
●　高隈・鹿屋中学校区　●

No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名 No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名

1
介護保険相談センター
かのや

0994-41-4490 六田  正宏 16 有)オクムラハーネス グループホーム 泉の里 上高隈町1579番地1 0994-45-2388 井上  章子

2 領家  裕人 17 デイサービスセンター 愛乃家 下高隈町5030番地２ 0994-43-6666 假屋  廣

3 吉井  伸之介 18 グループホーム 愛 下高隈町5039番地8 0994-40-6100 松元  烈也

4 池田  康生 19 有)共生 デイサービス 共生 下祓川町1192番地1 0994-44-5950 藤井  隆之

5 川内　みより 20 有)鹿屋介護サービスセンター グループホーム 田園 祓川町5369番地１ 0994-40-3151 米光  敏 休止中

6 森本  ひとみ 21 社福)鹿屋市社会福祉協議会 鹿屋訪問介護事業所 向江町29番２号 0994-42-7188 前村  京子

7 新村  誠吾 22 有)辛卯 グループホーム 和みの家 西大手町8190番地1 0994-40-7855 井ノ上  和代

8
デイサービスセンター
鹿屋長寿園

下祓川町1822番地１ 0994-44-7161 福留　由佳 23 有)コンフィアンス グループホーム だんだん 西大手町11番11号 0994-36-8678 神田  久美子

9
小規模多機能ホーム
哲ちゃん家

祓川町5204番地３ 0994-43-6515 高橋　洋子 24 医)おさしお会
よりあい
デイサービスセンター

東原町2637番地１ 0994-45-6230 柳井谷  和智

10 芝元　裕生 25 有)いきいきケアサポート グループホーム いきいき館 東原町6006番地１ 0994-42-7112 斉藤  良子

11 俵積田　美里

12 諏訪原  英明

13 吉直  幸清 休止中

14 田畑  菜穂子 休止中

15 波江野  誠也

有)カリヤ

下祓川町1800番地1 0994-40-7521

（裏面もご覧ください。）

特別養護老人ホーム
鹿屋長寿園

0994-43-2546

社福)恵仁会

住宅型有料老人ホーム げんき

◆　鹿屋市認知症相談窓口『オレンジのまど』一覧　◆ 令和３年11月１日現在

№１

下祓川町1800番地

介護老人保健施設
ナーシングホーム ひだまり

下祓川町1853番地 0994-41-1200医)青仁会

有)三井・メディックス 有)三井・メディックス 上祓川町8469番地1 0994-40-3082

鹿屋市では、認知症の高齢者や家族を支える鹿屋市地域包括ケア推進サポートワーカー（認知症地域支援推進員）98人を各地域に配置し、認知症に関す
る身近な相談窓口を設置しています。
認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、鹿屋市認知症相談窓口『オレンジのまど』をご活用ください。

相談は無料。どなたでもご利用いただけます。このオレンジ色の看板が目印です！



●　鹿屋東中学校区　●

No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名 No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名

1 養護老人ホーム　寿光園 0994-42-2768 野村  さと子 19 祝　孝子

2
ミニデイサービス
瑠璃ちゃん家

0994-44-1645 水谷  あゆみ 20 上杉  ひとみ

3
住宅型有料老人ホーム
笠之原長寿園

笠之原町45番52-2号 0994-45-6815 黒木  雄生 21 比良  美和子

4
ホームヘルパーステーション
鹿屋長寿園

笠之原町45番52-3号 0994-41-3880 安藤  武 22
特別養護老人ホーム  朋愛
園

西間庭  勉

5 田中  良二 23 松谷  栄美

6 前原  美香 24 野口  英治

7 窪  綾香 25 特非)ふれあいスペース祓川 デイサービス 寿苑 寿4丁目15番12号 0994-43-6136 江野  良子

8 平野  浩二 26 奥山  貴幸

9
住宅型有料老人ホーム
いきいき館

笠之原町3569番地1 0994-45-6512 谷村  泰弘 27 日髙  裕貴

10
ピアハウス相談支援セン
ター

中間  良治 28 大隅鹿屋ケアプランセンター 0994-40-2154 小田  美穂

11
住宅型有料老人ホーム
りんの家

齋藤  勝久

12 ピアハウス 繁昌  綾香

13
小規模多機能ホーム
サポートセンターおぐら24

笠之原町29番39号 0994-41-7313 川崎  麻美 休止中

14
グループホーム
イーストサイドおぐら

笠之原町29番39-１号 0994-41-7420 小牧　寿

15 鳥越  宏明

16 高三潴  恵子 休止中

17 豊園  千鶴 休止中

18 穂園  裕治

社医)恒心会

大隅鹿屋病院

笠之原町7402番地５ 0994-41-0771

0994-41-2430

特非)隣の会

ショートステイ いきいき館 0994-45-4316

デイサービス いきいき館

笠之原町3579番地１

居宅介護支援事業所
ヴィラかのや

介護老人保険施設
ヴィラかのや

医)徳洲会

寿８丁目21番２号

有)いきいきケアサポート

0994-41-2431

0994-40-1111

新川町6081番地１

0994-45-4317

0994-44-2070

社福)朋愛会

通所介護事業所 朋愛園

寿２丁目２番１号

社福)恵仁会

居宅介護支援事業所
朋愛園(ほうあいえん)

笠之原町45番52号

0994-44-0021



●　第一鹿屋・花岡中学校区　● ●　田崎・大姶良・旧高須中学校区　●

No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名 No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名

1 株)ケイシン グループホーム 太陽の家 今坂町12405番地25 0994-44-6581 今川  睦美 1 株)セカンドライフ グループホーム西南(せいなん) 池園町2297番地７ 0994-34-1008 児島  真澄 休止中

2 デイサービスセンター うえの 上野町5201番地１ 0994-36-0067 田中  幹洋 2
慈恵園(じけいえん)
居宅介護支援事業所

0994-48-3535 小濱  真一 休止中

3 坂下  勇彦 休止中 3 特別養護老人ホーム 慈恵園 0994-48-2588 岡崎  裕介

4 田中  軌緒弥 4 社福)幸伸会 デイサービスセンター とも 田崎町1307番地3 0994-42-6862 植木  健児

5 株)柳の里 デイサービス 柳の里 上野町4554番地11 0994-35-0531 福満  希 5
ばらデイサービス
通所介護事業所

田崎町2222番地17 0994-40-7676 橋元  洋介

6 西北  昭盛 休止中 6 デイサービス はっぴーらいふ 田崎町2222番地55 0994-45-5800 橋元  有紀 休止中

7 永原  幹彦 休止中 7 有）広優 グループホーム 織月の郷 川西町2483番地 0994-42-6667 海元  文芳

8 大山  吉之 休止中 8 内野  匡章

9 岩屋　康宏 9 高野  秀美

10 小山　直之 10 グループホーム はぁと 横山町1974番地３ 0994-31-9101 曽田  すま子

11
小規模多機能ホーム
花海家(はなみち)長寿園

花岡町6268番地 0994-46-5007 古川  和憲 11 小規模多機能ホーム はぁと 横山町1865番地 0994-48-3164 森元  幹也

12 東條  佑輝 12 株)エヴァーケア
にっこりハウス
デイサービス浜田

浜田町951番地３ 0994-47-3070 竹下  洋子

13 池田  泰道

14 平石  靖代

15 上船  歩

16 社福)鹿屋恵友会
デイサービスセンター
花岡の里

花岡町3979番地１ 0994-46-5050 松元  美保 （裏面もご覧ください。）

17 有)なごみ福祉会 グループホーム　青い鳥 古江町796番地１ 0994-46-3056 仮屋薗  祐子

社福)永生会

有)メディカルウイル

特別養護老人ホーム 悠々 0994-42-0808

有)うえの福祉会

大姶良町226番地

花岡町6265番地

0994-36-1111株)ヴィレッジ デイサービス 未里(みさと) 永野田町525番地11

社福)恵仁会

№２

0994-40-7895

0994-41-7230

特非)なごみの森福祉会

0994-46-3001

株)橋元

上野町4571番地４

居宅介護支援事業所
メディカルウィル

上谷町11200番地３

デイサービスセンター
柳夢来(やなぎむら)

社福)福泉会

介護付有料老人ホーム
プライエボーリ優花里
(ゆうかり)

大浦町14028番地６



●　吾平地区　● ●　輝北地区　●

No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名 No 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名

1 小川  昭仁 1 有)メディカルウイル
グループホーム
輝望(きぼう)の家

輝北町上百引1919番地１ 099-471-3458 田﨑  文代

2 髙久  直人 2 社福)鹿屋市社会福祉協議会
鹿屋市社会福祉協議会
輝北居宅介護支援事業所

輝北町上百引2100番地１ 099-486-0777 川添  恵理子

3 株)ありまさん家 訪問介護事業所 かみの 吾平町麓5548番地２ 0994-45-5160 有馬  理文

4 西野  惠美子

5 髙田  都

6
吾平クリニック
通所リハビリテーション

0994-58-5555 今別府  洋一

7 新地  拓哉

8 楠園  ゆう子

※

●　串良地区　●

NO 法人名 事業所名 事業所所在地 連絡先 ｻﾎﾟｰﾄﾜｰｶｰ氏名     問合せ先

1
以和貴苑(いわきえん)
指定訪問介護事業所

0994-62-8883 上久保  あつえ

2 西原  信子

3 新原  孝之

4 グループホーム さくら通 0994-62-8887 山田  篤子

5
住宅型有料老人ホーム 年
輪

串良町下小原3105番地２ 0994-62-8805 倉ケ崎  奈知子

6 有)ジェーケイエル グループホーム ねむの樹 串良町有里6284番地1 0994-62-8030 日髙  義生

社福)以和貴会

鹿屋市地域包括支援センター内にも在籍しています

吾平町麓3322番地1

0994-58-5055

串良町下小原3103番地２
以和貴苑
居宅介護支援事業所

0994-62-8881

医)徳洲会

吾平ケアプランセンター

陵幸園(りょうこうえん)社福)陵幸会 吾平町麓3805番地

0994-35-1100

社福)愛光会 小規模多機能ホーム あいわ 吾平町麓3635番地１ 0994-58-8335

鹿屋市共栄町20番１
鹿屋市高齢福祉課 地域包括ケア推進係

TEL: 0994-43-2111(代表)  5800(内線)
0994-31-1116(直通)


