
施 設 住 所 電   話 備        考

鶴見6組－1 73-8989

 石垣東1丁目9番20号 テラス石垣1Ｆ 76-5866

 石垣西10丁目9番13号 豊ビル102 25-7722

大畑2－1 飛鳥ビル１階 85-8088

山の手町2番17号 23-5582

亀川中央町9番27号 66-8844

浜脇1丁目8-5 浜脇高層店舗B 25-6811

施  設  名 定員 施 設 住 所 電   話 備        考

  紅  葉  寮 65  北中7組-1 66-5020

  ｼﾙﾊﾞｰﾎｰﾑはるかぜ 50  鶴見8組-5 26-1165

  亀川和幸苑 50  亀川東町11番1号 67-5200

  一  燈  園 50  堀田4組 25-8888

  石垣一燈園 50  石垣東3丁目3番3号 21-2228

  静  雲  荘 52  湯山5組 67-2311

  茶  寿  苑 64  北鉄輪3組 66-5021

  ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑはるかぜ 50  鶴見8組-5 25-7371

  和  幸  苑 50  野田2組 67-6211

  別府ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ泰生園 54  大字鶴見1068番地(明礬) 66-9988

  友  和  苑 50  亀川東町8番20号 66-0007

  楼    　蘭 50  小倉4-3 73-8848

  偕  楽  園（地域密着型） 29  南荘園町25組 22-2515

  静  雲  荘（地域密着型） 20  湯山5組 67-2311

  茶  寿  苑（地域密着型） 18  北鉄輪3組 66-5021

  ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑはるかぜ(地域密着型) 20  鶴見8組-5 25-7371

  別府石垣園(地域密着型) 29 石垣西2丁目1番31号 25-1688

  閑  話  園 50  北鉄輪3組 66-0707

  福  寿  園 50  小倉2組 21-7700

  ケアハウス別府石垣園 50  石垣西2丁目1番31号 25-1688

  ケアハウス楼蘭 50  大字鉄輪1068番地(北鉄輪) 66-7728

  ケアハウス恵幸園 50  小倉5の1の2組 66-8488

  ケアハウスサンクレールいっとうえん 50  石垣東３丁目1-3 21-5851

  愛の里サンヴィラ 100  山の手町17組の1 25-2155

  はぴね別府流川 45  秋葉町9番18号 22-0108

  ケアホーム偕楽園(別館を含む) 56  南荘園町25組 27-5560

  はぴね別府亀川 36  亀川中央町10番31号 27-8050

  石垣一燈園 32  石垣東3丁目3番3号 21-2327

  ゆうゆうの郷 白雲山荘 56  大字南立石観海寺2488番地の1(観海寺) 21-8050

  バーデンハイム楼蘭 40  小倉4組3 24-6644

  さわやかハートピア明礬 50  大字鶴見1190番地の1 66-1321

  シルバーハウスひなたぼっこ 38  南立石1区2組1 21-8100

  グループリビング歩 32  大字鶴見4548番地1878 75-8704

  住宅型有料老人ホーム 里庵 46  石垣西9丁目1番38号 23-0010

  住宅型有料老人ホーム さわやか別府の里 36  堀田4組2 26-1117

  アシステッドリビング みどり 22  中島町19番28号 27-0088

  有料老人ホーム 清水の郷 33  石垣東9丁目1番37号 73-5510

  グループリビングさくら草 15  大字鶴見1535-4(小倉1-2) 85-8808

  おぐら山荘 22  大字鶴見1561-2 85-8307

  グループリビング 歩Ⅱ 52  大字鶴見字古殿434番1 75-8814

  ケアいまじん別府朝見 56  朝見３丁目3955番2 76-5515

  アンジュ別府 51  大字鉄輪671番地 85-8563

  有料老人ホーム まごころ 20 大字鶴見字竹ノ内2169-1, 2170-1 75-8851

  有料老人ホーム 白梅の花 50 中島町11番25号 24-2000

  シルバーケアハウス祐 40 大字鶴見鶴見原4548-396（扇山） 25-3100

  住宅型有料老人ホーム 福笑居 16 南荘園町6組 75-8612

  生活倶楽部 心 50 上原町3188番1 22-2220

  有料老人ホーム 湯けむりの郷 9 大字鶴見3275番地の2 22-3222

  住宅型有料老人ホーム きずな 68 平田町2番2号 84-7165

＊入所受付については高齢者
福祉課で行います。

＊入所については、個人で施
設へ直接お申込みください。

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

ケアハウス

■ 別府市内老人ホーム
種     類

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム
＊入所については、個人で施
設へ直接お申込みください。

* ** *** ***   市内福祉施設・事業者インフォメーション   *** *** ** *

■ 地域包括支援センター

＊在宅の高齢者やその家族等
に対し、在宅介護に関する総
合的な相談に応じるととも
に、各種保健福祉サービスが
受けられるよう相談に応じて
います。
（相談は無料です。）

  別府市青山・東山地域包括支援センター

名               称

  別府市中部地域包括支援センター

  別府市鶴見台地域包括支援センター

  別府市朝日地域包括支援センター

  別府市山の手地域包括支援センター

  別府市浜脇地域包括支援センター

  別府市北部地域包括支援センター
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施  設  名 定員 施 設 住 所 電   話 備        考

  住宅型有料老人ホーム エミアス鉄輪 42 大字鉄輪628番地の3（御幸） 76-5220

  有料老人ホーム心春 57 中島町2番4号 26-6001

  有料老人ホーム大宮司 32 大字鶴見字大宮司543-4 27-9888

  グループリビング歩Ⅲ 62 大字鶴見字古殿434番2 84-7676

  はーとふるほーむ春花 96 大字鶴見字二つ藪1951番地30 21-0015

  桜手鞠 40 扇山２１組－１０ 75-8821

  住宅型有料老人ホーム里庵アネックス 34 石垣東１０丁目１番２５号 27-8833

  有料老人ホーム心和の里 38 扇山５組１ 24-3911

  有料老人ホームグループリビング別府中島 40 中島町１２－２１ 85-7788

  シェアハウスきりしま 6 火売８組－４ 66-0887

  住宅型有料老人ホームケアー・ホープ 木もれび 8 鶴見6組2-2 84-7433

  住宅型有料老人ホーム ミスト 24 鶴見6組の1 24-3310

  有料老人ホーム 浜脇 47 浜脇1丁目2-5 73-6600

  住宅型有料老人ホーム 堀田一燈園 53 堀田4組 76-5222

  有料老人ホーム せいか南立石 28 大字南立石１２４８番地の１ 76-8388

  住宅型有料老人ホーム 湯けむりの森ウェルビレッジ別府 29 鉄輪東１１組 85-7090

  別府湾リゾートホーム 60 大字浜脇２９－２ 27-1333

  住宅型有料老人ホーム さんさんの荘シーサイドタウン関の江 6 関の江新町７－５ 27-1331

  メゾン・ド・いっとうえん 78戸  石垣東3丁目1番40号 25-8895

  ケアコートはるかぜ 30戸 石垣西10丁目2942 26-1165

  サービス付き高齢者向け住宅つどい 16戸 末広町3番1号 21-1341

  サービス付き高齢者向け住宅ほほえみ 49戸 中島町17番6号 27-5700

  サービス付き高齢者向け住宅シニアハイツ年輪 37戸 堀田4組の2 22-2128

  サービス付き高齢者向け住宅ローズガーデン野口元町 30戸 野口元町1775番地 21-6261

  ローズいまじん別府石垣 30戸 石垣東4丁目1-51 24-3100

  サービス付き高齢者向け住宅アネックス 60戸 野口元町1776-1 21-6261

  サンクレールいっとうえん 50戸 石垣東3丁目1-3 27-2882

  サービス付き高齢者向け住宅 まほろば 56戸 上人ヶ浜町7-48 67-0789

電話番号

27-3613

21-1771

66-9988

23-1818

66-7158

67-8668

67-3376

67-3322

66-9988

27-9020

24-2345

 グループホーム  偕楽園  大字南立石2170番地22(南荘園町2５組) 22-5553

51-5241

電話番号

25-7003

66-6222

25-2340

27-5700

76-5222

電話番号

84-7184

電話番号

76-5522

76-5231

75-8816

 小規模多機能型居宅介護両郡橋事業所  福祉の森  大字浜脇字鳴川236番2

所 在 地(別府市）

 小規模多機能型居宅介護事業所  ほほえみ

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事 業 所 名

 複合型サービス  くろき  平田町2番2号

 中島町17番6号

■ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護ステーションエミアス鉄輪  大字鉄輪628番地の3

 ケアコールセンターめぐみ

 大字南立石347番地の7

 大字南立石2170番地の33

 鉄輪上4組

 グループホーム  浜脇

 グループホーム  新別府一燈園

 グループホーム  「リベラ・ホームおぐら」

 鉄輪東8組

 大字鶴見字中山田1068-1

種     類

 浜脇２丁目10番2号

 小規模多機能型居宅介護施設  茶寿苑  

■ 小規模多機能型居宅介護事業所

 亀川東町20-14

事 業 所 名 所 在 地(別府市）

 小規模多機能型居宅介護（サテライト型）光町事業所  福祉の森

有料老人ホーム

 大字鶴見字新別府3051-3

 グループホーム  ゲンジョウ

 グループホーム  「リベラ・ホーム別府」

所 在 地(別府市）

＊入所等詳細については、施
設にお尋ねください。

 堀田8組

 光町11-5

事 業 所 名

■ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

 和幸苑グループホーム  あゆみ 

 和幸苑グループホーム  望み  亀川東町20-14

サービス付き高齢者向け住宅

 グループホーム  小倉ゲンジョウ  大字薬師田1760-3(小倉4組3)

 大字鶴見字小倉1665番地164

 グループホーム  やまなみ

＊入所等詳細については、施
設にお尋ねください。

 グループホーム  大観苑

 上人南10組 グループホーム  大学通り一燈園

 はぴね別府  天満町2-17

 北鉄輪3組

 多機能型サービス一燈園

事 業 所 名 所 在 地(別府市）

 中島町2番4号

 24時間いつでもコール偕楽園
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電話番号

66-6555

21-2190

23-5533

21-3666

22-1415

67-3356

66-9966

25-5051

76-5536

27-1515

66-5883

27-6200

26-3230

23-5644

75-8066

23-7000

25-4555

66-1213

73-9422

25-6463

22-1677

22-3113

23-3315

27-8355

75-8617

21-1165

75-8282

27-8330

85-8561

84-7881

80-7223

27-5580

75-9100

76-5325

75-6839

84-7729

75-8880

23-2313

76-8182

75-6302

66-0887

70-9104

76-5081

75-9685

85-8571

76-7200

26-6550

85-8771

24-3313

80-1758

26-4533

※ 受付時間や申込方法など詳細については、各事業者等の窓口へ直接お問合せ下さい。

※ 現在休止中の事業所も含まれています。

 上田の湯町15-40 別府市成年後見支援センター内

 介護保険サービスセンター 一燈園

 こねん居宅介護支援事業所  千代町4番15号 伊藤ビル１Ｆ

 セントケア別府

 居宅介護支援事業所母家

 石垣西4丁目5番12号 九十歩ビル1階

 石垣西8丁目5番30号

 新別府5-1-2

 居宅介護支援センター むらはし

 介護保険サービスセンター青葉  石垣西3丁目2-5　丸栄ビル1Ｆ

 Fｉｒｓｔ　ｓｔａｒ

 石垣東10丁目1-25

 和幸苑 介護保険サービスセンター

 内田介護支援センター

 扇山6-1-3

 居宅介護支援センターつばさ

 在宅相談支援　晴々

 介護の窓口相談センター  南立石本町1組

 介護保険サービスセンター南立石一燈園

 南立石1区2組1 指定居宅介護支援センターげんき

 明礬5組-1 さわやかハートピア明礬 内

 居宅介護支援センター 歩

 ケアステーション かんなわ

 湯のまちケアプランセンター

 鶴見中野500－51

 ケアプランセンターたけい  幸町11番24号

 介護保険サービスセンタースマイル  新別府2組1

 ローズガーデン居宅介護支援事業所  野口元町1770番地6の2 リル・アリュール103号室

 大字鶴見字犬馬場2891番地5

 大字南立石1079番地の132

 大字鶴見字北中214番地1

 石垣西2丁目2番13号

 南荘園町6組

 大字鶴見字古殿434番1

 居宅介護支援事業所 偕楽園  南荘園町25組

 上人南10組

 居宅介護支援センター くろき

 やまなみ苑 指定居宅介護支援事業所

 ハーモニーふじみ 介護保険センター

 介護保険サービスセンター いでゆの園

 泰生の里 介護保険プランニングセンター別府

 別府市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

 堀田8組

 別府市医師会居宅介護支援センター

 末広町3-1

 上田の湯町10-5

 さわやかケアプランセンター別府

 居宅介護支援センター 福笑居

 千代町2番5号

 浜脇1丁目9番3号

 浜脇2丁目3-3

 指定居宅介護支援事業所 愛音

 北的ヶ浜町5-19

 大字鶴見45番地の3

 平田町2番2号

 上人ヶ浜町9組

 中島町17-6

 介護保険サービスセンター なの花

 介護保険サービスセンター はるかぜ

■ 指定居宅介護支援事業者

 北鉄輪3組 別府市介護保険サービスセンター茶寿苑

事 業 者 名 所 在 地(別府市）

 居宅介護支援事業所 ひまわり

 一燈園介護保険サービス浜脇センター

 介護保険センターゆーあい  松原町13番13号

 ケアプランセンター湯けむりの郷

 南立石八幡町3組

 居宅介護支援センターてらす

 石垣西３丁目９番20号 第2大鳥ビル203号

 大字鶴見2670番地の34 三笠ビル1Ｆ

 居宅介護支援事業所　和～のどか  鶴見7組－3日小田アパート1Ｆ

 かがやき社会生活相談センター  鉄輪東3組5

 ＪＡべっぷ

 鶴見8組-5

 大字鶴見字中山田1068-1

 石垣西7丁目4-7

 介護保険サービスセンター 大学通り一燈園

 石垣東3丁目3番3号

 亀川中央町19-13 一燈園 亀川 介護保険サービスセンター

 介護保険センター マイウェイ

 グリーンコープケアプランセンター別府

 指定居宅介護支援センターあやめ

 亀川東町8番20号

 介護保険サービスセンター さかもと

 介護サポートセンターえにし  立田町3543番地6

 扇山５組２

 ＮＰＯ法人たすけあい組織鼓楼

 石垣東１丁目６番２０号

 居宅介護支援事業所ミスト  東荘園5丁目1組 グランドハウスミスト
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電話番号

25-8888

21-2228

67-2311

66-5021

25-7371

67-6211

66-9988

66-0007

73-8848

22-2515

67-2311

66-5021

25-7371

25-1688

22-9678

24-8730

21-4333

66-4115

23-7113

21-0715

23-2833

25-0552

21-3030

23-3231

67-1211

24-0001

22-2228

※ 施設サービス（介護保険施設への入所・入院）を希望される方は、施設等へ直接お申込み下さい。

※ 現在休止中の施設も含まれています。

介護医療院

 湯山5組

 大字鶴見1068番地(明礬)

 堀田4組

  友  和  苑

  ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑはるかぜ(地域密着型)  鶴見8組

  静  雲  荘（地域密着型）

施  設  名 所 在 地(別府市）区 分

 浜脇1-2-5

 南立石2区6組

 ヒロセ内科医院

 いでゆの園

 楠町2-17

 駅前本町5-23

 大畑6組

 浜脇記念病院介護医療院

 さかい内科医院

 ふじみ介護医療院  北的ヶ浜町5-19

 馬場医院

 千馬内科医院

 上人ｹ浜町9組

 大字鶴見4333番地 シェモア鶴見

 介護医療院くろき  照波園町14-28

 介護医療院むらはし  千代町2番5号

  茶  寿  苑（地域密着型）

 北鉄輪3組

 鶴見8組-5

  偕  楽  園（地域密着型）

  石垣一燈園

 野田2組

 亀川東町8番20号

  別府ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ泰生園

  静  雲  荘

  和  幸  苑

■ 介護保険施設

  一  燈  園

  ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑはるかぜ

 湯山5組

  茶  寿  苑

 中島町14-6
介護老人保健施設
(老人保健施設)

 サン・ヘルスピア  一燈園

 メディケア別府

 北鉄輪3組

 石垣西2－1－31

  楼    　蘭  小倉4-3

 やまなみ苑  堀田8組

 堀田4組

  別府石垣園（地域密着型）

介護老人福祉施設
(特別養護老人ﾎーﾑ)

 南荘園町25組

介護療養型医療施設

 石垣東3丁目3番3号
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