
福祉系高等学校等の設置に基づく情報公開 

【設置者に関する情報】 

①名称     大分県 

②代表者氏名  大分県知事  廣瀬 勝貞 

③所在地    大分県大分市大手町３丁目１番１号 

【福祉系高等学校等に関する情報】 

①名称、住所及び連絡先 

  大分県立大分南高等学校 

      大分県大分市大字中判田２３７３番１ 

      ℡０９７－５９７－６００１  

②校長  安部 真彦 

③開設年月日 平成２４年４月１日 

④学則  

設置目的･･･学校教育法から抜粋 

【学校教育法】 

第五十条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な

普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 

名称、位置、修業年限･･･大分県立高等学校学則から抜粋 

【大分県立高等学校学則】 

（名称、位置等） 

第二条 高等学校の名称、位置、科、課程及び学科は、別表のとおりとし、生徒募集定員は、別に

定めるところによる。 

 別表（第二条関係） 

名  称 位置 課程 設置学科 

大分県立大分南高等学校 本校 大分市 全日制 
普通科 

福祉科 

    

（修業年限） 

第三条 学校の修業年限は、次のとおりとする。 

     全日制の課程   三年 

      

      

      

 

 



学年、学期及び授業を行わない日･･･大分県立高等学校学則から抜粋 

【大分県立高等学校学則】 

第二章 学年、学期及び休業日 

（学年及び学期） 

第六条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 

 ２ 学年を分けて、次の三学期とする。 

    第一学期  四月一日から八月三十一日まで 

    第二学期  九月一日から十二月三十一日まで 

    第三学期  一月一日から三月三十一日まで 

 ３ 校長は、前項の規定にかかわらず学年を分けて、前学期及び後学期の二学期とすることがで

きる。この場合において、校長は、あらかじめ、大分県教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）に届け出なければならない。 

（休業日） 

第七条 学校の休業日は、次のとおりとする。 

  一 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日 

  二 日曜日及び土曜日 

  三 学年始休業日 四月一日から四月七日まで 

  四 夏季休業日  七月二十一日から八月三十一日まで 

  五 冬季休業日  十二月二十五日から翌年一月七日まで 

  六 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで 

  七 農繁期休業日  農業に関する学科を設置する学校においては、学年を通じて七日以内で、

校長があらかじめ教育委員会に届け出て定める日 

  八 その他の休業日 前各号に定めるもののほか、非常変災その他急迫の事情により休業した

日又は校長が必要と認めた日 

編入学、休学、復学、退学･･･大分県立高等学校学則から抜粋 

【大分県立高等学校管理規則】 

（編入学） 

第十八条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学することのできる者は、相当年齢に達し、当該

学年に在籍する者と同等以上の学力があると校長が認める者とする。 

 ２ 前項の入学は、教育上支障がないと認めた場合は、選考の上、許可することができる。 

（休学） 

第二十一条 病気その他やむを得ない事由により三月以上出席することができず休学をしようとす

る生徒の保護者は、休学願に医師の診断書等その事由を証する書類を添えて校長に提

出しなければならない。 

 ２ 校長は、前項の事由が正当であると認めるときは、休学を許可することができる。 

 ３ 休学の期間は、三月以上一年以内とする。 

 ４ 校長は、引き続き休学をしようとする生徒の保護者が第一項に定める手続きを行ったときは、 

前項の規定にかかわらず、当該休学を通算して二年以内の期間を限り延長することができる。 



 ５ 校長は、前項に定める休学の期間が満了し、なお復学できない生徒については、これを除籍

するものとする。 

（復学） 

第二十三条 休学中の者で、休学の事由が消滅し、復学しようとする生徒の保護者は、復学願に医

師の診断書等その事由を証する書類を添えて校長に提出しなければならない。 

 ２ 校長は、前項の事由が適当であると認めるときは、復学を許可するものとする。 

（退学） 

第二十四条 病気その他の事由により退学をしようとする生徒の保護者は、退学願を校長に提出し

なければならない。 

 ２ 校長は、前項の事由が正当であると認めるときは、退学を許可するものとする。 

成績考査･･･大分県立高等学校学則、大分県立大分南高等学校教務内規から抜粋 

[1]評  価 

評価は、コース・類型別に行う。学期毎に、各教科（科目）とも生徒の考査・平常の学習状況

等（出席状況・努力の程度・学習態度・小テスト・課題の提出状況等）を総合して、100点法、

1 点きざみにより成績評価をする。 

[2]単位認定 

 (1)学年末に各教科（科目）とも生徒の履修した教科（科目）の成果を 5段階評定とする。 

 (2)単位の認定は教科会議を経、職員会議に諮って、校長が決定する。 

 (3)単位合格の基準は評価点 30点以上とする。 

[3]進級認定 

 (1)所定の教育課程を履修し、教科（科目）の単位をすべて修得したものに進級を認める。 

 (2)次のいずれかに該当するものは原則として進級を認めない。 

  ア．出席日数が出席すべき日数の 3分の 2に満たない者。 

  イ．学習や生活面に問題のある者。 

 (3)進級を認められない場合は、原級留置となり、履修評定等は記録に留めるが、再び当該学年に

定められた教育課程をすべて履修するものとする。 

[4]卒業認定 

 校長は生徒が所定の教育課程を履修し、その成果が満足できるものと認められるときは卒業を認

める。 

[5]介護福祉士国家試験の受験資格 

 下記項目のいずれをも満たす場合には、介護福祉士国家試験の受験資格を得たものと認める。 

 (1)本校所定の教育課程に基づく教科・科目の所定の単位をすべて修得することが見込まれるこ

と。 

 (2)介護実習の欠課時数が、出席すべき時間の 5分の 1をこえていないこと。 

 

 

 

 



教職員の組織･･･大分県立高等学校学則、大分県立学校管理規則から抜粋 

【大分県立高等学校学則】 

（職員組織） 

第四条 学校の職員組織は、大分県立学校管理規則（昭和四十二年大分県教育委員会規則第一号）

の定めるところによる。 

【大分県立学校管理規則】 

第五章 職員組織 

（職員） 

第十一条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。 

 ２ 前項の職員のほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、技術職員その他必要な職員を置く。 

賞罰･･･大分県立高等学校学則から抜粋 

【大分県立高等学校学則】 

（表彰） 

第二十九条 校長は、性行、学業その他について優秀な生徒を表彰することができる。 

（懲戒） 

第三十条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。

ただし、体罰を加えることはできない。 

 ２ 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行なう。 

 ３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行なうことができる。 

    一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

    二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

    三 正当な理由がなく出席常でない者 

    四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

【養成課程に関する情報】 

①教育課程表 （平成２５年度入学生） 

 教 科 科 目 
標準単

数 
第１学年 第２学年 第３学年 合計 

国語 
国語総合 ４ ３ ２  

９ 
現代文Ｂ ４   ４ 

地理歴史 

世界史Ａ ２   ２ 

４ 日本史Ａ ２    

地理Ａ ２    

公民 現代社会 ２ ２   ２ 

数学 
数学Ⅰ ３ ２ ２  

６ 
数学Ａ ２   ２ 

② 



理科 
科学と人間生活 ２ ２   

４ 
生物基礎 ２   ２ 

保健体育 
体 育 ７～８ ３ ３ ２ 

１０ 
保 健 ２ １ １  

芸術 

音楽Ⅰ ２    

２ 美術Ⅰ ２    

書道Ⅰ ２    

外国語 
コミュニケーション英語Ⅰ ３ ３   

７ 
コミュニケーション英語Ⅱ ４  ２ ２ 

家庭 家庭総合 ４  ２ ２ ４ 

情報 社会と情報 ２ ２   ２ 

普通科目小計 ２０ １４ １６ ５０ 

福祉 

社会福祉基礎 ２～６ ２ ２  ４ 

介護福祉基礎 ２～６ ２ １ ２ ５ 

コミュニケーション技術 ２～４ １ １  ２ 

生活支援技術 ２～12 ２ ４ ４ １０ 

介護過程 ２～６  ２ ２ ４ 

介護総合演習 ２～６ １ １ １ ３ 

介護実習 ２～16 ３ ５ ５ １３ 

こころとからだの理解 ２～12 ２ ３ ３ ８ 

専門科目小計 １３ １９ １７ ４９ 

総合的な学習の時間     

ホームルーム活動 １ １ １ ３ 

単位総数計 ３３ ３３ ３３ ９９ 

   総合的な学習の時間は介護総合演習（３）により代替する。 

②定員   2学級 ８０名 

③入学までの流れ   大分県立高等学校入学者選抜実施要項による 

④費用   

１年次必要経費  約 １７万円 （入学料、教材費、実習費、制服、実習服、その他諸経費） 

２年次必要経費  約 １９万円 （教材費、実習費、修学旅行費、その他諸経費） 

３年次必要経費  約  ８万円 （教材費、実習費、国家試験受験料及び問題集代、その他諸経費） 

 

 

 

 

 

 

 

② 



⑤教員数、科目別担当教員名 

必置教員 

 

（教務に関する

主任者には氏名

の前に◎印を、領

域「介護」「ここ

ろとからだのし

くみ」に１人以上

必要な教員には

○印を記すこと） 

氏  名 担当科目 

◎南富美子 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

児玉美紀子 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

○後藤遥 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

○小野潤子  社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

矢島和子 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

達家めぐみ 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

 大井手久美 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

 道脇法子 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

戸次連実 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

医療的ケアを担 

当する教員  

道脇法子 社会福祉基礎、介護福祉基礎、介護過程、生活支援技術 

こころとからだの理解、コミュニケーション技術 

介護総合演習、介護実習 

その他の教員 戸次連実 家庭総合 

○小野潤子  家庭総合 

 黒野昌子 現代社会 

 野村浩之 現代社会 



 佐藤邦彦 現代社会 

⑥施設設備の概要 

土地面積 

83,400.15㎡ 
教室等の名称 面  積 教室等の名称 面  積 

 

建物延面積 

1933.1㎡ 

 

普通教室 64.6㎡  居宅介護実習室 84.6㎡ 

普通教室 64.6㎡  福祉情報処理室 138.4㎡ 

普通教室 64.6㎡ 地域交流実習室 151.8㎡ 

普通教室 64.6㎡ 福祉科準備室 61.1㎡ 

 普通教室 64.6㎡ 被服教室 129.7㎡ 

普通教室 64.6㎡ 調理教室 131.9㎡ 

介護実習室１ 190.5㎡ 教育相談室 34.2㎡ 

介護実習室２ 190.5㎡ 保健室 88.2㎡ 

更衣室 89.2㎡ 図書室 162.0㎡ 

入浴実習室 64.1㎡   

⑦教育用機械器具及び模型 

名    称 数 名    称 数 

実習用モデル人形 

人体骨格模型 

成人用ベッド 

移動用リフト 

スライディングボード・マット 

車いす 

簡易浴槽 

ストレッチャー 

排せつ用具 

歩行補助つえ 

盲人安全つえ 

２体 

１体 

２０床 

 １台 

 ２台 

２０台 

 １槽 

 ２台 

８０個 

２０本 

２０本 

視聴覚機器 

障がい者用調理器具・食器 

和式布団一式 

人体解剖模型 

吸引装置一式 

経管栄養用具一式 

処置台又はワゴン 

吸引訓練モデル 

経管栄養訓練モデル 

心肺蘇生訓練用器材一式 

 ５器 

１式 

１式 

１１体 

以下は今年度中に設

置予定 

⑧使用する教材 

・教科書 

科   目 出版社 名   称 

社会福祉基礎 実教出版 社会福祉基礎 新訂版 

社会福祉基礎 実教出版 社会福祉基礎 

介護福祉基礎 実教出版 介護福祉基礎 

・補助教材 

科   目 出版社 名   称 

社会福祉基礎 医学評論社 介護福祉用語事典 



   中央法規 新・介護福祉士養成講座 

   第５巻 コミュニケーション技術 

介護福祉基礎 中央法規 新・介護福祉士養成講座 

  第３巻 介護の基本Ⅰ 

新・介護福祉士養成講座 

 第４巻 介護の基本Ⅱ 

コミュニケーショ

ン技術 

中央法規 新・介護福祉士養成講座 

   第５巻 コミュニケーション技術 

大分県聴覚障害者協会  ハジメテノ手話テキスト 

大分県聴覚障害者協会  手話学習ボランティア活動の手引き 

生活支援技術 中央法規 新・介護福祉士養成講座 

   第６巻 生活支援技術Ⅰ 

新・介護福祉士養成講座 

   第７巻 生活支援技術Ⅱ 

介護総合演習 中央法規 新・介護福祉士養成講座 

   第 10巻 介護総合演習・介護実習 

介護実習 中央法規 新・介護福祉士養成講座 

   第 10巻 介護総合演習・介護実習 

こころとからだの

理解 

中央法規 新・介護福祉士養成講座 

   第 14巻 こころとからだのしくみ 

⑨福祉関係図書の蔵書数  １７３７冊 

⑩介護実習の内容及び特徴 

・介護実習の目標 

 介護福祉士に求められる知識・技術、価値・倫理などを総合的に実践する。 

1  利用者の生活の場である多様な介護現場において、利用者の理解を中心とし、これに併せて利用

者・家族との関わりを通じたコミュニケーションの実践、多職種協働の実践、介護技術の確認等を

行う。 

2 利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計

画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サー

ビスの提供となる実践力を習得する。 

⑪介護実習の実習内容 

〈 第１学年 〉１３日間 

・高齢者等通所施設（デイサービス・デイケア）実習 

  目標：1  利用者の理解をする（どのような暮らしをしているのか） 

2  施設の１日の流れや業務内容を理解する 

3  職員の動きを観察し、基本的な介護技術の実践ができる 

4  対人関係を意識したコミュニケーションを取ることができるようになる 

5  的確な記録・記述の方法を身につける 



・障がい者施設実習 

目標：1  利用者のニーズを理解する 

2  障がいに応じた介護技術の方法を理解し、実践できる 

3  チームアプローチについて理解するとともにチームの一員として介護を実践できる 

4  的確な記録・記述の方法を身につける 

〈 第２学年 〉２２日間 

・高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設）実習 

  目標：1  利用者のニーズを理解する 

2  施設の特徴や役割を理解する 

3  専門職の業務内容と介護職の職業倫理について理解する 

4  的確な記録・記述の方法を身につける 

5  安全性と快適さに配慮した基本的な介護技術を実践することができる 

6  レクリエーション活動の実践ができる 

〈 第３学年 〉２２日間 

・高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設）実習 

  目標：1  総合的な介護技術を実践し、専門職としての資質を身につける 

2  担当利用者のアセスメントを実施し、課題を明確にできる       

3  担当利用者の介護計画を立案し、実践できる 

4  チームアプローチについて理解するとともにチームの一員として介護を実践できる 

5  的確な記録・記述の方法を身につける    

 

月 １学年 ２学年 ３学年 

４    

５    

６   高齢者福祉施設（特別養老 

人ホーム、老人保健施設） 

実習（２２日間） 
７ 

  

８ 

高齢者等通所施設（デイサー

ビス・デイケア）見学実習（１

時間） 

  

９    

10  高齢者福祉施設（特別養老 

人ホーム、老人保健施設） 

実習（２２日間） 

 

11 
高齢者等通所施設（デイサー

ビス･デイケア）実習（９日間） 

 

12 障がい者施設実習（４日間）   

１    

２    

３    



⑫介護実習施設等の名称、住所    

 施設種及び施設名 施設種 住所 

1 臼杵市医師会介護保険老人施設南山園  

介護予防通所リハビリテーション 

高齢者通

所施設 

大分県臼杵市大字海添 250 

2 デイサービスセンター みつば苑 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市清川町砂田 1844 

3 （介護予防）認知症対応型通所介護               

デイサービスセンター あさぢ偕生園 

高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市朝地町朝地 889番地 2 

4 四季の郷 デイサービスセンター 高齢者通

所施設 

大分県臼杵市江無田 1119番地の 5 

5 老人保健施設 泉の里 通所リハビリ

テーション 

高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市三重町市場 1163番地 

6 デイサービスセンター 偕生園 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市大野町田中 700番地 2 

7 障害福祉サービス事業 光明 障害者施

設 

大分県豊後大野市三重町大字玉田 1508 番

地 

8 障がい者支援施設 潔き聖母の家 障害者施

設 

大分県臼杵市野津町大字都原 3590-1 

9 障害者支援施設 めぶき園 障害者施

設 

大分県豊後大野市犬飼町下津尾 4355-10 

10 障害福祉サービス事業所 ワークスペー

ス樫の木 

障害者施

設 

大分県大分市牧 3 丁目 197番地 

11 障がい者支援施設 ハーモニーの森 障害者施

設 

大分県大分市大字中戸次 6042 

12 生活介護事業所 第二杉の木園 障害者施

設 

大分県大分市上戸次 3967-2 

13 生活介護 杉の木園 障害者施

設 

大分県大分市大字田原 398-1 

14 指定障害者支援施設 第二博愛寮 障害者施

設 

大分県大分市中戸次 2131 

15 障害福祉サービス多機能型事業所  

さつき園小島生活介護 

障害者施

設 

大分県佐伯市長良小島 4917 

16 障害福祉サービス多機能型事業所 

さつき園小島就労移行支援 

障害者施

設 

大分県佐伯市長良小島 4917 

17 救護施設 大分県光明寮 障害者施

設 

大分県豊後大野市三重町大字玉田 1515 番

地 

18 臼杵市医師会 介護老人保健施設 南山

園 

介護老人

保健施設 

大分県臼杵市大字海添 250番地 



19 老人保健施設 メディトピアこが 介護老人

保健施設 

大分県大分市南鶴崎 2丁目 6番 22号 

20 老人保健施設 やすらぎ苑 介護老人

保健施設 

大分県大分市大字松岡字道ノ下 1946番地 

21 介護老人保健施設 ケアポート川崎 介護老人

保健施設 

大分県由布市挾間町古野 264番地 

22 特別養護老人ホーム 緑の園 介護老人

福祉施設 

大分県臼杵市大泊 220番地 

23 特別養護老人ホーム 栄寿荘 介護老人

福祉施設 

大分県臼杵市野津町大字落谷 530番地 

24 介護老人福祉施設 特別養護老人ホー

ム アイリスおおいた 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字横尾字武生 4451-8 

25 特別養護老人ホーム アルメイダメモ

リアルホーム 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字宮崎 1509 

26 有料老人ホーム樫の樹 介護老人

福祉施設 

大分県臼杵市野津町亀甲 751 

27 介護老人保健施設 豊西苑 介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市三重町百枝 1086-12 

28 老人保健施設 泉の里 介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市三重町市場 590番地 

29 介護老人保健施設 リバーサイド百々

園 

介護老人

保健施設 

大分県大分市津守字山崎 2742-1 

30 介護老人保健施設 大分豊寿苑 介護老人

保健施設 

大分県大分市大字皆春 1521-1 

31 介護老人保健施設 コスモス苑 介護老人

福祉施設 

大分県大分市東鶴崎 2-3-22 

32 介護老人保健施設 親和園 介護老人

保健施設 

大分県大分市大字中判田 1428-1 

33 介護老人保健施設 鶴望野 介護老人

保健施設 

大分県佐伯市鶴岡町 1丁目 11-59 

34 特別養護老人ホーム 四季の郷 介護老人

福祉施設 

大分県臼杵市江無田野地 1119-5 

35 特別養護老人ホーム 偕生園 介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市大野町田中 700-2 

36 特別養護老人ホーム 任運荘 介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市緒方町馬場 796-1 

37 特別養護老人ホーム 紫雲荘 介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市三重町本城 2050番地 



38 特別養護老人ホーム 玉光苑 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字市 459番地 

39 特別養護老人ホーム そうだ藤の森 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字寒田 202番地 

40 特別養護老人ホーム 情和園 介護老人

福祉施設 

大分県由布市庄内町大字西長宝 870-1 

41 特別養護老人ホーム 若葉苑 介護老人

福祉施設 

大分県由布市挾間町向原 1215-2 

42 臼杵市社会福祉協議会指定訪問入浴介

護事業所 

訪問介護 大分県臼杵市大字臼杵字祇園洲 4-1 

（社会福祉センター内） 

43 臼杵市社会福祉協議会指定訪問介護事

業所 

訪問介護 大分県臼杵市大字臼杵字祇園州 4-1 

（社会福祉センター内） 

44 ＪＡおおいた臼杵福祉サービスセンタ

ー 

訪問介護 大分県臼杵市江無田 1343-1 

45 野津町ヘルパーステーション 訪問介護 大分県臼杵市野津町大字野津市 1050番地 

46 ヘルパーステーションおがた 訪問介護 大分県豊後大野市緒方町馬場 21-1 

47 ヘルパーステーション竹田（竹田市社

協） 

訪問介護 大分県竹田市大字玉来 1299-2 

48 天心堂ホームヘルパーステーションた

んぽぽ戸次事業所 

訪問介護 大分県大分市大字中戸次 5185番地の 2 

49 指定訪問介護事業所 大分市ホームヘル

パーステーションさざんか駅南事業所 

訪問介護 大分県大分市金池南 1丁目 8番 16号 

50 小規模多機能型居宅介護施設 いぬか

い偕生園 

訪問介護 大分県豊後大野市犬飼町田原 2307番地-1 

51 （介護予防）訪問介護 ヘルパーセンタ

ー偕生園 

訪問介護 大分県豊後大野市大野町田中 700番地 2 

52 生活共同組合コープおおいた介護セン

ター訪問介護事業所 

訪問介護 大分県臼杵市大字臼杵字祇園洲 9番 16 

53 （介護予防）認知病対応型共同生活介護            

グループホームあさぢ偕生園 

介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市朝地町朝地 889番地 2 

54 滝尾 デイサービスセンター 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字下郡 941番地の 3 

55 通所介護（デイサービス）横瀬介護保険

サービスセンターいきいき 和みの郷

いきいき 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字横瀬 1050番地 



56 創生の里デイサービスセンター 高齢者通

所施設 

大分県大分市野田 306番地の 2 

57 デイサービスセンター ケンコー 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市犬飼町田原 77番地 7 

58 知的障害者入所更生施設 社会福祉法

人新友会        ひまわり園 

障害者施

設 

大分県大分市大字辻 911 

59 多機能型事業所 やまびこ広場 障害者施

設 

大分県大分市片島 1089 

60 生活介護事業 ケアやまびこ 障害者施

設 

大分県大分市片島 1089 

61 特別養護老人ホーム 創生の里 障害者施

設 

大分県大分市大字野田 306番地の 2 

62 社会福祉法人青樹会  特別養護老人ホ

ーム リバーサイド桃花苑 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字曲字箕久保 320番地 

63 介護老人福祉施設 特別養護老人ホー

ム花みずき 

介護老人

福祉施設 

大分県佐伯市大字池田 1699番地の 7 

64 特別養護老人ホーム 彦岳の太陽 介護老人

福祉施設 

大分県佐伯市大字狩生 418番地 2 

65 社会医療法人三愛会 介護老人保健施

設わさだケアセンター 

介護老人

保健施設 

大分県大分市大字市字大坪 11番地の 2 

66 介護付有料老人ホーム なかのしまの

杜 

介護老人

福祉施設 

大分県佐伯市中の島 3丁目 5583-1 

67 認知症対応型共同生活介護事業所               

グループホーム アイリス三重 

介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市三重町市場 150-2 

68 認知症対応型共同生活介護 グループ

ホームさるびあ 

介護老人

福祉施設 

大分県臼杵市野津町大字宮原 1181番地 

69 緑の園デイサービスセンターほのぼの 高齢者通

所施設 

大分県臼杵市大字大泊 220番地 

70 医療法人 ニコニコ診療所 介護老人保

健施設 ニコニコ銘水苑 

介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市三重町小坂 4110番地 7 

71 認知症対応型協同生活介護 優華グル

ープホーム 戸次の里 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市中戸次 4287番地 

72 グループホーム ふく福 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字上宗方 1037番地の 2 

73 グループホーム はなみずき 介護老人

福祉施設 

大分県大分市鴛野 1183番地の 1 

74 医療法人 博光会 グループホームつか

がわ藍 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市東春日町 5-25 



75 医療法人 博光会 グループホームつか

がわ萌 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市東春日町 5-25 

76 グループホーム けやき 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字横尾 3607番地の 1 

77 居宅介護支援総合福祉施設「憩いの館」 

グループホーム 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字津守字長田2547番地の6 

78 障害者支援施設 うえの園 障害者施

設 

大分県大分市東大道 2丁目 3番 3号 

79 知的障害者更生施設 第一博愛寮 障害者施

設 

大分県大分市大字野田 759番地 1 

80 身体障がい者デイサービスセンター 

創生の里 

障害者施

設 

大分県大分市大字野田 306番地の 2 

81 障害福祉サービス事業所 つわぶき園 障害者施

設 

大分県大分市顕徳町 3丁目 2番 21号 

82 就労継続支援Ｂ型 ばらの会作業所シ

ャローム大分 

障害者施

設 

大分県大分市中央町 1丁目 4番 22 サクラ

ヤビル 4Ｆ101 

83 地域活動支援センターⅡデイサービス

センターハーモニーの森 

障害者施

設 

大分県大分市中戸次 6042番地 

84 指定障害者支援施設 大分県のぞみ園 障害者施

設 

大分県由布市狭間町赤野 339番地の 1 

85 地域活動支援センター ファンタジア 障害者施

設 

大分県大分市中尾 603 

86 医療法人 博光会 小規模多機能ホーム

つかがわ 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市東春日町 5-25 

87 小規模ホーム ふじっこ 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字田尻字中山 419-1番地 

88 介護老人保健施設陽光苑 通所リハビリ

テーション 

介護老人

保健施設 

大分県大分市大字中戸次 4525番地 

89 介護老人保健施設ひろせ 通所リハビリ

テーション 

介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市千歳町新殿 771番地 1 

90 介護老人保健施設大分豊寿苑 通所リハ

ビリテーション  

介護老人

保健施設 

大分県大分市皆春 1521番地の 1 

91 介護老人保健施設 コスモス苑 介護老人

保健施設 

大分県大分市東鶴崎 2丁目 3番 22号 

92 介護老人保健施設ケアポート川崎 通

所リハビリテーション 

介護老人

保健施設 

大分県由布市狭間町古野 264番地 

93 介護老人保健施設 豊西苑 介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市三重町百枝 1086番地 12 



94 医療法人博光会 通所リハビリテーショ

ンつかがわ 

高齢者通

所施設 

大分県大分市東春日町 5-25 

95 老人保健施設やすらぎ苑 通所リハビ

リテーション 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字松岡字道ノ下 1946番地 

96 介護老人保健施設 リバーサイド百々園 

通所リハビリテーション 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字津守字山崎 2742-1 

97 通所リハビリテーション デイ・ケアや

ました 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字下判田 2349番地の 1 

98 社会医療法人三愛会介護老人保健施設 

わさだケアセンター 通所リハビリテー

ション 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字市字大坪 11番地の 2 

99 誠寿園デイサービスセンター（老人デイ

サービスセンター） 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字辻 933番地 

100 デイサービス ゆったり 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字杉原 699番地の 15 

101 デイサービスセンター あけぼの 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市犬飼町田原 1513番地 1 

102 デイサービス ひだまりの里 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字中戸次 1461番地の 1 

103 デイサービスセンター やまびこ 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市緒方町馬背畑 1875番地 

104 アクリス 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市緒方町馬場 21番地 1 

105 デイサービスセンター 悠々 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市上冬原 493番地 2 

106 通所介護  情和園デイサービスセンタ

ー 

高齢者通

所施設 

大分県由布市庄内町西長宝 870番地 1 

107 デイサービスセンター 創寿苑 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市千歳町新殿 314番地 1 

108 緑風苑デイサービスセンターＢ型 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字下郡字山崎 176-1 

109 デイサービスセンター 憩いの村 高齢者通

所施設 

大分県豊後大野市朝地町朝地 906番地 7 

110 若葉苑デイサービスセンター「ドリー

ム」 

高齢者通

所施設 

大分県由布市挟間町向原 1215番地 2 

111 玉光苑デイサービスセンター 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字市 459番地 



112 通所介護 旦の原デイサービスセンター

ひととき 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字旦の原 880-92 

113 医療法人博光会 デイサービスつかがわ

遊 

高齢者通

所施設 

大分県大分市東春日町 5-25 

114 医療法人博光会 デイサービスつかがわ

笑 

高齢者通

所施設 

大分県大分市東春日町 5-25 

115 なでしこガーデンデイサービス 高齢者通

所施設 

大分県大分市中戸次 798 

116 指定通所介護事業所 大分市老人デイサ

ービスセンターさざんか 

高齢者通

所施設 

大分県大分市金池南 1丁目 8番 16号 

117 デイサービスセンター かざぐるま 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字荏隈 1220番地の 23 

118 デイサービスセンター 明治清流苑 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字猪野 729番地 1 

119 社会福祉法人青樹会 リバーサイド桃花

苑デイサービスセンター 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字曲字箕久保 320番地 

120 居宅介護支援総合福祉「憩いの館」 デ

イサービスセンター 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字津守字長田2547番地の6 

121 通所介護 太平の里デイサービスセンタ

ー 

高齢者通

所施設 

大分県大分市南太平寺 2組の 3 

122 寿志の里デイサービスセンター 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字中判田 1342-3 

123 認知症対応型通所介護 デイサービス碧

（みどり） 

高齢者通

所施設 

大分県大分市大字下判田 2349番地の 1 

124 デイサービス うさぎとかめ 高齢者通

所施設 

大分県大分市緑が丘 4丁目 26番 8号 

125 そうだ藤の森デイサービスセンター 高齢者通

所施設 

大分県大分市大字寒田 202番地 

126 特別養護老人ホーム誠寿園（特別養護老

人ホーム） 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字辻 902番地 

127 指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホ

ーム庄の原苑 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字荏隈字庄ノ原 1798番地 

128 特別養護老人ホーム 明治清流苑 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字猪野 729番地 1 

129 特別養護老人ホーム 緑風苑 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字下郡字山崎 167-3 

130 特別養護老人ホーム 温水園 介護老人

福祉施設 

大分県由布市湯布院町川北 2037番地 



131 特別養護老人ホーム 寿志の里 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字中判田 1342-3 

132 特別養護老人ホーム 和泉荘 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字竹矢字田尾1024番地の1 

133 誠寿園ホームヘルプサービス（老人居宅

介護等事業） 

訪問介護 大分県大分市大字辻 933番地 

134 ヘルパーステーションいぬかい 訪問介護 大分県豊後大野市犬飼町田原 1414番地 1 

135 訪問介護 ホームヘルプサービス情和園 訪問介護 大分県由布市庄内町西長宝 870番地 1 

136 ヘルパーステーションきよかわ 訪問介護 大分県豊後大野市清川町砂田 1844番地 

137 訪問介護 ヘルパーステーションフェリ

ス 

訪問介護 大分県豊後大野市千歳町前田 1157番地 

138 天心堂ホームヘルパーステーションた

んぽぽ松岡事業所 

訪問介護 大分県大分市大字松岡 5410番地の 1 

139 緑風苑ホームヘルプサービス 訪問介護 大分県大分市大字下郡字山崎 176-1 

140 居宅介護支援総合福祉施設「憩いの館」

訪問介護ステーション 

訪問介護 大分県大分市大字津守字長田2547番地の6 

141 ヘルパーステーションあさじ 訪問介護 大分県豊後大野市朝地町朝地 906番地 7 

142 ホームヘルパーステーションこが 訪問介護 大分県大分市南鶴崎 2-6-5 

143 天心堂ホームヘルパーステーションた

んぽぽ大道事業所 

訪問介護 
大分県大分市東大道 2丁目 2416-1 

144 ＪＡおおいた大分福祉サービスセンタ

ー 

訪問介護 
大分県大分市大字丹生１47番地の 3 

145 はんだヘルパーステーション 訪問介護 大分県大分市大字中判田 1419 

 

146 指定訪問介護事業所 大分市ホームヘル

パーステーションさざんか野津原事業

所 

訪問介護 大分県大分市大字野津原 800番地 

147 ヘルパーステーションわかば 訪問介護 大分県由布市狭間町向原 1215番地 2 

148 由布市居宅介護挾間事業所 こすもす 訪問介護 大分県由布市狭間町向原 16番地 

 



149 ホームヘルプ事業玉光苑 訪問介護 大分県大分市大字市 459番地 

150 ヘルパーセンターきょうわ 訪問介護 大分県大分市大字宮崎 953番地の 1 

151 指定訪問介護事業所 大分市ホームヘル

パーステーションさざんか東部事業所 

訪問介護 大分県大分市東津留 1丁目 10-12 

152 ホームヘルプセンター紫雲 訪問介護 大分県豊後大野市三重町内田 2672番地 1 

153 大分豊寿苑ヘルパーステーション 訪問介護 大分県大分市大字皆春 1520番地 2 

154 訪問介護 太平の里ヘルパーステーショ

ン 

訪問介護 大分県大分市南太平寺 2組の 3 

155 そうだ藤の森ヘルパーステーション 訪問介護 大分県大分市大字寒田 202番地 

156 住宅型有料老人ホーム ケアホームフェ

リス 

介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市千歳町前田 1157番地 

157 住宅型有料老人ホーム 夢まごころ苑 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字下郡字野入 202番地の 1 

158 介護付有料老人ホーム スカイホームあ

けの 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市明野高尾 2丁目 27-5 

159 住宅型有料老人ホーム スカイホームあ

けの２号館 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市明野高尾 2丁目 27-6 

160 介護付有料老人ホーム 小池原福招苑 介護老人

福祉施設 

大分県大分市小池原 1534番地の 1 

161 有料老人ホーム 宅老所うさぎとかめ 介護老人

福祉施設 

大分県大分市緑が丘 4丁目 26番 8号 

162 住宅型有料老人ホーム ケアいまじん南

大分 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市高瀬 425番地の 1 

163 有料老人ホーム なでしこガーデン 介護老人

福祉施設 

大分県大分市中戸次 798 

164 介護付有料老人ホーム アーバンリブ金

池 

介護老人

福祉施設 

大分県大分市要町 3番 7号 

165 グランドホーム古国府 介護老人

福祉施設 

大分県大分市大字古国府 844番地 

166 養護老人ホーム 常楽荘（じょうらくそ

う） 

介護老人

福祉施設 

大分県豊後大野市緒方町馬場 576番地 1 



167 介護老人保健施設 陽光苑 介護老人

保健設 

大分県大分市大字中戸次 4525番地 

168 介護老人保健施設 メディケアおおい

た南 

介護老人

保健施設 

大分県大分市大字田原字深田 936番地 

169 介護老人保健施設 やまなみ苑 介護老人

保健施設 

大分県別府市大字南立石 274-2 

170 介護老人保健施設 和の風 介護老人

保健施設 

大分県佐伯市池田 2260-1 

171 介護老人保健施設 泉の里 介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市三重町赤嶺 1250番地 1 

172 ユニット型 介護老人保健施設 泉の

里 

介護老人

保健施設 

大分県豊後大野市三重町赤嶺 1250番地 1 

173 就労継続支援Ｂ型 ペパーミント 障害者施

設 

大分県大分市大字宮河内 2244番地の 3 

174 デイサービスセンター遊 高齢者通

所施設 

大分県大分市判田台南 2丁目 2番 1号 

175 デイサービスセンター はんだの郷 高齢者通

所施設 

大分県大分市判田台北 4丁目 1番 2号 

176 障がい者支援施設 騰々舎 障害者施

設 

大分県豊後大野市緒方町馬場 796-1 

177 グループホーム ひだまり荘 敷戸 介護老人

福祉施設 

大分県大分市敷戸北町 2-2 

178 就労継続支援Ｂ型 作業所「なかしま」 障害者施

設 

大分県大分市中島東１丁目 2-28 

179 就労継続支援センター あおぞら Ｂ型 障害者施

設 

大分県大分市萩原 1丁目 9番 1号 

180 就労継続支援Ｂ型 マルシェ 障害者施

設 

大分県大分市大字下戸次中姉子 1253番 

181 就労継続支援Ｂ型事業所 ビフレスト 障害者施

設 

大分県大分市高江南 3丁目 3番 1号 

182 老人保健施設 メディトピアこが 通所

リハビリテーション 

高齢者通

所施設 

大分県大分市南鶴崎 2丁目 6番 5号 

183 ワークスクエア（就労継続支援Ｂ型） 障害者施

設 

大分県大分市賀来北 2丁目 16番 38号 

184 ふれんど・すくえあ（生活介護） 障害者施

設 

大分県大分市賀来北 2丁目 16番 38号 



185 知的障害者通所施設 多機能型事業所

「おおいた」  

障害者施

設 

大分県大分市松岡 3743番地 

186 障害福祉サービス事業所  どんぐり

の家 

障害者施

設 

大分県大分市牧 3 丁目 7-8 

187 多機能型事業所（生活介護・就労継続Ｂ

型） 夢ひこうせん 

障害者施

設 

大分県大分市下戸次 4255番地 

 

【実績に関する情報】 

①卒業者の延べ人数   ０人 

②卒業者の進路の状況  卒業生なし 

 


