
令和4年10月1日現在

○旧介護予防訪問介護相当サービス

事業者番号 事業所名 所在地 申請者 指定年月日 有効期限

1 4073500052 マイネスハウス　ホームヘルプサービス 糸島市高上１７１番地 社会福祉法人　千草会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

2 4073500334 ヘルパーステーションばら 糸島市高田４丁目３番１６号 株式会社川崎工務店 平成30年4月1日 令和8年10月19日

3 4073500490 さくら・介護ステーション前原 糸島市前原東１丁目６番８号 有限会社スマイル・グット 平成30年4月1日 令和6年1月31日

4 4073500524 ＪＡ糸島ヘルパーステーションひまわり 糸島市浦志２丁目２番１２号 糸島農業協同組合 平成30年4月1日 令和8年3月31日

5 4073500573 訪問介護こころ 糸島市波多江駅南２丁目１４番８号 株式会社　こころ 平成30年4月1日 令和7年4月30日

6 4073500631 糸島市社会福祉協議会ヘルパーステーション 糸島市潤１丁目２２番１号　糸島市健康福祉センターあごら内 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 平成30年4月1日 令和9年12月31日

7 4073500649 糸島市社会福祉協議会二丈ヘルパーステーション 糸島市二丈深江１２９３番地１　糸島市高齢者福祉施設二丈苑内 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 平成30年4月1日 令和9年12月31日

8 4073500656 糸島市社会福祉協議会志摩ヘルパーステーション 糸島市志摩初１番地　糸島市健康福祉センターふれあい内 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 平成30年4月1日 令和9年12月31日

9 4073500789 ヘルパーステーション　優 糸島市志摩師吉７３９番地１ 社会福祉法人友泉会 平成30年4月1日 令和5年6月30日

10 4073500813 訪問介護ステーション神楽の守 糸島市志摩井田原５９番１０号 株式会社アース 平成30年4月1日 令和5年8月31日

11 4073500821 みつまるケア 糸島市前原西１丁目１５番２３号 株式会社みつまる 平成30年4月1日 令和5年9月30日

12 4073500847 訪問介護ステーションぴーす 糸島市二丈福井２６２０番地１－６０７ 合同会社ぴーす結 平成30年4月1日 令和6年2月29日

13 4073500854 富の里ヘルパーステーション 糸島市富５０８番地４ 社会福祉法人　慈愛会 平成30年4月1日 令和6年3月31日

14 4073500904 ヘルパ－ステ－ション　みずき 糸島市神在９６番地１ 株式会社ナカニワ 平成30年4月1日 令和6年12月31日

15 4073501621 訪問介護事業所　tetote 糸島市二丈武４９番地３ 株式会社新上五島在宅ケアセンター 令和4年4月1日 令和10年3月31日

糸島市が総合事業者指定を行った事業所一覧

※上記事業所は、「Ａ２」コードで請求する必要がありますので、ご注意ください。



令和4年10月1日現在糸島市が総合事業者指定を行った事業所一覧

○旧介護予防通所介護相当サービス

事業所名 所在地 申請者 指定年月日 有効期限

1 4073500060 マイネスハウス　デイサービスセンター 糸島市高上１７１番地 社会福祉法人　千草会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

2 4073500144 富の里デイサービスセンター 糸島市富５０８番地４ 社会福祉法人　慈愛会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

3 4073500235 医療法人太田脳神経外科医院デイサービスセンターいこい 糸島市浦志２丁目２１番２号 医療法人太田脳神経外科医院 平成30年4月1日 令和9年2月28日

4 4073500375 アクティブデイサービス　笑顔 糸島市前原１０２６番地６ 有限会社　笑顔 平成30年4月1日 令和9年4月9日

5 4073500383 ＪＡ糸島デイサービスセンターひまわり 糸島市浦志２丁目２番１２号 糸島農業協同組合 平成30年4月1日 令和9年5月25日

6 4073500664 糸島市社会福祉協議会デイサービスセンター 糸島市潤１丁目２２番１号糸島市健康福祉センターあごら内 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 平成30年4月1日 令和9年12月31日

7 4073500672 糸島市社会福祉協議会デイサービス「福寿苑」 糸島市二丈福井４８２２番地１ 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 平成30年4月1日 令和9年12月31日

8 4093500199 笑顔の家　深江デイサービス 糸島市二丈深江１７０２番地１５ 株式会社グランリールス 令和4年10月1日 令和10年9月30日

9 4073500896 マイネスハウス浦志デイサービスセンター 糸島市浦志３丁目４番１２号 社会福祉法人　千草会 平成30年4月1日 令和6年6月30日

10 4073500920 運動ひろば愛もっと倶楽部 糸島市神在１３４４番地１６ 株式会社ピュア・ビス 平成30年4月1日 令和7年1月31日

11 4073500946 デイサービスセンターそれいゆ 糸島市前原東１丁目５番１７号 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 平成30年4月1日 令和7年7月31日

12 4073500961 デイサービスセンターくらじ 糸島市井田４７１番地１ 株式会社蔵治 平成30年4月1日 令和7年9月30日

13 4073500987 ケア・オアシス南風台デイサービス 糸島市南風台７丁目１番８号 株式会社新希望 平成30年4月1日 令和8年1月31日

14 4073501027 デイサービス伊都の里 糸島市潤４丁目７番６号 株式会社ジョウジマ 令和3年7月1日 令和8年2月28日

15 4073501159 しのはらの里デイサービスセンター 糸島市篠原西２丁目１３番１３号 社会福祉法人　慈愛会 平成30年4月1日 令和9年3月31日

16 4073501233 リハビリ特化型デイ　ムーブメントプロ前原 糸島市前原駅南１丁目３番１号　サンスーシー桜台１階 株式会社アールアンドシー湘南 平成30年4月1日 令和4年3月30日

17 4077100032 仙寿苑デイサービスセンター 糸島市二丈深江２２９１番地１ 社会福祉法人　二丈福祉会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

18 4077200071 デイサービスセンター志摩園 糸島市志摩久家２５２７番地２ 社会福祉法人志摩会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

19 4077200089 デイサービスセンター第二志摩園 糸島市志摩初１番地１　健康福祉センターふれあい内 社会福祉法人志摩会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

4077200089 姫島デイサービスセンター 糸島市志摩姫島１０８２番地１　姫島福祉センターはまゆう内 社会福祉法人志摩会 平成30年4月1日 サテライト

20 4077200097 デイサービスセンター・あかり 糸島市志摩小富士２５８番地 医療法人　波多江外科医院 平成30年4月1日 令和8年3月31日

21 4073500870 前原中央デイサービス 糸島市前原中央３丁目１７番１号 伊都ケアサービス株式会社 平成30年4月1日 令和6年5月31日

22 4073500771 デイサービスセンター神楽の守 糸島市志摩井田原５９番１０号 株式会社アース 平成30年4月1日 令和5年4月30日

23 4073500912 デイサービスセンターみずき 糸島市神在９６番地１ 株式会社ナカニワ 平成30年4月1日 令和6年12月31日

24 4073501290 デイサービスこころ 糸島市波多江駅南２丁目１３番２５号 株式会社　こころ 平成30年4月1日 令和5年2月28日

25 4073501407 デイサービスセンターいこいの里糸島 糸島市荻浦４２２番地１ 株式会社　ウキシロケアセンター 平成30年4月1日 令和6年2月29日

26 4093500132 せどなデイサービスセンター 糸島市加布里９６０番地２ 株式会社味楽寿司 平成30年4月1日 令和5年5月31日

27 4073501381 デイサービスセンター神楽の守　怡土館 糸島市篠原東３丁目６番３１号 株式会社　アース 平成30年4月1日 令和5年12月31日

28 4093500157 デイサービス彩々 糸島市浦志２丁目２０番１７号 株式会社　ファイナルプラン 平成30年6月1日 令和6年5月31日

29 4093500173 デイサービスゴーゴーロク 糸島市波多江駅南２丁目１４番８号 株式会社こころ 令和3年11月1日 令和9年10月31日

30 4073501639 通所介護事業所すまいるはぁと 糸島市二丈武４９番地３ 株式会社新上五島在宅ケアセンター 令和4年4月1日 令和10年3月31日

31 4093500181 ワン・ツウ・デイスポーツクラブ 糸島市前原北１丁目６番３４号 株式会社環境技研 令和4年4月1日 令和10年3月31日

32 4073501688 デイサービスセンター桜寿のさと伊都 糸島市高田１丁目７番１号 株式会社桜寿福祉会 令和4年7月1日 令和10年6月30日

33 4071101499 さかいの樹　学研都市 福岡市西区今宿３丁目４０番２７号モックファーストビル１０３号室 株式会社医倖会 平成30年4月1日 令和10年3月31日

4071101499 さかいの樹　今宿　学研都市サテライト 福岡市西区今宿１丁目３１番２６号 株式会社医倖会 サテライト サテライト

34 4071200945 生の松原デイサービスセンター 福岡市西区生の松原１丁目３３番１号 株式会社エス・エス・カンパニー 平成30年4月1日 令和10年2月20日

35 4071202354 健寿デイサービス周船寺苑 福岡市西区千里４１８番地１ エム・ケー・アール株式会社 平成30年4月1日 令和5年4月30日

36 4071202628 デイサービスセンター　よかよかⅡ 福岡市西区周船寺１丁目１２番３６号 株式会社まちのえき 平成30年4月1日 令和6年3月31日

37 4071202891 デイサービスセンターｋｕｋｕｎａ 福岡市西区今宿東１丁目２４番６号 株式会社ＫＵＫＵＮＡ 平成30年4月1日 令和7年8月31日

※上記事業所は、「Ａ６」コードで請求する必要がありますので、ご注意ください。



令和4年10月1日現在糸島市が総合事業者指定を行った事業所一覧

○通所型サービスＡ

事業者番号 事業所名 所在地 申請者 指定年月日 有効期限

1 40A3500048 生きがいデイ教室　仙寿苑デイサービスセンター 糸島市二丈深江２２９１番地１ 社会福祉法人　二丈福祉会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

2 40A3500030 生きがいデイ教室糸島市社会福祉協議会デイサービスセンター 糸島市潤１丁目２２番１号 社会福祉法人　糸島市社会福祉協議会平成30年4月1日 令和9年12月31日

3 40A3500055 生きがいデイ教室「デイサービスセンター第二志摩園」 糸島市志摩初１番地　健康福祉センターふれあい内 社会福祉法人　志摩会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

40A3500055 生きがいデイ教室「姫島デイサービスセンター」 糸島市志摩姫島１０８２番地１　姫島福祉センター「はまゆう」内 社会福祉法人　志摩会 平成30年4月1日 サテライト

4 40A3500014 生きがいデイ教室　富の里デイサービスセンター 糸島市前原東２丁目２番１０号　介護予防センターはつらつ館 社会福祉法人　慈愛会 平成30年4月1日 令和8年3月31日

5 40A3500022 生きがいデイ教室「マイネスハウス」 糸島市蔵持８５７番地３ 社会福祉法人　千草会 平成30年4月1日 令和8年3月31日


