鹿屋市内介護予防・生活支援サービス事業者一覧
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現在

鹿屋市内

介護予防・生活支援サービス事業者

一覧

■【訪問サービス】
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 ヘルパーステーション かのやジャム
10 ホームヘルパーステーション 鹿屋長寿園
11 ヘルパーステーション うるおい
12 ＮＰＯ法人 隣の会
13 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
0994-45-6666
0994-41-3880
0994-43-2195
0994-41-0771
0994-45-4192

■第一鹿屋・花岡中学校区
14 ヘルパーステーション 悠々
15 訪問介護事業所 メディカルウイル
16 シニアあんしんヘルパーステーション
17 センター事業団 大隅地域福祉事業所
18 訪問介護事業所 希
19 訪問介護事業所 花岡の里

大浦町１４０２８番地６
上谷町１１２００番地３
上谷町１１５１４番４
新生町２０番５号小川ビル１０３号室
上野町４５５４番地１１
花岡町３９７９番地１

ゆらおう

101

0994-40-7130
0994-44-5654
0994-40-9251
0994-42-7077
0994-35-0531
0994-46-5087

■田崎・大姶良・高須中学校区
20 訪問介護ステーション あじさい
21 訪問介護ステーション たさき
22 慈恵園 ヘルパーステーション
23 ヘルパーステーション 虹の根っこ

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

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

■吾平地区
24 訪問介護事業所 さくら
25 ヘルパーステーション うぐいすの里
26 陵幸園 指定訪問介護事業所
27 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
28 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

0994-63-3663
0994-62-8883

訪問介護事業所

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

指定訪問介護事業所

●【通所サービス】
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 アザレア
2 在宅老人デイサービスセンター 鹿屋長寿園
3 デイサービスセンター 愛乃家
4 よりあい デイサービスセンター
5 デイサービス 志保の家
6 ミニデイサービス 舷揮くん家
7 デイサービス 共生

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
王子町４３２８番地１
祓川町５２０４番地３
下祓川町１１９２番地１

0994-45-6337
0994-44-7161
0994-43-6666
0994-45-6230
0994-40-5115
0994-41-5566
0994-44-5950 休止中

●鹿屋東中学校区
8 通所介護事業所 朋愛園
9 デイサービスセンター 木楽
10 デイサービス あじさい
11 デイサービス いきいき館
12 デイサービス だんだんⅡ
13 デイサービス 寿苑
14 ミニデイサービス 瑠璃ちゃん家
15 ＮＰＯ法人隣の会 しあわせデイサービス
16 デイ・アシスト あすなろ

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

0994-41-2430
0994-45-6973
0994-40-3888
0994-45-4317
0994-45-4192
0994-43-6136
0994-44-1645
0994-40-6005
0994-36-9988

●第一鹿屋・花岡中学校区
17 デイサービス きずな
18 デイサービスセンター 悠々
19 デイサービスセンター うえの
20 通所介護事業所 花岡の里
21 デイサービス 太陽の丘
22 デイサービス スマイルガーデンすみれ
23 シニアあんしんデイサービス
24 デイサービスセンター ヴィラサフラン
25 デイサービス 華蓮
26 デイサービス 花もも
27 デイサービス 柳の里
28 青い鳥 デイサービス
29 デイサービス 凪
30 池田メディカルフィットネスセンター

上谷町９－５番５号
大浦町１４０２８番地６
上野町５２０１番地１
花岡町３９７９番地１
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１
古江町７９６番地１
古江町７９６番地１
白水町１９８６－４

0994-45-5001
0994-40-7120
0994-36-0067
0994-46-5052
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

●田崎・大姶良・高須中学校区
31 デイサービス いち・に・さん
32 慈恵園 デイサービスセンター
33 ばらデイサービス通所介護事業所
34 デイサービスセンター とも
35 デイサービス はっぴーらいふ
36 デイサービス 未里
37 デイサービスセンター まごころ
38 にっこりハウス デイサービス浜田
39 デイサービスセンター ナーシングリハ

田崎町２８３７番地７
大姶良町２２６番地
田崎町２２２２番地１７
田崎町１３０７番地３
田崎町２２２２番地５５
永野田町５２５番地１１
浜田町９０３番地７
浜田町９５１番地３
川西町４６６８－２

0994-45-5050
0994-48-2646
0994-40-7676
0994-42-6862
0994-45-5800
0994-36-1111
0994-31-7375
0994-47-3070
0994-45-4642

●吾平地区
40 陵幸園 デイサービスセンター
41 デイサービスセンター うぐいすの里

吾平町麓３８０５番地
吾平町下名３３９７番地４

0994-58-6255
0994-58-8864

●輝北地区
42 ミニデイサービス 輝
43 にっこりハウス デイサービス輝北
44 みどりの園 通所介護事業所

輝北町上百引１９１９番地１
輝北町諏訪原１３６７番地１
輝北町市成2121番地3

099-486-1301
099-481-1501
099-485-1902

●串良地区
45 デイサービスセンター 緑ヶ丘
46 壮快デイサービス 下小原
47 社会福祉法人以和貴会 指定通所介護介護事業所 さくら通
48 社会福祉法人以和貴会 以和貴苑 指定通所介護事業所

串良町岡崎２７９３番地１
串良町下小原４７８８番地
串良町下小原3103番地2
串良町細山田5902番地3

0994-63-3663
0994-63-3322
0994-62-8880
0994-62-4082

