
別紙２

種別 施設名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 事業内容

1 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　喜入の里 891-0205 鹿児島市喜入前之浜町７７８８ 099-343-1168 ・介護事業

・入所定員３０床

・短期入所生活介護（ショートステイ）１２床

6 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　清谿園 891-0104 鹿児島市山田町３８２８ 099-264-0001 ・特別養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・デイサービスセンター（通所介護事業所）

・特別養護老人ホーム

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

・特別養護老人ホーム

・ショートステイ（短期入所生活介護）併設型

・特別養護老人ホーム

・短期入所生活介護

・通所介護

・特別養護老人ホーム

・短期入所生活介護（ショートステイ）

・通所介護事業所（Ｂ型、Ｅ型）

・訪問入浴事業

・訪問給食事業      ・ふれあい会食事業

・訪問介護事業所（滞在型、巡回型）

・定員５５名　多床室(１室４床)

・ショートステイ定員１２名(個室・多床室あり)

13 介護老人福祉施設 小規模特別養護老人ホーム　寿康園 891-1304 鹿児島市本名町２１９６番地１ 099-293-7007 ・介護事業

・入所療養介護サービス　利用定員１００床

・短期入所療養介護（ショートステイ）

・２Ｆ：療養棟５０床　　　・３Ｆ：認知症専門等５０床

・介護老人保健施設

・短期入所療養介護

・通所リハビリテーション

・入所サービス（認知症専門棟）定員８０名

・通所サービス（通所リハビリテーション）定員２０名

・居宅介護支援事業所さくらんぼ（介護保険に関する相談各種手続き）

・ヘルパーステーションさくらんぼ（訪問介護）

・施設入所サービス

・短期入所サービス（介護予防を含む）

・通所リハビリサービス（介護予防を含む）

・リハビリテーション　  ・日常生活訓練

・教養娯楽等の日常生活サービス

・療養者やご家族の方の相談業務

特別養護老人ホーム　寿康園

17 介護老人保健施設

◎施設サービス計画に基づき可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴・排泄・食事等の介護・相談及び援助、社会生活上の便宜
の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康上管理及び療養上の世話を行なうことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう努める。

特別養護老人ホーム　高喜苑 890-0031 鹿児島市武岡５－５１－１０ 099-284-8250

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム　三船園

鹿児島市犬迫町５４０７－２介護老人福祉施設

鹿児島市中山町５０２８－８０891-0105

099-247-6470介護老人福祉施設 鹿児島市吉野町１０００５－４

891-1205 099-238-2140

鹿児島国際大学介護実習契約施設（公開了承施設）

介護老人保健施設

鹿児島市吉野町６０７７－５６892-0871特別養護老人ホーム　睦園

099-267-3977

099-244-5588

099-238-5560

18

介護老人福祉施設

892-0871

892-0822あさひ

城山老健施設

介護老人保健施設

さくらんぼ

介護老人福祉施設

鴨池慈風苑

11

介護老人保健施設

愛と結の街

12

4

7

16

介護老人福祉施設8

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

5

15

14

9

10

特別養護老人ホーム　泰山荘

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム　ひまわり園

099-294-2510

099-225-8660

鹿児島市本名町２３４

鹿児島市泉町８－２

890-0014 099-225-3582

鹿児島市下田町１７５９

099-260-6060

鹿児島市草牟田１－４－１０

099-252-8291

099-244-8811

⑧介護実習施設等の名称、住所及び事業内容

2

891-0133 鹿児島市平川町２５３０番地1 099-261-27893 介護老人福祉施設
日本赤十字社鹿児島県支部
特別養護老人ホーム　錦江園

◎要介護等の状態にある方々への介護、リハビリテーション等を行い、在宅生活への移行を目指し、在宅介護等も支援していく。

892-0873

891-0111 鹿児島市小原町８－３

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　喜楽奈村 899-3303 日置市吹上町湯之浦２７５８ 099-296-3400

◎昭和４９年６月、日本赤十字社としては全国最初の特別養護老人ホームとして開設され、現在は特別養護老人ホーム７０名・短期入所生活介護
（ショートステイ）２名の定員で運営しています。また、平成２６年１月３１日に新建物が完成し、平成２６年２月からは入居者１０人を１単位としたユニット型
特養として新たにスタートしています。

891-1206 鹿児島市皆与志町２２６１-1

891-1205 鹿児島市犬迫町７７７１番地
◎日常生活において身体的な介助を必要とする方、また認知症状により自宅での介護が困難な方々が、快適に暮らすことができる生活の場です。家庭
的な雰囲気のもと、利用者へ寄り添い、安心して暮らすことができるように施設サービス計画（ケアプラン）にもとづき各種サービスを提供します。

890-0068 鹿児島市東郡元町１１－６

特別養護老人ホーム　にじの郷たにやま

099-238-0346

891-1304

特別養護老人ホームくすの木グリーンハイツ　



種別 施設名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 事業内容

・介護老人保健施設

・短期入所療養介護

・通所リハビリテーション

・ボランティア受け入れ施設

・地域活動の場の提供

・入所　１３０床

・通所リハビリテーション　定員８０名

・ショートステイ

・入所サービス

・通所リハビリテーション

・短期入所療養介護

・入所定員５０名

・通所事業４名

・ショートステイ事業（児童、知的、身障）

・日中一時支援事業

・障害者相談支援事業

・身体障害者入所療護

・通所B型

・短期入所

・日中一時支援事業

・入所

・通所

・短期入所

・居宅介護

・相談支援

障害者の方々の生活介護、入所施設を実施

【併設施設】

①身体障害者通所授産施設セルプつわぶき

　⇒障害者の方々が通所して、軽作業、木工等の作業を行なう

②地域活動支援センターつわぶき苑

　⇒障害者の方々が通所して、入浴、食事、レクリエーション等のデイサービス

・生活介護

・施設入所支援

・短期入所

◎障がい者総合支援施設

・身体障がい者更生援護施設（入所、通所）

・障がい福祉サービス事業：「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」「児童デイサービス」「短期入所」

　　　　　　　　　　　　　　　　　 「共同生活介護」「居宅介護」「重度訪問介護」

・市町村地域生活支援事業：「日中一時支援」「移動支援」

◎児童福祉法に基づく児童施設であり、医療法による病院機能を併せた施設

・病床数：一般棟７６床（障害者施設等）　療養病棟１１４床　計１９０床

・診療科目：内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、小児科

◎看護、介護：「愛されているという安心感の提供と目標に、細やかに、穏やかに、心広く」

・療育等支援事業        ・日中一時支援事業

・短期入所事業           ・在宅医療

・重症心身障害児（者）通園事業（Ａ型）

29 訪問介護 喜楽奈村訪問介護事業所 899-3303 日置市吹上町湯之浦２７５８ 099-296-3400 ・サービス提供責任者４名　ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ１８名

30 訪問介護 清谿園　訪問介護ステーションおかめ会 891-0104 鹿児島市山田町３８２８ 099-264-0012 ・指定訪問介護事業

まろにえ

障害者支援施設

つわぶきの里

21

892-087122 障害者支援施設

890-0014

891-0511

愛光園

介護老人保健施設

892-0847介護老人保健施設

24

23 障害者支援施設

19 西千石

竹山苑

誠光園

099-238-2755891-1206

パソ松ヶ尾館 891-0144

やまびこ医療福祉センター

鹿児島市下福元町１７３２

鹿児島市皆与志町１７７９

099-238-0224

099-263-3588

みなよし療護園

鹿児島市吉野町１１１６３

鹿児島市皆与志町１７７８

指宿市山川福元４８５６番１

891-1206

891-1205

891-1205

890-0067

099-238-4461

099-238-3871

0993-35-2131

099-243-5632

099-226-3270

鹿児島市犬迫町７９３９番地１

鹿児島市犬迫町４０１４－１

鹿児島市草牟田二丁目２６－４５

鹿児島市西千石町８－１３ 099-223-3300

障害者支援施設

障害者支援施設

26

28

27 障害者支援施設

25

医療型障害児入所
施設/療養介護事業
所

ヘルパーステーション　城西 890-0046 鹿児島市西田一丁目１６－１31 訪問介護 ◎計画書に基づいてヘルパーが訪問、生活援助・身体介護等、２４時間対応で支援するシステムです。099-206-5156

ひまわり介護老人保健施設20 鹿児島市真砂本町３－８１ 099-285-2211

◎施設サービス計画に基づいて、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等のサービスを行なう施設。



種別 施設名 郵便番号 住所 ＴＥＬ 事業内容

・介護支援センター

・ヘルパーステーション（訪問介護事業）

・訪問入浴

・介護保険による訪問介護

・介護保険外の訪問介護

・障害者自立支援法による訪問介護

34 訪問介護 ヘルパーステーションさくらんぼ 892-0875 鹿児島市下田町１７５９ 099-244-8351 ・指定訪問介護事業

・訪問介護

・介護予防訪問介護

・居宅介護

・重度訪問介護

37 訪問介護 訪問介護ステーション　きいれ 891-0205 鹿児島市喜入前之浜７７８８ 0993-43-1168 ・介護事業

・訪問介護（在宅介護を支えるホームヘルプサービス）

・介護予防訪問介護（利用者が自力でできない行為のサポート）

39 訪問介護 ホームヘルプステーション高喜苑 890-0022 鹿児島市小野町２４２７－２ 099-283-6875 ・訪問介護事業所（滞在型、巡回型）

40 訪問介護 睦園訪問介護事業所 892-0871 鹿児島市吉野町６０７７－５６ 099-244-8845 ・訪問介護事業

ヘルパーステーション　ひまわり園 891-1205

ヘルパーステーション　結の街

ヘルパーステーションにじの郷たにやま35 訪問介護

099-267-0177

◎一人ひとりが、その人らしく生活できるよう、訪問介護員を派遣し、家事支援、入浴介助、通院介助、移乗支援などを行っています。

ホームヘルパーステーション旭ヶ丘園38 訪問介護

訪問介護

33 鹿児島市小原町９－１訪問介護

891-0133

32 訪問介護

36 訪問介護ステーション　かもいけ 099-252-8303鹿児島市東郡元町１１－６890-0068

099-267-3977

鹿児島市犬迫町５４０７－２

891-0111

099-238-0375

099-262-2222鹿児島市平川町１３８２

891-0105 鹿児島市中山町５０２８－８０

・身体介護(食事介助、入浴介助、排せつ介助、更衣介助、移動介助)
・生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物)

訪問介護41 寿康園訪問介護事業所 891-1304 鹿児島市本名町２３４ 099-294-2653
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