鹿屋市内介護保険サービス事業者一覧

令和 2年 4月 1日 現 在

■【介護予防支援事業者】

※対象者:要支援１または要支援２
保健師または看護師等が要支援認定申請代行や介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成、サービス事業者との連絡・調整などを行います。
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鹿屋市 地域包括支援センター

吾平町麓５１－１

0994-45-6969

■【居宅介護支援事業者】

※対象者:要介護１～要介護５
介護支援専門員（ケアマネジャー）が要介護認定申請代行や居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成、サービス事業者との連絡や調整などを行
います。

■高隈・鹿屋中学校区
1 居宅介護支援事業所 フローラ
2 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 鹿屋居宅介護支援事業所
3 とくだ 居宅介護支援事業所
4 介護保険相談センターかのや
5 居宅介護支援事業所 愛
6 居宅介護支援事業所 希望（のぞみ）

本町3番3号
向江町２９番２号
打馬１丁目１１２４７番地
下祓川町１８００番地
下髙隈町５０３９番地３１
東原町６０５８番地４

0994-43-0101
0994-44-2663
0994-42-0005
0994-41-4490
0994-42-0898
0994-44-3573

■鹿屋東中学校区
7 居宅介護支援事業所 朋愛園
8 居宅介護支援センター木楽
9 介護保険相談センター ハーモニーガーデン
10 ニチイケアセンター 鹿屋
11 居宅介護支援事業所 ヴィラかのや
12 おぐら居宅介護支援事業所
13 長﨑内科 指定居宅介護支援事業所
14 医療法人 伸和会 かのや東病院 介護支援事業所
15 居宅介護支援事業所 いきいき館
16 指定居宅介護支援事業所 鹿屋長寿園
17 居宅介護支援事業所 だんだん
18 医療法人 徳洲会 大隅鹿屋ケアプランセンター
19 ケアマネジメントサービス ビビッドライフ

寿２丁目２番１号
寿３丁目１２番２６号
寿４丁目１番４３号
寿４丁目6-16-2 サンハイツ寿Ⅳ101
寿８丁目２１番２号
笠之原町２７番２２号
笠之原町４９番２１号
笠之原町２９２３番地１
笠之原町３５６９番地１
新川町５３８５番地１
新川町５４５３番地１
新川町６０８１番地１
札元１丁目3-15-107

0994-41-2431
0994-45-6974
0994-41-5343
0994-40-5561
0994-44-2070
0994-31-1631
0994-4３-2195
0994-42-3111
0994-45-6512
0994-43-3082
0994-45-4192
0994-40-2154
0994-38-9124
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休止中

■第一鹿屋・花岡中学校区
20 居宅介護支援事業所 太陽の家
21 指定居宅介護支援事業所 悠々
22 社会福祉法人 鹿屋恵友会 指定居宅介護支援事業所
23 居宅介護支援事業所 ヴィラ サフラン
24 居宅介護支援事業所 うえの
25 居宅介護支援事業所 メディカルウイル
26 社会福祉法人 愛光会 福祉総合相談支援センター
27 居宅介護支援事業所 ほのぼの

あい

今坂町12557番地1
大浦町１４０２８番地６
花岡町３９７９番地１
郷之原町１２５８４番地
上野町5201番地1
上谷町１１２００番地３
海道町７２９番地６
西原１丁目31-6グリーンコーポ久木田201号室

0994-45-4465
0994-40-8320
0994-46-5051
0994-42-7220
0994-40-9733
0994-41-7230
0994-46-2811
080-2730-3309

■田崎・大姶良・旧高須中学校区
28 ケアマネジメント 花ごよみ
29 慈恵園 指定居宅介護支援事業所

横山町２７６０番地１
大姶良町２２６番地

0994-48-3636
0994-48-3535

■吾平地区
30 居宅介護支援事業所 うぐいすの里
31 医療法人 徳洲会 吾平ケアプランセンター
32 陵幸園 指定居宅介護支援事業所

吾平町下名３３９７番地４
吾平町麓３３２２番地１
吾平町麓３８０５番地

0994-58-8864
0994-35-1100
0994-58-6255

輝北町市成１１７７番地
輝北町上百引２１００番地１

099-485-1185
099-486-0777

串良町下小原３１０３番地２
串良町下小原３１０６番地
串良町下小原３０４６番地２
串良町岡崎２３８９－３

0994-62-8881
0994-62-8888
0994-63-9581
0994-45-6321

■輝北地区
33 輝北在宅介護総合センター
34 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 輝北居宅介護支援事業所
■串良地区
35 社会福祉法人 以和貴会 以和貴苑
36 居宅介護支援事業所 さくらんぼ
37 居宅介護支援事業所 安心
38 ケアマネジメントサービスLink

指定居宅介護支援事業所
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休止中

休止中
休止中

在 宅 サ ー ビ ス 事 業 者

■【 訪問介護 （ホームヘルプ）】
訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、食事・入浴・排せつ等の身体介助や調理・掃除等の日常生活上の世話を行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
2 東原ヘルパーステーション
3 ヘルパーステーション アザレア

鹿屋訪問介護事業所

向江町２９番２号
東原町６０５８番地４
本町４番２

0994-42-7188
0994-44-3573
0994-42-2175

■鹿屋東中学校区
4 コープヘルパーステーション 鹿屋
5 ニチイケアセンター
鹿屋
6 訪問介護事業所 ゑびすさん
7 ヘルパーステーション ヴィラかのや
8 有限会社 結愛
9 訪問介護事業所 いきいき館
10 ヘルパーステーション かのやジャム
11 ホームヘルパーステーション 鹿屋長寿園
12 ヘルパーステーション うるおい
13 ＮＰＯ法人 隣の会
14 ヘルパーステーション だんだん

札元２丁目３８０１番３号
寿４丁目6-16-2 サンハイツ寿Ⅳ
寿８丁目１４－２７
寿８丁目７３０９番地２
寿８丁目７２４４番地８
笠之原町３５６９番地１
笠之原町４４番１５－１号
笠之原町４５番５２－３号
笠之原町４９番２１号
笠之原町７４０１番地５
新川町５４５３番地１

0994-42-7611
0994-40-5561
0994-45-6265
0994-44-9020
0994-40-7211
0994-45-6512
0994-45-6666
0994-41-3880
0994-43-2195
0994-41-0771
0994-45-4192

■第一鹿屋・花岡中学校区
15 ヘルパーステーション 悠々
16 訪問介護事業所 メディカルウイル
17 シニアあんしんヘルパーステーション
18 訪問介護事業所 きずな

大浦町１４０２８番地６
上谷町１１２００番地３
上谷町１１５１４番４
上谷町9-5番10号コーポ亀鶴112号
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0994-40-7130
0994-44-5654
0994-40-9251
0994-45-5001

19
20
21
22
23

センター事業団 大隅地域福祉事業所 ゆらおう
障害福祉ヘルパーステーションAsobu。鹿屋事業所
訪問介護事業所 希
訪問介護事業所 花岡の里
ニチイケアセンター西原

新生町２０番５号小川ビル１０３号室
今坂町１０１１１番地１７
上野町４５５４番地１１
花岡町３９７９番地１
西原４丁目9－15

0994-42-7077
0994-36-8137
0994-35-0531
0994-46-5087
0994-42-7711

■田崎・大姶良・旧高須中学校区
24 訪問介護ステーション あじさい
25 訪問介護ステーション たさき
26 慈恵園 ヘルパーステーション
27 ヘルパーステーション 虹の根っこ
28 総合サポートセンター ラン

田崎町１３１６番地１
田崎町２８１５番地1
大姶良町２２６番地
浜田町６５６番地1
飯隈町３３６８番地１

0994-45-6622
0994-44-0579
0994-31-9321
0994-47-3855
0994-49-3635

■吾平地区
29 訪問介護事業所 さくら
30 ヘルパーステーション うぐいすの里
31 陵幸園 指定訪問介護事業所
32 訪問介護事業所 かみの

吾平町上名６３３０番地１２
吾平町下名３３９７番地４
吾平町麓３８０５番地
吾平町麓１６２１番地１

0994-58-7779
0994-58-8864
0994-58-6255
0994-45-5160

■輝北地区
33 みどりの園

輝北町市成１１７７番地

099-485-1414

串良町岡崎２７９３番地１
串良町下小原３１０３番地２
串良町下小原３０４６番地１

0994-63-3663
0994-62-8883
0994-63-3322

訪問介護事業所

■串良地区
34 ヘルパーステーション 緑ヶ丘
35 社会福祉法人 以和貴会 以和貴苑
36 ヘルパーステーション 龍

指定訪問介護事業所
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■【〔介護予防〕 訪問入浴介護】
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 訪問入浴介護事業所

向江町２９番２号

0994-42-7222

■【〔介護予防〕 訪問リハビリテーション 】
理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、生活行為を向上するために短期集中的なリハビリテーションを行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 前田内科 訪問リハビリテーション
2 ナーシングホーム ひだまり
3 徳田脳神経外科病院

本町４番２号
下祓川町１８５３番地
打馬1丁目11248-1

0994-42-2175
0994-41-1200
0994-44-1119

■鹿屋東中学校区
4 おぐらリハビリテーション病院
5 かのや東病院
6 大隅鹿屋病院

笠之原町27-7318-1
笠之原町2923ー1
新川町6081-1

0994-31-1218
0994-42-3111
0994-40-1111

■輝北地区
7 みどり明星クリニック

輝北町市成2119-2

099-485-1911
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■【〔介護予防〕 訪問看護】
看護師等が家庭を訪問し、主治医との連携をとりながら、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 医療法人 青仁会
2 前田内科

鹿屋訪問看護ステーション

下祓川町１８５６番地３
本町４番２号

0994-44-4776
0994-42-2175

■鹿屋東中学校区
3 訪問看護ステーション ことぶき
4 訪問看護ステーション りん
5 訪問看護ステーション 花みずき
6 長崎内科
7 かのや東病院

寿８丁目２１番２号
笠之原町７４０2番地１
新川町６０８１番地１
笠之原町49番19号
笠之原町2923番地１号

0994-44-2772
0994-45-5886
0994-40-0021
0994-43-2195
0994-42-3111

■第一鹿屋・花岡中学校区
8 訪問看護ステーション

大浦町１４０２８番地４

0994-45-5515

■田崎・大姶良・旧高須中学校区
9 おおすみ訪問看護ステーション
10 訪問看護ステーション あじさい

川西町４４６１番地１４
田崎町１３１６番地１

0994-45-4707
0994-45-6622

■串良地区
11 訪問看護ステーション

鹿屋市串良町下小原3106

0994-62-8888

優心

以和貴苑
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■【〔介護予防〕居宅療養管理指導】
医師や薬剤師、歯科医師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

① 医師が行うもの
■高隈・鹿屋中学校区
1 医療法人 青仁会 鹿屋訪問看護ステーション
2 前田内科
■鹿屋東中学校区
3 大隅鹿屋病院
4 鹿屋在宅支援診療所
5 まちのお医者さん
■第一鹿屋・花岡中学校区
6 的場クリニック
■鹿屋東中学校区
7 みどり明星クリニック

下祓川町１８５６番地３
本町４番２号

0994-44-4776
0994-42-2175

新川町6081-1
旭原町3608ー1
寿5丁目26番38号

0994-40-1111
0994-45-5844
0994-40-7801

西原町4丁目10番地38号

0994-45-7282

輝北町市成2119-2

099-485-1911

北田町12番1-1
本町2-4
下祓川町1792番地2

0994-45-6100
0994-44-6570
0994-41-6570

寿5丁目26番18号
笠之原町29番5号
新川町6081-1
寿3丁目11-29

0994-41-6677
0994-40-9001
0994-35-1170
0994-41-2857

向江町11-8
共栄町15-13
打馬1丁目4-3

0994-42-4470
0994-41-7455
0994-41-6570

白崎町１9-14
寿４丁目14-24

0994-41-3931
0994-40-0418

西原町4-7-21
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0994-44-5373

② 薬剤師が行うもの
■高隈・鹿屋中学校区
1 あろーず薬局
2 検見崎薬局
3 ふじ薬局
■鹿屋東中学校区
4 5丁目調剤薬局
5 寿8丁目薬局
6 日本調剤鹿屋薬局
7 三井調剤薬局寿店

③ 歯科医師及び歯科衛生士等が行うもの
■高隈・鹿屋中学校区
1 重久歯科医院
2 中野歯科医院
3 西の原歯科医院
■鹿屋東中学校区
4 クリス歯科
5 けいこ歯科
■第一鹿屋・花岡中学校区
6 近藤歯科医院

■【通所介護 （デイサービス）】
日帰りで介護施設等に通い、当該施設において、入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 デイサービスセンター ひなたぼっこ
2 デイサービスセンター アザレア
3 在宅老人デイ・サービスセンター 鹿屋長寿園
4 デイサービスセンター 愛乃家
5 よりあい デイサービスセンター

王子町３９７５番地５
本町３番３号
下祓川町１８２２番地１
下高隈町５０３０番地２
東原町２８３７番地１

0994-45-4665
0994-45-6337
0994-44-7161
0994-43-6666
0994-45-6230

■鹿屋東中学校区
6 デイサービスセンター ゑびすさん
7 通所介護事業所 朋愛園
8 デイサービスセンター 木楽
9 デイサービス
あじさい
10 デイサービス
いきいき館
11 NPO隣の会
ピアハウス
12 デイサービス
だんだんⅡ

旭原町２６１１番地６
寿２丁目２番１号
寿３丁目１２番２６号
寿４丁目３０３４番地２１
笠之原町３７５９番地１
笠之原町7410番地5
新川町５４５３番地１

0994-45-6700
0994-41-2430
0994-45-6971
0994-40-3888
0994-45-4317
0994-41-0771
0994-45-4192

■第一鹿屋・花岡中学校区
13 デイサービスきずな
14 デイサービスセンター 悠々
15 デイサービスセンター 柳夢来
16 デイサービスセンター うえの
17 通所介護事業所 花岡の里

上谷町９－５番５号
大浦町１４０２８番地６
上野町４５７１番地４
上野町５２０１番地１
花岡町３９７９番地１

0994-45-5001
0994-40-7120
0994-40-7895
0994-36-0067
0994-46-5052
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■田崎・大姶良・旧高須中学校区
18 デイサービスセンター とも
19 デイサービス いち・に・さん
20 慈恵園 デイサービスセンター
21 ばらデイサービス通所介護事業所
22 総合サポートセンター ラン
23 デイサービスセンター まちのひろば
24 デイサービスセンター ナーシングリハ

田崎町１３０７番地３
田崎町２８３７番地７
大姶良町２２６番地
田崎町２２２２番地１７
飯隈町３３６８番地１
田崎町２２４２－４６
川西町４６６８－２

0994-42-6862
0994-45-5050
0994-48-2646
0994-40-7676
0994-49-3635
0994-35-1068
0994-45-4642

■吾平地区
25 陵幸園

吾平町麓３８０５番地

0994-58-6255

輝北町市成２１２１番地３

099-485-1902

串良町有里３０９９番地３
串良町下小原３１０３番地２
串良町細山田５９０２番地３

0994-31-4433
0994-62-8880
0994-62-4082

デイサービスセンター

■輝北地区
26 みどりの園

通所介護事業所

■串良地区
27 デイサービスセンター たくみ
28 社会福祉法人 以和貴会 指定通所介護事業所 さくら通
29 社会福祉法人 以和貴会 以和貴苑 指定通所介護事業所
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■【〔介護予防〕 通所リハビリテーション （デイケア）】
日帰りで介護老人保健施設、病院等に通い、当該施設において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 ナーシングホーム ひだまり
2 せぐち整形外科
3 徳田脳神経外科病院
4 井ノ上病院

下祓川町１８５３番地
北田町８番２０号
打馬１丁目１１２４８番地１
王子町３９８０番地１

0994-41-1200
0994-40-9200
0994-42-7750
0994-42-5275

■鹿屋東中学校区
5 鮫島整形外科病院
6 ハーモニーガーデン
7 ヴィラかのや
8 恒心会おぐら病院
9 大隅鹿屋病院
10 はるしま整形外科クリニック
11 そえじまクリニック

寿１丁目１番１号
寿４丁目１番４３号
寿８丁目２１番２号
笠之原町２７番２２号
新川町６０８１番地１
旭原町２５７２番地２
旭原町３６４５番地１

0994-43-2535
0994-41-7800
0994-44-0021
0994-44-7171
0994-40-0811
0994-41-2211
0994-41-6800

■吾平地区
12 おさしお
13 吾平クリニック

吾平町麓３７６６番地１
吾平町麓３３２２番地１

0994-58-5858
0994-58-5555

■輝北地区
14 みどり明星クリニック通所リハビリテーション事業所

輝北町市成２１１９番地２

099-485-1902

■串良地区
15 花田整形外科・リウマチ科医院

串良町有里１－１

0994-63-1379
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■【〔介護予防〕 短期入所生活介護 （ショートステイ）】
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に短期間入所し、介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 鹿屋長寿園

下祓川町１８００番地

0994-43-2546

■鹿屋東中学校区
2 朋愛園
3 ショートステイいきいき館

寿２丁目２番１号
笠之原町３５７９番地１

0994-41-3340
0994-45-4316

■第一鹿屋・花岡中学校区
4 特別養護老人ホーム 悠々
5 花岡の里

大浦町１４０２８番地６
花岡町３９７９番地１

0994-42-0808
0994-46-5050

■田崎・大姶良・旧高須中学校区
6 慈恵園（※要介護１～５のみ利用可能）

大姶良町２２６番地

0994-48-2588

■吾平地区
7 陵幸園

吾平町麓３８０５番地

0994-58-5055

■輝北地区
8 みどりの園

輝北町市成２１２１番地３

099-485-1902

■串良地区
9 以和貴苑

串良町細山田５９０２番地３

0994-62-2430
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■【〔介護予防〕 短期入所療養介護 （ショートステイ）】
介護老人保健施設、療養型病床群等に短期間入所し、当該施設において、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他
必要な医療及び日常生活上の世話を行います。
■高隈・鹿屋中学校区
1 ナーシングホーム ひだまり

下祓川町１８５３番地

0994-41-1200

■鹿屋東中学校区
2 ハーモニーガーデン
3 ヴィラかのや

寿４丁目１番４３号
寿８丁目２１番２号

0994-41-7800
0994-44-0021

■吾平地区
4 おさしお

吾平町麓３７６６番地１

0994-58-5858

入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。
■田崎・大姶良・旧高須中学校区
1 介護付有料老人ホーム 花ごよみ
横山町２７６０番地１

0994-48-3636

■【〔介護予防〕 特定施設入居者生活介護】

■【〔介護予防〕 福祉用具貸与・特定福祉用具購入】
車いす・特殊ベッド・歩行器・歩行補助つえなどの日常生活の自立を助ける福祉用具の貸与や、入浴または排せつ用に供する福祉用具等の
購入費の一部を支給します。 （腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器等）
■高隈・鹿屋中学校区
1 株式会社 カクイックスウィング
2 有限会社 三井・メディックス

鹿屋営業所

王子町３９６１番地４
上祓川町８４６９番地１

0994-40-5678
0994-40-3082

■鹿屋東中学校区
3 有限会社 結愛
4 有限会社 シルバーケア (ＱＣＣ鹿屋)
5 株式会社 鹿児島ヒューマンサービス

寿８丁目７２４４番地８
笠之原町１９１２番地１
新川町８６２番地

0994-40-7211
0994-44-2037
0994-40-8500

■田崎・大姶良・旧高須中学校区
6 株式会社 トータルケア

横山町２７６０番地１

0994-48-3636
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施 設 サ ー ビ ス 事 業 者

▲【指定介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム）】

※対象者:原則要介護３～要介護５

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所し、当該施設において、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を行います。
▲高隈・鹿屋中学校区
1 鹿屋長寿園
▲鹿屋東中学校区
2 朋愛園

下祓川町１８００番地

0994-43-2546

寿２丁目２番１号

0994-41-3340

▲第一鹿屋・花岡中学校区
3 特別養護老人ホーム 悠々
4 花岡の里

大浦町１４０２８番地６
花岡町３９７９番地１

0994-42-0808
0994-46-5050

▲田崎・大姶良・旧高須中学校区
5 慈恵園

大姶良町２２６番地

0994-48-2588

▲吾平地区
6 陵幸園

吾平町麓３８０５番地

0994-58-5055

▲輝北地区
7 みどりの園

輝北町市成２１２１番地３

099-485-1902

▲串良地区
8 以和貴苑

串良町細山田５９０２番地３

0994-62-2430

▲【介護老人保健施設】 ※対象者:要介護１～要介護５
介護老人保健施設に入所し、当該施設において、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行いま
す。
▲高隈・鹿屋中学校区
1 ナーシングホーム ひだまり
下祓川町１８５３番地
0994-41-1200
▲鹿屋東中学校区
2 ハーモニーガーデン
3 ヴィラかのや

寿４丁目１番４３号
寿８丁目２１番２号

0994-41-7800
0994-44-0021

▲吾平地区
4 おさしお

吾平町麓３７６６番地１

0994-58-5858
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▲【介護医療院】 ※対象者:要介護１～要介護５
介護医療院に入所し、長期療養のための医療と、日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
▲高隈・鹿屋中学校区
1 介護医療院ちとせ

寿5丁目2番３９号

0994-35-1861

▲鹿屋東中学校区
2 介護医療院リリーフ
3 かのや東病院介護医療院

寿3丁目１１番2号
笠之原町２９２３番地１号

0994-36-0330
0994-42-3111
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地域密着型サービス事業者

◆【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

※対象者:鹿屋市民の要介護(要支援)認定者

※対象者:要介護１～要介護５

訪問介護サービスと訪問看護サービスが連携を図って１日に複数回の｢短時間の定期訪問｣と｢随時の対応｣を提供します。
24時間の対応が可能です。
◆高隈・鹿屋中学校区
1 ケアコールセンター 鹿屋長寿園
2 ホームヘルパーステーション 鹿屋長寿園

下祓川町１８０８番地１
笠之原町４５番５２－３号

0994-40-7710
0994-41-3880

◆【〔介護予防〕 小規模多機能型居宅介護】
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や宿泊のサービスを組み合わせるなどの多機能なサービスを提供します。
◆高隈・鹿屋中学校区
1 小規模多機能ホーム

哲ちゃん家

祓川町５２０４番地３

0994-43-6515

◆鹿屋東中学校区
2 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

◆第一鹿屋・花岡中学校区
3 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

横山町１８６５番地

0994-48-3164

串良町下小原３１０５番地２

0994-62-8805

◆田崎・大姶良・旧高須中学校区
4 小規模多機能ホーム はぁと
◆串良地区
5 小規模多機能型居宅介護事業所

年輪
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◆【〔介護予防〕 認知症対応型通所介護 （認知症高齢者専用デイサービス）】
記憶機能及び認知機能が低下した人を対象として、日帰りで、当該施設において、入浴や食事の提供等の日常生活上の世話・機能訓練
を行います。
◆高隈・鹿屋中学校区
1 共用型通所介護のどか（共用型）

下高隈町５０３９番地８

0994-40-6100

◆第一鹿屋・花岡中学校区
2 共用型認知症対応型デイサービス ヴィラ サフラン

郷之原町１２５８４番地

0994-42-7220

◆田崎・大姶良・旧高須中学校区
3 はぁと共用デイサービス

横山町１９７４番地３

0994-31-9101

吾平町麓３７６６番地１

0994-58-5858

輝北町上百引１９１９番地１

099-471-3458

串良町下小原３１０３番地２

0994-62-8887

（共用型）

◆吾平地区
4 老人保健施設おさしおデイサービス
◆輝北地区
5 デイサービス

会心

我が家

◆串良地区
6 認知症対応型通所介護事業所

さくら通（共用型）

◆【地域密着型特定施設入居者生活介護】

※対象者:要介護１～要介護５

入居定員が３０人未満の小規模な介護専用型特定施設（有料老人ホーム等）で入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活の世話、
機能訓練及び療養上の世話を行います。
◆第一鹿屋・花岡中学校区
1 介護付有料老人ホーム

プライエボーリ優花里

花岡町６２６５番地

0994-46-3001

◆串良地区
2 介護付有料老人ホーム

秋桜苑

串良町下小原３１００番地２

0994-62-8855
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休止中

◆【〔介護予防〕 認知症対応型共同生活介護 （グループホーム）】

※対象者:要支援２～要介護５

認知症の状態にある高齢者が共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、食事・入浴・排せつの介護等の日常生活上の世話及び機能訓練
を行います。
◆高隈・鹿屋中学校区
1 グループホーム だんだん
西大手町11番11号
0994-36-8678
2 グループホーム 和みの家
西大手町８１９０番地１
0994-40-7855
3 グループホーム 詩音
古前城町９番４３号
0994-44-2255
4 グループホーム 上祓川
上祓川町８４６９番地１
0994-40-5130
5 グループホーム ふれあい
下祓川町１８０５番地
0994-40-2588
6 グループホーム 明
祓川町３９８２番地１
0994-43-0550
7 グループホーム 湧水の里
祓川町５２７６番地
0994-43-2514
8 グループホーム 田園
祓川町５３６９番地１
0994-40-3151
9 グループホーム いきいき館
東原町６００６番地１
0994-42-7112
10 グループホーム 泉の里
上高隈町１５７９番地１
0994-45-2388
11 グループホーム 愛
下高隈町５０３９番地８
0994-40-6100
◆鹿屋東中学校区
12 グループホーム ことぶき太陽の家
13 グループホーム イーストサイドおぐら
14 グループホーム かたらい
15 グループホーム 新川

笠之原町３番４４号
笠之原町２９番３９－１号
笠之原町４９番２２号
新川町５３８５番地１

0994-40-9635
0994-41-7420
0994-43-2195
0994-40-5750

◆第一鹿屋・花岡中学校区
16 グループホーム 太陽の家
17 グループホーム 華蓮
18 グループホーム うえの
19 グループホーム ヴィラ サフラン
20 グループホーム 和音
21 グループホーム 花岡の里
22 グループホーム 青い鳥

今坂町１２４０５番地２５
野里町３４５６番地７
上野町５２００番地１
郷之原町１２５８４番地
大浦町１４１６９番地１７
花岡町３９８８番地
古江町７９６番地１

0994-44-6581
0994-42-7223
0994-40-3181
0994-42-7220
0994-41-3777
0994-31-8937
0994-46-3056
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◆田崎・大姶良・旧高須中学校区
23 グループホーム とも
24 グループホーム 織月の郷
25 グループホーム はぁと
26 グループホーム 西南

田崎町１３０７番地１
川西町２４８３番地
横山町１９７４番地３
池園町２２９７番地７

0994-42-6860
0994-42-6667
0994-31-9101
0994-34-1008

◆吾平地区
27 グループホーム
28 グループホーム
29 グループホーム

吾平町上名５３２４番地２
吾平町麓３７６６番地１
吾平町麓３８１１番地２

0994-58-5539
0994-58-5859
0994-58-5055

◆輝北地区
30 コーポラス いちなりの郷
31 グループホーム 輝望の家

輝北町市成２１２４番地１
輝北町上百引１９１９番地１

099-485-1300
099-471-3456

◆串良地区
32 グループホーム
33 グループホーム
34 グループホーム
35 グループホーム

串良町細山田５２４５番地４
串良町下小原３０４６番地１
串良町下小原３１０３番地２
串良町細山田５３４０番地２

0994-31-0112
0994-63-9581
0994-62-8887
0994-31-0161

あいら
きらら
陵幸園こころ

ねむの樹
あすかちゃんの家
さくら通
元気

◆【ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 （ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム）】 ※対象者:原則要介護３～要介護５
ユニット型(定員10名以下)の地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所し、当該施設において、家庭的な雰囲気の中で
共同生活をしながら、看護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び 療養上の管理を行います。
共同生活をしながら、看護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び 療養上の管理を行います。
◆輝北地区
1 みどりの園

輝北町市成２１２１番地３
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099-485-1902

休止中

◆【地域密着型通所介護】※対象者:要介護１～要介護５
日帰りで介護施設等に通い、当該施設において、入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行います。
◆高隈・鹿屋中学校区
1 デイサービス 志保の家
2 ミニデイサービス 舷揮くん家
3 デイサービスセンター恵の里
4 デイサービスセンター湧水の里
5 デイサービス共生

王子町４３２８番地１
祓川町５２０４番地３
祓川町５２７７番地１
祓川町５２７７番地
下祓川町１１９２番地１

0994-40-5115
0994-41-5566
0994-43-3028
0994-44-4608
0994-44-5950

◆鹿屋東中学校区
6 デイサービス 寿苑
7 ミニデイサービス 瑠璃ちゃん家
8 ＮＰＯ法人隣の会 しあわせデイサービス
9 デイサービス だんだん
10 デイ・アシスト あすなろ

寿４丁目１５番１２号
笠之原町４５番５２号
笠之原町７４０１番地５
新川町５４５３番地１
寿8丁目2番23号

0994-43-6136
0994-44-1645
0994-40-6005
0994-45-4192
0994-36-9988

◆第一鹿屋・花岡中学校区
11 デイサービス 太陽の丘
12 デイサービス スマイルガーデンすみれ
13 シニアあんしんデイサービス
14 デイサービスセンター ヴィラ サフラン
15 デイサービス 華蓮
16 デイサービス 花もも
17 デイサービス 柳の里
18 青い鳥デイサービス
19 デイサービス 凪
20 池田メディカルフィットネスセンター

今坂町１２５５７番地１
上谷町１１１９９番地１
上谷町１１５１４番地４
郷之原町１２５８４番地
野里町３４５６番地８
野里町３４５６番地９
上野町４５５４番地１1
古江町７９６番地１
古江町７９６番地１
白水町１９８６－４

0994-45-6683
0994-40-9502
0994-45-7588
0994-42-7220
0994-45-4501
0994-45-4517
0994-35-0531
0994-46-3083
0994-46-5255
0994-45-4536
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休止中

◆田崎・大姶良・旧高須中学校区
21 デイサービス はっぴーらいふ
22 デイサービス 花ごよみ
23 デイサービス 未里
24 デイサービスセンター まごころ
25 にっこりハウス デイサービス浜田

田崎町２２２２番地５５
横山町２７６０番地１
永野田町５２５番地１１
浜田町９０３番地７
浜田町９５１番地３

0994-45-5800
0994-48-3636
0994-36-1111
0994-31-7375
0994-47-3070

◆吾平地区
26 デイサービスセンター

吾平町下名３３９７番地４

0994-58-8864

◆輝北地区
27 ミニデイサービス 輝
28 にっこりハウス デイサービス輝北

輝北町上百引１９１９番地１
輝北町諏訪原１３６７番地１

099-486-1301
099-481-1501

◆串良地区
29 デイサービスセンター 緑ヶ丘
30 壮快デイサービス下小原

串良町岡崎２７９３番地１
串良町下小原４７８８番地

0994-45-5390
0994-63-3322

うぐいすの里

20

