1368番地1 代表社員 0957-48-2678 移乗支援(非装着) ﾘｼｮｰﾈPlus 諫早市

リハビリテーション　あいのわ３ｒｄデイサービス 通所介護 諫早市黒崎町106-1 代表取締役 0957-47-6869 移動支援 リトルターン、ロボットアシストスマートウォーカー 諫早市

リハビリテーション　あいのわ３ｒｄデイサービス 通所介護 諫早市黒崎町106-1 代表取締役 0957-47-6869 排泄支援 トイレセレクト 諫早市

リハビリテーション　あいのわ３ｒｄデイサービス 通所介護 諫早市黒崎町106-1 代表取締役 0957-47-6869 入浴支援 シャワーオール、バスリフト 諫早市

特別養護老人ホーム　しろみ 介護老人福祉施設 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 ICT クイックケア 諫早市

短期入所生活介護　しろみ 短期入所生活介護 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 ICT クイックケア 諫早市

デイサービスセンター　しろみ 通所介護 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 ICT クイックケア 諫早市

デイサービスセンター　しろみほほえみ 認知症対応型通所介護 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 ICT クイックケア 諫早市

ケアプランセンター　しろみ 居宅介護支援 諫早市城見町43-1 管理部長 0957-21-6263 ICT クイックケア 諫早市

特別養護老人ホーム　泉の里 介護老人福祉施設 大村市東本町583 － 0957-54-2107 見守り支援 A.I.Viewlifeｾﾝｻｰ本体 大村市

ショートステイ　泉の里 短期入所生活介護 大村市東本町583 － 0957-54-2107 見守り支援 A.I.Viewlifeｾﾝｻｰ本体 大村市

グループホーム　泉の里 認知症対応型共同生活介護 大村市東本町583 － 0957-54-2107 見守り支援 A.I.Viewlifeｾﾝｻｰ本体 大村市

介護老人保健施設うぐいすの丘 介護老人保健施設 大村市東大村1丁目2526-13 事務 0957-54-7199 見守り支援 エスパシア 大村市

介護付き有料老人ホーム　方々の家 特定施設入居者生活介護 大村市富の原1丁目1327番地5 理事 0957-47-9311 見守り支援 眠りSCAN 大村市

定期巡回サービスはーとらいん 定期巡回随時対応型訪問介護看護 大村市原口町579-10 事業所代表 0957-46-5390 移乗支援(装着) マッスルスーツEvery 大村市

たきのう介護みつばちサテライト岩松 小規模多機能型居宅介護 大村市岩松町327-1 福祉事業部長 0957-47-8871 移乗支援(装着) マッスルスーツEvery 大村市

たきのう介護みつばち 小規模多機能型居宅介護 大村市原口町653番2 福祉事業部長 0957-47-8871 移乗支援(装着) マッスルスーツEvery 大村市

グループホーム　みつばちの家 認知症対応型共同生活介護 大村市竹松本町685-8 福祉事業部長 0957-47-8871 移乗支援(装着) マッスルスーツEvery 大村市

ほうゆうショート　いなほ 短期入所生活介護 平戸市生月町山田免1655番地6 施設代表 0950-53-3012 見守り支援 眠りSCAN 平戸市

特別養護老人ホーム　いづはらⅡ 介護老人福祉施設 対馬市厳原町東里303番地1 施設長 0920-52-2222 見守り支援 眠りSCAN 対馬市

特別養護老人ホーム　いづはら 介護老人福祉施設 対馬市厳原町東里223番地3 施設長 0920-52-7411 見守り支援 眠りSCAN 対馬市

3 / 5 



介護ロボット・ICT導入施設一覧（感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業補助金） 令和５年１月時点

施設名称 介護サービスの種別 施設住所 担当部署 連絡先 機器種別 機器名 所在市町

特別養護老人ホーム　壱岐のこころ 介護老人福祉施設 壱岐市勝本町布気触948番1 本部事務局 095-846-5769 見守り支援 まもるーの 壱岐市

特別養護老人ホーム壱岐のこころ（ユニット型） 介護老人福祉施設 壱岐市勝本町布気触948番1 本部事務局 095-846-5769 ICT ほのぼのネクスト、ケアパレット 壱岐市

特別養護老人ホーム　きじの里 介護老人福祉施設 五島市岐宿町二本楠375番地 理事長 0959-83-1246 見守り支援 眠りSCAN 五島市

養護老人ホーム　たちばな荘 特定施設入居者生活介護 五島市玉之浦町荒川874番地2 生活相談員 0959-75-8181 見守り支援 眠りSCAN 五島市

かけはし木場短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市木場町493番地1 法人本部 0959-74-5221 見守り支援 aams 五島市

かけはし福江短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市武家屋敷三丁目2番6号 法人本部 0959-74-5221 見守り支援 aams 五島市

只狩荘 介護老人福祉施設 五島市富江町黒瀬585番地 施設長 0959-86-2426 見守り支援 眠りSCAN 五島市

特別養護老人ホーム　きじの里 介護老人福祉施設 五島市岐宿町二本楠375番地 理事長 0959-83-1246 移乗支援(装着) HAL 五島市

かけはし木場短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市木場町493番地1 法人本部 0959-74-5221 移乗支援(非装着) 移動式リフト、Hug、スカイリフト、つるべー 五島市

かけはし福江短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市武家屋敷三丁目2番6号 法人本部 0959-74-5221 移乗支援(非装着) 移動式リフト、Hug、スカイリフト、つるべー 五島市

かけはし福江通所介護 通所介護 五島市武家屋敷三丁目2番6号 法人本部 0959-74-5221 移乗支援(非装着) 移動式リフト 五島市

リハビリセンター　ふくえ 介護老人保健施設 五島市吉田町2390 施設長 0959-72-3535 移乗支援(非装着) Hug 五島市

グループホーム　昇山荘 認知症対応型共同生活介護 五島市吉田町2386 管理者 0959-75-0500 移乗支援(非装着) Hug 五島市

只狩荘 介護老人福祉施設 五島市富江町黒瀬585番地 施設長 0959-86-2426 移乗支援(非装着) 移動式リフト、Hug 五島市

ひだまりの舎デイサービスセンター 地域密着型通所介護 五島市下大津町550番地4 管理者 0959-75-0356 移乗支援(非装着) 移動式リフト 五島市

かけはし木場短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市木場町493番地1 法人本部 0959-74-5221 入浴支援 トゥッティ 五島市

かけはし福江短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市武家屋敷三丁目2番6号 法人本部 0959-74-5221 入浴支援 トゥッティ 五島市

かけはし木場短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市木場町493番地1 法人本部 0959-74-5221 コミュニケーション支援 comuoon 五島市

かけはし福江短期入所生活介護 短期入所生活介護 五島市武家屋敷三丁目2番6号 法人本部 0959-74-5221 コミュニケーション支援 comuoon 五島市

かけはし福江通所介護 通所介護 五島市武家屋敷三丁目2番6号 法人本部 0959-74-5221 コミュニケーション支援 comuoon 五島市

特別養護老人ホーム　きじの里 介護老人福祉施設 五島市岐宿町二本楠375番地 理事長 0959-83-1246 ICT ちょうじゅ 五島市

特別養護老人ホーム　ふるさと 介護老人福祉施設 西海市西海町川内郷1484番地 生活相談員 0959-32-0785 見守り支援 眠りSCAN 西海市

特別養護老人ホーム　海風荘 介護老人福祉施設 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14 副施設長 0959-22-0123 見守り支援 眠りSCAN 西海市

グループホーム　希望の家 認知症対応型共同生活介護 西海市西彼町小迎郷1074-3 代表取締役 0959-29-7310 移乗支援(非装着) Hug 西海市

元亀の里 介護老人保健施設 西海市西彼町鳥加郷2201番地2 総務部 0959-28-1100 見守り支援 Vital Beats 西海市

元亀の里 地域密着型通所介護 西海市西彼町中山郷2088番地1 総務部 0959-28-1100 見守り支援 Vital Beats 西海市

風和の里 介護老人福祉施設 西海市西彼町鳥加郷2171番地 総務部 0959-28-1100 見守り支援 Vital Beats 西海市

元亀の里 介護老人保健施設 西海市西彼町鳥加郷2201番地2 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

元亀の里 短期入所療養介護 西海市西彼町鳥加郷2201番地2 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

元亀の里 通所リハビリテーション 西海市西彼町鳥加郷2201番地2 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

グループホーム　せいひ 認知症対応型共同生活介護 西海市西彼町鳥加郷2201番地2 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

社会福祉法人　せいひ会居宅介護支援事業所 居宅介護支援 西海市西彼町中山郷2116番地 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

元亀の里 地域密着型通所介護 西海市西彼町中山郷2088番地1 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

風和の里 介護老人福祉施設 西海市西彼町鳥加郷2171番地 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

風和の里 短期入所生活介護 西海市西彼町鳥加郷2171番地 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

ヘルパーステーション　元亀 訪問介護 西海市西彼町鳥加郷2171番地 総務部 0959-28-1100 ICT ほのぼのネクスト 西海市

特別養護老人ホーム　うんぜんの里 介護老人福祉施設 雲仙市瑞穂町古部乙1392番地1 施設長 0957-77-4011 見守り支援 エスパシア 雲仙市

花みずき 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 雲仙市国見町神代丙192-1 管理者 0957-65-3100 見守り支援 眠りSCAN 雲仙市

花みずき 短期入所生活介護 雲仙市国見町神代丙192-1 管理者 0957-65-3100 見守り支援 眠りSCAN 雲仙市

花心苑 特定施設入居者生活介護 雲仙市国見町神代甲955番地1 管理者 0957-65-3100 見守り支援 見守りケアシステムM-2 雲仙市

グループホーム花応園 認知症対応型共同生活介護 雲仙市国見町神代甲952番地 管理者 0957-65-3100 見守り支援 見守りケアシステムM-2 雲仙市

特別養護老人ホーム　愛の里 介護老人福祉施設 雲仙市愛野町乙2288番地4 相談員 0957-36-2266 見守り支援 眠りSCAN 雲仙市

特別養護老人ホーム　湯楽苑 介護老人福祉施設 雲仙市小浜町北本町217番地 施設長 0957-74-3711 見守り支援 ココヘルパ 雲仙市

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所　吾妻荘 特定施設入居者生活介護 雲仙市吾妻町馬場名406番地 事務長 0957-38-2096 見守り支援 眠りSCAN 雲仙市

真寿苑 介護老人保健施設 雲仙市瑞穂町伊福甲681 事務長 0957-77-2120 見守り支援 エスパシア 雲仙市

小規模多機能ホームクベレ 小規模多機能型居宅介護 雲仙市千々石町戊182番地4 管理者 0957-37-6200 見守り支援 見守りケアシステムM-2 雲仙市

グループホームクベレ 認知症対応型共同生活介護 雲仙市小浜町金浜422番地2 管理者 0957-74-9539 見守り支援 見守りケアシステムM-2 雲仙市

グループホーム　暖 認知症対応型共同生活介護 雲仙市瑞穂町古部乙771-8 総務部 0957-68-3526 見守り支援 見守りケアシステムM-2 雲仙市
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施設名称 介護サービスの種別 施設住所 担当部署 連絡先 機器種別 機器名 所在市町

おばま温泉グループホーム　湯之崎 認知症対応型共同生活介護 雲仙市小浜町北本町905番地32 － 0957-75-0600 移乗支援(非装着) Hug 雲仙市

やはたの杜 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 雲仙市南串山町丙9783番地 施設長 0957-88-3550 移乗支援(非装着) 床走行リフトCarina、ミニリフト 雲仙市

特別養護老人ホーム　有宝荘 介護老人福祉施設 南島原市有家町尾上4085 施設長 0957-82-8300 見守り支援  i サポート 南島原市

グル－プホーム　おかげ 認知症対応型共同生活介護 南島原市深江町丙1899番地2 施設長 0957-65-1515 見守り支援 見守りケアシステムM-2 南島原市

特別養護老人ホーム　緑ヶ丘荘 介護老人福祉施設 南島原市南有馬町己234番地1 事務長 0957-85-2332 見守り支援 エスパシア 南島原市

特別養護老人ホーム　あけぼの荘 介護老人福祉施設 南島原市布津町乙1862番地2 施設長 0957-72-5520 見守り支援 aams 南島原市

グループホーム　あざみの里 認知症対応型共同生活介護 南島原市深江町戊3124-3 施設長 0957-65-1717 見守り支援 aams 南島原市

のぞみの杜　介護老人福祉施設 介護老人福祉施設 西彼杵郡長与町吉無田郷1578番地 施設長 095-887-3333 移乗支援(装着) HAL 長与町

通所介護事業所　のぞみの杜　ふれ愛 通所介護 西彼杵郡長与町吉無田郷1578番地 管理者 095-887-3333 移乗支援(非装着) Hug 長与町

のぞみの杜　個室ユニット型　短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 西彼杵郡長与町吉無田郷1578番地 施設長 095-887-3333 移乗支援(非装着) 床走行リフトCarina 長与町

グループホーム　のぞみの杜 認知症対応型共同生活介護 西彼杵郡長与町吉無田郷1578番地 管理者 095-887-3333 排泄支援 Dfree 長与町

介護老人保健施設　長与リハビリセンター 介護老人保健施設 西彼杵郡長与町高田郷623-5 事務 095-857-5151 見守り支援 眠りSCAN 長与町

特別養護老人ホーム　時津荘 介護老人福祉施設 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 見守り支援 眠りSCAN 時津町

特別養護老人ホーム　時津荘ユニット個室 介護老人福祉施設 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 見守り支援 眠りSCAN 時津町

特別養護老人ホーム　時津荘 介護老人福祉施設 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 ICT CAREKARTE 時津町

特別養護老人ホーム　時津荘ユニット個室 介護老人福祉施設 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 ICT CAREKARTE 時津町

時津荘老人短期入所事業 短期入所生活介護 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 ICT CAREKARTE 時津町

時津荘デイサービスセンター 通所介護 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 ICT CAREKARTE 時津町

時津荘指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 西彼杵郡時津町西時津郷1235番地 特養事務長補佐 095-882-0123 ICT CAREKARTE 時津町

特別養護老人ホーム　はさみ荘 介護老人福祉施設 東彼杵郡波佐見町稗木場郷794番地1 事務長 0956-85-4598 入浴支援 バスアシスト 波佐見町

特定施設入居者生活介護事業所　朝海荘 特定施設入居者生活介護 南松浦郡新上五島町奈良尾郷805番地1 事務長 0959-44-0270 見守り支援 Vital Beats 新上五島町

特定施設入居者生活介護事業所　朝海荘 特定施設入居者生活介護 南松浦郡新上五島町奈良尾郷805番地1 事務長 0959-44-0270 ICT ほのぼのネクスト 新上五島町

特別養護老人ホーム　福見の園 介護老人福祉施設 南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷31番地1 事務長 0959-45-2700 ICT ほのぼのネクスト 新上五島町
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