更新履歴（相談支援事業所）
更新日

サービス種別

事業所名

平成23年3月15日

相談支援事業

平成23年4月18日

―

―

―

平成23年5月16日

―

―

―

平成23年6月17日

―

―

―

平成23年7月19日

―

―

―

平成23年8月19日

―

―

―

平成23年9月20日

―

―

―

平成23年10月21日

―

―

―

平成23年11月17日

―

―

―

平成23年12月26日

―

―

―

平成24年1月17日

―

―

―

平成24年2月17日

―

―

―

平成24年3月16日

相談支援事業

平成24年4月16日

相談支援事業所「mirai」

内容

指定相談支援事業所てく・とこ・瀬戸

―

―

事業所住所が、平成２３年３月１日付で高知市梅ノ辻 に変更になりました。

事業所住所が、平成２３年１０月１日付で瀬戸南町2-16-28に変更になりました。
―

相談支援事業

四万十市社会福祉協議会相談支援事業所

平成24年3月31日付で廃止となりました。

相談支援事業

相談支援事業所かけはし

平成24年3月31日付で廃止となりました。

相談支援事業

相談支援事業所わのわ

平成24年3月31日付で廃止となりました。

相談支援事業

芸西村社会福祉協議会相談支援事業所

平成24年3月31日付で廃止となりました。

相談支援事業

須崎市指定相談支援事業所

平成24年4月1日付けで休止となりました。

指定一般相談支援事業 高知市障害者相談支援センター

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 東部障害者相談支援センター「さん」

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 指定相談支援事業所てく・とこ・瀬戸

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 地域生活支援センター広場そよかぜ

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 精神障害者地域生活支援センターこうち

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 高知市障害者相談支援センターちかもり

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援センターｍｉｒａｉ

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 あじさい園相談支援事業所

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援センターはまゆう

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 障害者相談支援センターあき

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

平成24年5月25日 指定一般相談支援事業 地域活動支援センター「南国」

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援事業所きぼう

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 指定相談支援事業所「ひまわり」

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援センターくすのき

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 ほゝえみ

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 はた相談支援センターねっと

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 幡多希望の家相談支援センター

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援事業所宿毛授産園

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 土佐清水市社会福祉協議会相談支援事業所

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 たいよう

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 あけぼの

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 地域活動支援センター「香美」

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 中土佐町相談支援事業所

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援事業所せいわ

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 大方誠心園

平成24年4月1日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 相談支援事業所きぼう

平成24年4月10日付で廃止となりました。

平成24年6月22日

―

―

―

平成24年7月11日

―

―

―

指定一般相談支援事業 障害者（児）相談支援センター 「さん」

事業所名が、平成２４年４月１日付で障害者（児）相談支援センター 「さん」に変更
になりました。

指定一般相談支援事業 障害者相談支援事業所 大方誠心園

事業所名が、平成２４年４月１日付で障害者相談支援事業所 大方誠心園に変更
になりました。

指定一般相談支援事業 地域生活支援センター 広場そよかぜ

事業所住所が、平成２４年４月１日付で高知市桟橋通２−７−３に変更になりました。

指定一般相談支援事業 中土佐町相談支援事業所

事業所住所が、平成２４年６月１日付で高岡郡中土佐町久礼５２番地２に変更にな
りました。

指定一般相談支援事業 相談支援センター びぃーず

平成２４年８月１日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

指定一般相談支援事業 はた相談支援センターねっと

平成２４年８月１日付けで指定一般相談支援事業所の指定を行いました。

平成24年8月17日

更新履歴（相談支援事業所）
更新日

サービス種別

事業所名

内容

平成24年9月19日

―

―

―

平成24年10月16日

―

―

―

―

―

―

平成24年11月13日

平成24年12月14日 指定一般相談支援事業 相談支援事業所「ｍｉｒａｉ」
平成25年1月16日

―

―

平成25年2月22日 指定一般相談支援事業 相談支援事業所 愉楽
平成25年3月19日

平成25年4月22日

平成25年5月15日

―

相談支援事業所「ｍｉｒａｉ」を、平成２４年７月３１日付でみなし指定を廃止しました。
―
平成２５年２月１日付で再開しました。

―

―

指定一般相談支援事業 「ひまわり」

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 相談支援センターくすのき

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 ほゝえみ

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 あけぼの

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 地域相談支援センターしゃくなげ

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 相談支援事業所せいわ

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 障害者相談支援事業所大方誠心園

平成25年4月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 相談支援事業所すてっぷ

事業所名が、平成25年4月１日付けで相談支援事業所すてっぷに変更になりまし
た。
事業所住所が、幡多郡黒潮町入野2203番地１に変更になりました。

指定一般相談支援事業 指定相談支援事業所オイコニア

平成25年8月１日付で指定しました。

指定一般相談支援事業 中土佐町相談支援事業所

平成25年8月１日付で指定しました。

平成25年8月15日

平成25年11月15日 指定一般相談支援事業 あけぼの

平成25年11月1日付けで事業所住所を変更しました。

平成26年5月9日 指定一般相談支援事業 相談支援事業所せいわ

平成26年4月1日付けで事業所住所を変更しました。

平成26年6月6日 指定一般相談支援事業 相談支援センターくすのき

平成26年4月1日付けで休止となりました。

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会
平成26年6月9日 指定一般相談支援事業
しまんと町社協相談支援事業所

平成26年6月1日付けで指定しました。

平成26年6月23日 指定一般相談支援事業 相談支援センターつの

平成26年7月1日付けで指定しました。

平成26年8月14日 指定一般相談支援事業 地域活動支援センター「香美」

平成26年7月4日付けで事業所住所等を変更しました。

平成27年4月1日 指定一般相談支援事業 はた相談支援センターねっと

平成27年4月1日付けで事業所住所等を変更しました。

平成28年11月22日 指定一般相談支援事業 障害者相談支援センター四万十

平成28年10月14日付けで指定しました。

平成29年8月15日 指定一般相談支援事業 相談支援センター びぃーず

平成29年3月31日付けで廃止となりました。

平成29年4月18日 指定一般相談支援事業 わかふじ

平成29年4月1日付けで事業所名称を変更しました。

平成29年8月15日 指定一般相談支援事業 相談支援事業所せいわ

平成29年6月21日付けで休止となりました。

平成31年3月31日 指定一般相談支援事業 わかふじ

平成31年3月31日付けで廃止となりました。

令和3年4月1日 指定一般相談支援事業 中土佐町相談支援事業所

令和3年4月1日付けで事業所住所等を変更しました。

