
〔在宅サービス〕

◎サービス利用計画・相談
地域包括支援センター P２

居宅介護支援事業所（ケアマネージャー） P３

◎訪問サービス
訪問介護（ホームヘルパー）、訪問生活支援サービス P４

訪問入浴介護、訪問リハビリ、訪問看護 P５

居宅療養管理指導（薬局） P６

◎通いのサービス
通所介護（デイサービス）、通所リハビリ（デイケア） P７

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 P８

◎泊まりのサービス
短期入所生活介護、短期入所医療介護 P９

◎訪問・通い・泊まりの一体的サービス
小規模多機能型居宅介護事業所 P10

看護小規模多機能型居宅介護事業所

◎福祉用具
福祉用具貸与、福祉用具販売 P11

〔施設サービス〕

◎介護保険施設
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） P12

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設、介護療養型医療施設

介護医療院、認知症対応型共同生活介護（グループホーム） P13

◎その他の施設（介護保険以外のサービス）
養護老人ホーム、生活支援ハウス、軽費老人ホーム P14

サービス付き高齢者向け住宅

介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム P15

霧島市内の介護保険サービス等提供事業所・施設一覧

令和５年５月１日現在
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〔在宅サービス〕
◎サービス利用計画・相談

地域包括支援センター 住　所　（霧島市） 電話番号

国分中央三丁目9番20号（国分パークプラザ1Ｆ） 48-7979

国分北 国分北支所　（アメニティ国分内） 国分重久361番地1 64-0667

国分南 国分南支所（瑞祥園内） 国分郡田711番地 46-3717

溝辺 溝辺支所（フラワーホーム内） 溝辺町麓6丁目4番地 58-2365

横川 横川支所（社協横川支所内） 横川町中ノ254番地1(横川健康温泉センター内) 72-9718

牧園 牧園支所（サンライトホーム内） 牧園町高千穂3617番地623 78-3387

霧島 霧島支所（翔朋園内） 霧島田口2737番地36 57-0100

隼人北 隼人北支所（みゆき苑内） 隼人町松永895番地3 55-1255

隼人南 隼人南支所（隼人尚愛会病院内） 隼人町小田240番地 43-2363

福山 福山支所（牧之原むつみ園内） 福山町福沢4611番地 64-7165

霧島市地域包括支援センター（本所）

○サービス内容

　65才以上の高齢者の介護、福祉や認知症に関する総合的な相談の窓口です。
　事業対象者や要支援１～要支援２の方の介護予防・総合事業サービスの計画も作成します。
　また、人権や財産に関する権利擁護のための支援をします。
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居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） 45ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

居宅介護支援事業所うのき 国分重久361番地1 46-3231

ニチイケアセンター国分 国分剣之宇都町9番6号 48-6617

清水内科介護支援部 国分清水一丁目22番26号 47-7202

ケアプランセンター 政典会くらさぽ 国分郡田711番地(瑞祥園内) 70-6500

指定居宅介護支援事業所よりそい 国分郡田1201番地 55-1800

指定居宅介護支援事業所おひさま 国分向花133番地2 73-8122

居宅介護支援事業所より愛きりしま 国分新町1577番地10 48-5301

国分中央病院指定居宅介護支援事業所 国分中央一丁目25番51号 73-7602

国分生協病院 国分中央三丁目38番14号 45-1740

居宅介護支援事業所　ジョインフォース 国分中央三丁目3-31　Ｈ＆Ｉドミール302号室 73-3280

ケアプランセンター　ガーデン 国分中央四丁目12番22号 73-3977

協愛介護サービス居宅介護支援事業所 国分新町一丁目6番52-17号 48-8505

居宅介護支援事業所テラス( 休止中) 国分中央三丁目12-46セジュール永山Ｂ棟102号 45-5611

ケアプランセンターまごのて 国分中央6丁目7-1 レジデンスハヤシ101号 55-8298

ケアプランセンター　桜華 国分新町1544番地5 73-3984

ライフサポートセンター多聞 国分上小川1646番地1 50-0028

指定居宅介護支援事業所　フロイデ 国分福島一丁目5番19号 47-3100

居宅介護支援事業所なでしこ国分 国分福島一丁目23番40号 73-6000

井料居宅介護支援事業所 国分広瀬二丁目28番8号 49-846７

居宅介護支援事業所 藤(休止中) 国分松木町25番18号 46-9160

佐藤医院 溝辺町有川327番地2 59-2607

フラワーホーム居宅介護支援事業所 溝辺町麓6丁目45番地 58-2152

横川緑風園居宅介護支援事業所 横川町中ノ5645番地1 72-9186

居宅介護支援事業所　えがお 横川町中ノ249番地7 72-9227

居宅介護支援事業所　宿里 牧園町宿窪田654番地 76-0373

居宅介護支援事業所　牧園 牧園町宿窪田938番地5 76-1191

サンライト居宅介護支援事業所 牧園町高千穂3617番地131 64-4166

居宅介護支援事業所　すぎやす 霧島田口2143番地 57-0092

翔朋園指定居宅介護支援事業所 霧島田口2737番地36 57-0100

みゆき苑居宅介護支援事業所 隼人町松永895番地3 43-8000

善の心居宅介護支援事業所 隼人町松永2784番地5 43-7537

木の花居宅介護支援事業所 隼人町松永一丁目39番地1 55-5855

居宅介護支援事業所  生きる 隼人町松永3277番地13 64-2100

居宅介護支援事業所  れいめい 隼人町松永657番地 55-8066

居宅介護支援事業所希望の里 隼人町姫城一丁目279番地 43-8870

介護プランサービス 愛の輪 隼人町姫城二丁目262番地 ｴｸｾﾚﾝﾄ森口10255-1554

株式会社霧島リハウォーク絆居宅介護支援事業所 隼人町内山田1110番地2 57-5151

合同会社幸せの蔵指定居宅介護支援事業所満まん天てん倫りん 隼人町内山田1835番地3 43-2399

姶良地区医師会居宅介護支援事業所 隼人町内山田一丁目6番52号 42-8996

霧島市社会福祉協議会隼人居宅介護支援事業所 隼人町内山田一丁目6番65号 44-7611

隼人ハーバーフロント居宅介護支援事業所 隼人町真孝2720番地 73-6274

居宅介護支援事業所　今日館 隼人町住吉188番地 73-6633

指定居宅介護支援事業所　隼人塚 隼人町小田240番地 43-2222

指定居宅介護支援事業所　福山の里 福山町福山838番地 54-7666

牧之原むつみ園指定居宅介護支援事業所 福山町福沢4611番地 56-3418

国分北

隼人北

福山

○サービス内容

　在宅の要介護者が日常生活を営むために必要な介護サービス等の利用ができるように、居宅サービス計画を作成するとともに、計画に
もとづくサービス提供が確保されるようにサービス事業者等との連絡調整を行い、施設への入所が必要な場合は紹介等を行います。

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

霧島

隼人南
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◎訪問サービス
28ヶ所 住　　所　（霧島市） 電話番号

ヘルパーステーションアメニティ国分 国分重久361番地1 48-5533

訪問介護事業所フォーハート 国分清水二丁目1番61-9号 48-6108

ニチイケアセンター国分 国分剣之宇都町9番6号 48-6616

ヘルパーステーションあっとほーむ 国分剣之宇都町12番3号 46-0091

瑞祥園訪問介護事業所 国分郡田711番地 46-6500

訪問介護センターアルク 国分新町二丁目15番７号 73-3966

訪問介護のたかふく 国分新町1577番地10 48-5301

ヘルパーステーション国分中央 国分中央一丁目25番51号 73-7110

生協ヘルパーステーションこくぶ 国分中央三丁目38番15号 64-0539

訪問介護みのり 国分府中町30-3-17 76-0277

国分中央1丁目9-28 47-1093

訪問介護事業所せせらぎの里 国分下井1794番地1 48-7555

溝辺 フラワーホーム　ホームヘルプサービス 溝辺町麓6丁目45番地 58-3714

横川 横川緑風園　ホームヘルパーステーション 横川町中ノ5645番地1 72-9777

牧園 ヘルパーステーションサンライト 牧園町高千穂3617番地131 64-4166

ヘルパーステーションすぎやす 霧島田口2143番地 57-1077

翔朋園ホームヘルプサービス指定訪問介護事業所 霧島田口2737番地36 57-0100

みゆき苑 隼人町松永895番地3 43-8111

訪問介護事業所 れいめい 隼人町松永657番地 55-8066

善の心ヘルパーステーション（休止中） 隼人町松永2784番地５ 43-7537

木の花ケアセンター(休止中) 隼人町松永一丁目39番地1 55-5855

ニチイケアセンター隼人 隼人町東郷1088番地1 64-2461

霧島市社会福祉協議会隼人訪問介護事業所 隼人町内山田一丁目6番65号 42-8005

ふくしサービスセンターきりしまはっぴい 隼人町真孝3133番地 64-2626

エスプリはやとヘルパーステーション 隼人町真孝2720番地 73-8182

ニチイケアセンター見次 隼人町見次595番地3 SunShineMET2階A号室 44-7300

ヘルパーステーション  みいま 隼人町住吉1638番地1 73-6265

ヘルパーステーション日和 隼人町住吉１８６番地1 73-5367

1ヶ所 住　　所　（霧島市） 電話番号

隼人南 霧島市シルバー人材センター 隼人町内山田一丁目14番15号 42-8585

訪問介護（ホームヘルパー）

○サービス内容

　訪問介護員等が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助を行います。
　※生活援助については、要介護者等がひとり暮らしのため、または同居家族等の障害・疾病等のため、要介護者・家族等が自ら行うこ
とが困難な場合に限られます。

○利用要件（対象者）

   事業対象者、要支援１～要支援２、要介護１～要介護５

訪問生活支援サービス（訪問型サービスA）

○サービス内容

国分北

国分

企業組合労協センター事業団　国分地域福祉事業所「ほ・の・ぼ・の」

霧島

隼人北

隼人南

　訪問介護員又は一定の研修受講者が居宅を訪問して、調理・洗濯・掃除・買い物等の簡易な生活支援サービスを行います。

○利用要件（対象者）

   事業対象者、要支援１～要支援２
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訪問入浴介護 1ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

隼人北 霧島市社会福祉協議会訪問入浴介護事業所 隼人町松永1434番地2 43-3729

10ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 清水内科 国分清水一丁目22番26号 47-7173

国分 国分中央病院 国分中央一丁目25番70号 45-3085

国分北 訪問リハビリテーションアメニティ国分 国分重久３６１－１ 64-0666

牧園 春田医院 牧園町宿窪田2072番地 76-0053

霧島 霧島杉安病院 霧島田口2143番地 57-1221

きりしま内科リハビリクリニック 隼人町松永一丁目36番地 64-2222

浜崎医院 隼人町東郷90番地 42-0349

かわひら歯科クリニック 隼人町姫城１０８９－１ 42-8856

隼人温泉病院 訪問リハビリテーション 隼人町姫城一丁目264番地2 42-2278

福山 八木クリニック 福山町福山4516番地 56-3000

20ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

清水内科 国分清水一丁目22番26号 47-7173

訪問看護ステーション　めばえ 国分姫城３１４７番地１ 73-5837

訪問看護ステーション　れいめい 国分剣之宇都町１９８番地１ 55-8835

訪問看護ステーション　集 国分姫城2893番地１ 70-8349

生協訪問看護ステーション　こくぶ 国分中央三丁目38番15号 64-0503

ステップハート　訪問看護ステーション 国分中央四丁目12番22号 73-3531

訪問看護ステーションテラス 国分新町二丁目15番７号 73-3966

溝辺 佐藤医院 溝辺町有川327番地2 59-2607

訪問看護ステーション　牧園 牧園町宿窪田939番地 76-1191

春田医院 牧園町宿窪田2072番地 76-0053

訪問看護ステーション　サンライト 牧園町高千穂3617番地640 78-3851

霧島 訪問看護ステーション　あんしん 霧島田口2143番地 57-3337

訪問看護ステーション「支え」 隼人町松永3277番地13 080-6468-1826

かわひら歯科クリニック 隼人町姫城１０８９－１ 42-8856

訪問看護ステーション姫城 隼人町姫城一丁目37番地 42-2554

ニチイケアセンター隼人訪問看護ステーション 隼人町東郷1088番地1 64-2463

株式会社霧島リハウォーク絆訪問看護ステーション 隼人町内山田1110番地2 57-5151

姶良地区医師会　訪問看護ステーション 隼人町内山田一丁目6番５2号 42-8996

訪問看護ステーション リカバリー 隼人町真孝2681番地3 48-5510

福山 八木クリニック訪問看護 福山町福山4516番地 56-3000

   要支援１～要支援２、要介護１～要介護５

訪問リハビリ

隼人北

○サービス内容

　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、居宅を訪問して、理学療法・作業療法その他必要なリハビリを行います。

○利用要件（対象者）

○サービス内容

　介護職員等が居宅を移動入浴車等で訪問し、入浴の介護を行います。

○利用要件（対象者）

隼人南

○サービス内容

　看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

○利用要件（対象者）

   要支援１～要支援２、要介護１～要介護５　※主治医が認めた方のみ利用できます。

   要支援１～要支援２、要介護１～要介護５

訪問看護

国分北

国分

牧園

隼人北
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36ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

イルカ調剤薬局    国分店 編集 国分府中88番207号 64-0883

クスノキ薬局 むけ店 国分向花131-3 73-4517

漢方薬局どんぐりとネコ 国分中央4丁目17-24 56-8830

㈱霧島市民薬局 国分中央3-38-16 45-4338

霧島市民薬局中央 国分中央1丁目7-60 47-1855

霧島マリンバ薬局 国分野口東9-37 73-7970

ひまわり薬局 国分野口東1157-2 48-5520

フタヤ薬局国分店 国分福島3-40-15 48-8484

みなと調剤薬局 国分山下町1654-6 47-2062

みほし薬局 国分中央4丁目2634-1 48-5840

みらい薬局本店 国分中央１丁目25-17 73-3882

エナジー薬局 国分府中町33-18 55-8115

おおぞら薬局 国分松木東7番15号 57-6220

きぼう薬局 国分湊393番地1 73-7162

たんぽぽ薬局 国分敷根1374-7 48-5788

まいづる薬局 国分福島3-51-5 46-0628

あおぞら薬局 溝辺町麓1503-5 58-9877

ケーアイ調剤薬局　溝辺店 溝辺町有川327-4 59-1555

横川 サン調剤薬局 横川町中ノ244-3 72-1800

牧園 寺脇薬局 牧園町宿窪田927-4 76-2008

あもりがわ薬局 隼人町松永3307-1 44-9211

けやき薬局 隼人町松永１丁目37 44-7001

とざか薬局 隼人町東郷93-3 64-2500

隼人薬局 隼人町松永3306-15 43-0002

ひなた調剤薬局 隼人町東郷1丁目281 42-8704

ことり薬局 隼人町東郷110-4 44-7175

ふらっと薬局 隼人町内933番地3 55-5522

かわひら歯科クリニック 隼人町姫城１０８９－１ 42-8856

ひめぎ薬局 隼人町姫城2-259 64-2610

ドラッグイレブン薬局姫城店 隼人町姫城3-208 44-7525

みつば薬局 隼人町姫城3-174-1 43-0424

くにみ薬局隼人店 隼人町内山田3-742-8 64-2662

そうごう薬局隼人店 隼人町住吉1353-7 73-7891

とざか薬局　隼人店 隼人町真孝1001-1 64-2270

フロム薬局 隼人町真孝1013-6 44-9292

地域のそよかぜ薬局Ｃ 隼人町真孝3677 73-6305

居宅療養管理指導（薬局・歯科）

○サービス内容

　自宅に医師、歯科医師または薬剤師、歯科衛生士等が訪問し医師と連携しながら、服薬に関するアドバイスや健康管理を行います。

○利用要件（対象者）

　要支援１～２、要介護１～要介護５

国分北

国分

国分南

溝辺

隼人北

隼人南
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◎通いのサービス
22ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

ニチイケアセンター国分 30 国分剣之宇都町9番6号 48-6618

瑞祥園通所介護事業所 50 国分郡田711番地 46-6500

リハビリカレッジ徒々草 40 国分新町1544番地5 73-3924

リハケアガーデン国分 30 国分中央四丁目12番22号 73-3381

リハテラス国分 25 国分新町一丁目29番42号 45-5600

リハケアガーデンネクスト 40 国分広瀬一丁目24番30号リーベンビル1階 70-1262

井料デイサービスセンター 65 国分広瀬二丁目28番8号 49-8467

デイサービス　せせらぎの里 25 国分下井1794番地1 48-7555

フラワーホーム　デイサービスセンター 45 溝辺町麓6丁目4番地 58-4165

リハプライド　鹿児島空港 20 溝辺町麓２６０３番地４ 55-8500

デイサービスセンター　えがお 30 横川町中ノ5091番地1 64-6666

横川緑風園　デイサービスセンター 25 横川町中ノ5645番地1 72-1010

株式会社霧島リハウォーク絆　デイサービスセンター 30 牧園町宿窪田654番地 54-5512

みんなの家 30 牧園町宿窪田939番地 76-0299

霧島 翔朋園デイサービスセンター指定通所介護事業所 20 霧島田口2737番地36 57-0100

みゆき苑 60 隼人町松永895番地3 55-1277

霧島市社会福祉協議会隼人通所介護事業所（松恵苑） 45 隼人町松永1434番地2 43-3729

音の館通所介護事業所 35 隼人町松永2784番地5 43-7537

通所介護事業所れいめい 40 隼人町松永657番地 55-8066

エスプリ鹿児島デイサービスセンター 90 隼人町真孝2720番地 73-8182

霧島リハウォーク絆　隼人デイサービスセンター 40 隼人町内山田1110番地2 73-3923

福山 牧之原むつみ園デイサービスセンター 30 福山町福沢4611番地 56-2568

通所リハビリテーション（デイケア） 20ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

アメニティ国分（要介護のみ） 20 国分重久361番地1 64-0666

清水内科 10 国分清水一丁目22番26号 47-7173

国分脳神経外科 30 国分向花154番地1 73-6811

国分中央病院 20 国分中央一丁目25番51号 73-7111

国分生協病院 45 国分中央三丁目38番14号 45-4968

中川整形外科 20 国分府中町３３番１７号 48-5633

清水整形外科（休止中） 10 国分山下町1654番地５ 47-3939

協愛病院 60 国分新町一丁目6番52-6号 64-0022

プライマリ・ケア　むろ内科 20 国分野口西28番52号 46-6611

デイケア霧島整形 10 国分野口東8番31号 73-8840

国分南 霧島記念病院 40 国分福島一丁目5番19号 47-3100

溝辺 佐藤医院 40 溝辺町有川327番地2 59-3849

霧島桜ヶ丘病院 20 牧園町高千穂3617番地98 78-3135

サンライトホーム 20 牧園町高千穂3617番地62３ 78-3８11

介護老人保健施設きりしま 40 霧島田口2115番地1 57-3410

霧島杉安病院 60 霧島田口2143番地 57-3099

希望の里 30 隼人町姫城二丁目157番地 43-1600

浜崎医院 10 隼人町東郷90番地 42-0349

きりしま内科リハビリクリニック 15 隼人町松永一丁目36番地 64-2222

隼人温泉病院 30（1単位10名） 隼人町姫城一丁目264番地2 42-2151

通所介護 （デイサービス）

国分北

隼人南

○サービス内容

　在宅の要介護者等に通ってきてもらい（送迎し）、入浴・排せつ・食事等の介護・生活等についての相談・助言、健康状態等の日常の
世話と機能訓練を提供します。

○利用要件（対象者）

   事業対象者、要支援１～要支援２、要介護１～要介護５

国分北

国分

国分南

溝辺

横川

牧園

隼人北

○利用要件（対象者）

  要支援１～２、要介護１～要介護５　※主治医が認めた方のみ利用できます。

国分

牧園

霧島

隼人北

○サービス内容

　在宅の要介護者等に通ってきてもらい（送迎し）、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、
作業療法その他必要なリハビリテーションを提供します。
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22ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

デイサービスぽっかぽか 18 国分剣之宇都町12番３号 48-8611

デイサービスむけいん 18 国分府中59番地１ 73-3777

茶話本舗デイサービス姫城 15 国分姫城2935番地 73-5020

デイサービスセンター元気の里 霧島館 10 国分新町966番地１ 73-6124

デイサービスセンター　より愛きりしま 18 国分新町1537番地１ 46-4358

国分府中デイサービス 18 国分府中町13番15号 48-6603

デイサービス　テラス 16 国分新町二丁目15番７号 45-3939

リハビリデイサービス隼人国分 18 国分野口西289番地 70-0615

スイートピア　霧島 15 国分上小川732番地 73-3730

デイサービス青春 10 国分湊463番地４ 45-3181

デイサービスセンターなでしこ国分 18 国分福島一丁目２３番４０号 73-6000

デイサービス　つくしのわ 18 国分敷根９０５番地１ 45-8681

にじの橋　広瀬 18 国分広瀬二丁目1番8号 71-0715

デイサービス協愛 10 国分下井７８１番地２ 48-7772

デイサービス　うらら 15 国分下井2988番地 55-5656

デイサービス　かたろう家 18 隼人町松永3277番地13 43-7773

木の花デイサービス 15 隼人町松永一丁目39番地１ 55-5855

凜のはなれデイサービス 15 隼人町松永2784番地5 73-8803

デイサービスほほえみの郷 15 隼人町姫城1904番地 43-4039

デイサービスセンター　日和館 10 隼人町住吉１８６番地 73-5367

隼人尚愛会病院 15 隼人町小田２４０番地 43-2222

福山 福山の里デイサービスセンター 18 福山町福山775番地1 55-2011

5ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 かしょうえんデイにこにこ 10 国分清水五丁目1番49号 46-6511

デイサービスセンター今日館 12 国分中央三丁目16番6号 55-9000

うのきデイサービス 12 国分中央三丁目19番20号 45-0078

溝辺 デイサービスみそめの里 12 溝辺町有川327番地10 59-2789

隼人南 ひだまり 12 隼人町小田252番地4 43-5005

地域密着型通所介護

国分北

国分

国分南

認知症対応型通所介護

国分

○サービス内容

　在宅の認知症の要介護者等に通ってきてもらい（送迎し）、入浴・排せつ・食事等の介護・生活等についての相談・助言、健康状態等
の日常の世話と機能訓練を提供します。

○利用要件（対象者）

　要支援１～２、要介護１～要介護５　※霧島市に住所を有する認知症の方のみ利用できます。

隼人北

隼人南

○サービス内容

　在宅の要介護者等に通ってきてもらい（送迎し）、入浴・排せつ・食事等の介護・生活等についての相談・助言、健康状態等の日常の
世話と機能訓練を提供します。

○利用要件（対象者）

　事業対象者、要支援１～２、要介護１～要介護５　※霧島市に住所を有する方のみ利用できます。
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◎泊まりのサービス
短期入所生活介護（ショートステイ(福祉)） 13ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

清水ショートステイ 国分清水一丁目32番43号 64-0412

嘉祥園 国分清水五丁目1番49号 46-6511

国分 国分中央三丁目12番29号 73-8300

フラワーホーム 溝辺町麓6丁目4番地 58-3714

フラワーホームユニット 溝辺町麓6丁目4番地 58-3714

横川緑風園 横川町中ノ5645番地1 72-1010

地域密着型特別養護老人ホーム　みどりの里 横川町中ノ5645番地1 64-6100

牧園 霧島青寿園 牧園町三体堂2003番地5 78-3340

霧島 翔朋園 霧島田口2737番地36 57-0100

みゆき苑 隼人町松永895番地3 43-8000

ショートステイまつながの里 隼人町松永1152番地6 73-6300

隼人南 介護付有料老人ホーム今日館 隼人町住吉188番地 73-6622

福山 牧之原むつみ園 福山町福沢4611番地 56-2234

短期入所療養介護（ショートステイ(医療)） 8ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 アメニティ国分 国分重久361番地1 64-0666

国分 国分外科胃腸科 国分府中町13番23号 47-2311

溝辺 佐藤医院 溝辺町有川327番地2 59-2607

牧園 サンライトホーム 牧園町高千穂3617番地623 78-3811

介護老人保健施設きりしま 霧島田口2115番地1 57-3410

霧島杉安病院 霧島田口2143番地 57-1221

希望の里 隼人町姫城二丁目157番地 43-1600

浜崎医院 隼人町東郷90番地 42-0349

　要介護者等を短期間入所させて入浴・排せつ・食事の介護その他日常生活上の世話と機能訓練を行います。

○利用要件（対象者）

　要支援１～２、要介護１～要介護５

霧島

隼人北

○サービス内容

国分北

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム　ソ・ウェルこくぶちゅうおう

溝辺

横川

隼人北

○サービス内容

　要介護者等を短期間入所させて看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行います。

○利用要件（対象者）

　要支援１～２、要介護１～要介護５
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◎訪問・通い・泊まりの一体的サービス
18ヶ所 登録定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 小規模多機能ホームおあしす重久 25 国分重久411番地3 48-5866

小規模多機能ホームうのき 15 国分中央三丁目19番8号 45-5550

地域サポートセンターよいどこい 24 国分府中町17番8号 48-8877

小規模多機能ホームまーる 25 国分城山町6番16号 47-4080

小規模多機能あんず庵 25 国分中央四丁目１７番１5号 73-8250

小規模多機能ホームおあしす国分 29 国分福島三丁目61番3号 48-5262

小規模多機能ホーム陽だまり 29 国分広瀬二丁目28番16-1号 55-0311

小規模多機能ホーム協愛 18 国分上井187番地 48-6406

小規模多機能ホーム敷根 29 国分敷根1028番地2 73-6378

小規模多機能ホームふもとの家 29 溝辺町麓2617番地 58-9337

小規模多機能ホームよいやんせ 25 溝辺町崎森2759番地1 64-1188

小規模多機能ホームひまわり 25 牧園町宿窪田169番地22 76-0277

霧島リハウォーク絆小規模多機能ホーム　　 18 牧園町宿窪田649番地1 54-5115

霧島 小規模多機能ホーム一休庵きりしま 25 霧島田口578番地1 64-8282

隼人北 小規模多機能ホームがんばろ家 25 隼人町松永3135番地２ 73-8900

小規模多機能ホームオアシスケア神宮 29 隼人町神宮三丁目3番5-1号 73-7005

小規模多機能ホームオアシスケア真孝（休止中） 25 隼人町真孝1790番地１５ 64-2681

福山 小規模多機能ホームおあしす福山 32 福山町福山5410番地26 64-7110

1ヶ所 登録定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 ケアサポートセンター　集 29 国分姫城2893番地1 70-8349

溝辺

牧園

隼人南

○サービス内容

　居宅の要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能
訓練を、居宅に訪問し、又はサービス事業所に通わせ、若しくは短期間宿泊させて行います。

○利用要件（対象者）

小規模多機能型居宅介護事業所

国分

国分南

　要支援１～２、要介護１～要介護５　※霧島市に住所を有する方のみ

看護小規模多機能型居宅介護事業所

○サービス内容

 「通い」「泊まり」「訪問」の３種類のサービスと「訪問看護」サービスを、介護と看護の両面から柔軟に組み合わせてサービスを行
います。

○利用要件（対象者）

要介護１～要介護５　※霧島市に住所を有する方のみ
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◎福祉用具
福祉用具貸与 6ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 （有）三井・メディックス国分営業所 国分清水一丁目14番17号 73-7611

（株）カクイックスウィング　国分営業所 国分中央四丁目2705番地1 49-8080

（株）エスワイ福祉・介護用品アスター 隼人町小田928-1 73-5108

溝辺 （株）南九州クボタ 溝辺町崎森973番地1 58-4372

牧園 　ライフケア　まごころ 牧園町高千穂3864番地 78-2811

隼人南 （有）南州メディカル隼人店 隼人町内山田二丁目17番2号 64-2306

福祉用具販売 5ヶ所 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 （有）三井・メディックス国分営業所 国分清水一丁目14番17号 73-7611

（株）カクイックスウィング　国分営業所 国分中央四丁目2705番地1 49-8080

（株）エスワイ福祉・介護用品アスター 隼人町小田928-1 73-5108

隼人南 （有）南州メディカル隼人店 隼人町内山田二丁目17番2号 64-2306

牧園 　ライフケア　まごころ 牧園町高千穂3864番地 78-2811

国分

○サービス内容

　居宅の要介護者等の心身の状況や環境を踏まえ、適切な福祉用具を貸与します。（用具選定の援助・取付け・調整等を含む）
　①車いす、②車いす付属品、③特殊寝台、④特殊寝台付属品、⑤床ずれ防止用具、⑥体位変換器、⑦手すり（工事不要のもの）、⑧ス
ロープ（工事不要のもの）、⑨歩行器、⑩歩行補助つえ、⑪認知症老人徘徊感知機器、⑫移動用リフト、⑬自動排せつ処理装置

○利用要件（対象者）

   要支援１～要支援２、要介護１～要介護５
   ※要支援１～要支援２又は要介護１の方は、車椅子や特殊寝台等（①～⑥、⑪、⑫）について原則として利用できません。
　※要支援１～要支援２、要介護１～要介護３の方は、⑬について原則として利用できません。

国分

○サービス内容

　居宅の要介護者等の心身の状況や環境をふまえ、適切な特定福祉用具を販売します。（用具選定の援助・取付け・調整等を含む）
　①腰掛け便座、②自動排せつ処理装置の交換可能部品、③入浴補助用具、④簡易浴槽、⑤移動用リフトのつり具

○利用要件

　要支援１～２、要介護１～要介護５
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〔施設サービス〕
◎介護保険施設 ★＝住所地特例対象施設

★ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 9ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

嘉祥園 80 国分清水五丁目1番49号 46-6511

青葉の里 80 国分郡田1559番地2 48-6760

フラワーホーム 50 溝辺町麓6丁目4番地 58-3714

フラワーホームユニット 30 溝辺町麓6丁目4番地 58-3714

横川 横川緑風園 50 横川町中ノ5645番地1 72-1010

牧園 霧島青寿園 90 牧園町三体堂2003番地5 78-3340

霧島 翔朋園 30 霧島田口2737番地36 57-0100

隼人北 みゆき苑 50 隼人町松永895番地3 43-8111

福山 牧之原むつみ園 90 福山町福沢4611番地 56-2234

3ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分 29 国分中央三丁目12番29号 73-8300

横川 地域密着型特別養護老人ホームみどりの里 20 横川町中ノ5645番地1 64-6100

隼人北 小規模特別養護老人ホーム日当山の家 29 隼人町松永1171番地 43-6670

★ 介護老人保健施設 4ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 アメニティ国分 80 国分重久361番地1 64-0666

牧園 サンライトホーム 70 牧園町高千穂3617番地623 78-3811

霧島 きりしま 50 霧島田口2115番地1 57-3410

隼人北 希望の里 80 隼人町姫城二丁目157番地 43-1600

★ 介護療養型医療施設 1ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分 国分外科胃腸科 3 国分府中町13番23号 47-2311

○サービス内容

   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置いて、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、健康管理及び療養上の世話を行います。

○利用要件

   原則として要介護３～要介護５

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム　ソ・ウェルこくぶちゅうおう

国分北

溝辺

○利用要件

   要介護１～要介護５

○サービス内容

   長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護そ
の他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行います。

○利用要件

   要介護１～要介護５

○サービス内容

   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置いて、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、健康管理及び療養上の世話を行います。

○利用要件（対象者）

　原則として要介護３～要介護５　※霧島市に住所を有する方のみ利用できます。

○サービス内容

   施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び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。
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★ 介護医療院 3ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分 国分中央病院介護医療院 30 国分中央1丁目25番70号 45-3085

霧島 すぎやす 54 霧島田口2143番地 57-1221

隼人南 悠愛 25 隼人町小田245番地 73-8000

23ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

ニチイケアセンター国分 9 国分剣之宇都町9番6号 48-6623

グループホーム嘉祥園ひなた 18 国分清水五丁目1番49号 70-0315

グループホームこくぶ太陽の家 9 国分中央一丁目24番24号 48-7320

グループホームうのき 9 国分中央三丁目19番8号 45-5580

国分府中グループホーム 9 国分府中町13番15号 48-6613

グループホーム協愛 18 国分新町一丁目6番52-17号 48-8600

グループホーム福寿荘 9 国分広瀬二丁目28番16-1号 73-5758

グループホーム陽だまり日輪荘 9 国分広瀬二丁目29番37号 55-0700

グループホームてんとうむし 9 国分上井903番地2 47-4672

グループホームうらら 9 国分下井2988番地 46-1778

グループホームオアシスケア溝辺 18 溝辺町崎森1891番地15 58-9220

グループホームよいやんせ 9 溝辺町崎森2759番地1 64-1188

横川 グループホームみどりの風 9 横川町中ノ5645番地1 72-9054

牧園 グループホームサンライト 18 牧園町高千穂3617番地640 78-2320

グループホームうさぎ 18 霧島田口193番地1 57-3031

グループホームゆめ 18 霧島田口2143番地 57-2077

グループホームきりっま 18 霧島大窪63番地2 64-8095

グループホーム隼人 27 隼人町松永3630番地3 64-2520

グループホーム「ゆうゆう」 18 隼人町姫城一丁目276番地 44-6180

グループホームとうりんじハウス 18 隼人町東郷102番地 73-6311

グループホームあもり 18 隼人町内2075番地2 43-8700

グループホームどんぐりの里 9 隼人町真孝113番地1 44-6934

グループホームオアシスケア小浜（一部休止中） 36 隼人町小浜3070番地 43-0716

国分

国分南

溝辺

霧島

隼人北

隼人南

○サービス内容

   長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象として、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と
「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。

○利用要件

   要介護１～要介護５

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

国分北

○サービス内容

　認知症（急性を除く）の要介護者等に対して、グループホームで共同生活を行い、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世
話と機能訓練を行います。

○利用要件（対象者）

　要支援２、要介護１～要介護５　※霧島市に住所を有する方のみ
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◎その他施設（介護保険以外のサービス） ★＝住所地特例対象施設　●＝特定施設入居者生活介護施設

★ 養護老人ホーム 3ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 国分舞鶴園 50 国分重久269番地3 46-2205

横川 養護老人ホーム横川長安寮 50 横川町中ノ4752番地3 72-0146

隼人北 日当山春光園 50 隼人町松永1149番地1 42-0001

生活支援ハウス 1ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 アメニティ国分 10 国分重久362番地2 46-0755

★ 軽費老人ホーム 3ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

国分北 ＜A型＞慶祥園 50 国分府中66番地 45-6150

霧島 ＜A型＞霧島荘 50 霧島田口2737番地36 57-1681

隼人北 ＜ケアハウス＞ケアハウスみゆき苑 30 隼人町松永895番地3 43-8111

★ サービス付き高齢者向け住宅 10ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

むけいん 36 国分府中59番地1 73-3777

より愛きりしま 29 国分新町1577番地10 48-5301

メディカーサ国分中央 32 国分中央一丁目25番51号 73-7111

ラシュレ・メゾンうのき 12 国分中央三丁目19番8号 48-6480

なでしこ国分 34 国分福島一丁目23番40号 73-6000

サンライズ吹上 32 国分広瀬二丁目28番42号 73-6612

重陽の里 新月棟 12 隼人町松永283番地2 73-8888

重陽の里 三日月棟 10 隼人町松永283番地2 73-8888

重陽の里 有明月棟 10 隼人町松永657番地 73-8888

福山 福山の里 9 福山町福山775番地 54-7100

○利用要件

   環境上及び経済的理由により、原則として、在宅生活が困難となった低所得の65歳以上の方

○サービス内容

   各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応や、介護サービスの利用援助、利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流
のための場の提供を行います。

○利用要件

   本市に住所を有する60歳以上の方で、独り暮らし、夫婦のみの世帯及び家族に援助を受けることが困難な方であって、高齢等のため
独立して生活することに不安のある方。

○サービス内容

   自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行います。

国分南

隼人北

○サービス内容

　一定のバリアフリー基準を満たす賃貸住宅等において、入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的なサービスを提供する
状況把握サービスと入居者からの相談に応じ必要な助言を行う生活相談サービスを提供します。

○利用要件

   60歳以上の方、または要介護者等およびその同居者

○サービス内容

   無料又は低額な料金で、高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要なサービスを提供します。

   ＜Ａ型＞　給食や日常生活に必要な便宜などを提供
　＜Ｂ型＞　日常生活に必要な便宜などを提供。（食事は自炊が原則）
　＜ケアハウス＞　給食や日常生活に必要な便宜などのほか、必要に応じて介護保険を利用してサービスを利用できる。

○利用要件

　60歳以上の方。（ただし、夫婦で利用の場合はどちらかが60歳以上で可）
＜A型＞   収入が一定程度以下で身寄りの無い方又は家庭の事情等によって家族との同居が困難な方。
＜ケアハウス＞自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方であっ
て、家族による援助を受けることが困難な方。

国分北

国分
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★ 介護付有料老人ホーム 10ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

● 国分北 はな 10 国分清水一丁目2番23号 73-3773

● 国分 はぴね国分 40 国分中央六丁目21番13号 48-7751

● 協愛 20 国分下井781番地2 48-7771

● うらら 10 国分下井2988番地 48-6077

● サンライズ霧島 22 霧島田口577番地1 64-8686

● みち草 28 霧島田口2143番地 64-8233

● オアシスケア　ヴィラ霧島（休止中） 27 霧島田口2280番地94 64-8585

● 隼人北 はぴね隼人 48 隼人町姫城1050番地1 44-7066

● 今日館 20 隼人町住吉188番地 73-6622

● 悠楽館 18 隼人町小田220番地 57-8200

★ 住宅型有料老人ホーム 22ヶ所 定員 住　所　（霧島市） 電話番号

たんぽぽの家 4 国分重久2148番地４ 46-2990

あっとほーむ                                   52 国分剣之宇都町12番3号 46-0091

和毘茶毘 15 霧島市国分姫城2892番地7 70-8083

テラス姫城 15 国分新町二丁目15番7号 45-3939

スイートピア霧島 20 国分上小川732番地 73-3730

つくしの家 20 国分敷根905番地1 45-8681

せせらぎの里 43 国分下井1794番地1 48-7555

セキュレナ 17 国分広瀬１丁目14-15 73-3924

溝辺 たかやの森 9 溝辺町有川327番地10 59-2780

ひまわり 5 牧園町宿窪田169番地45 76-0277

宿里 9 牧園町宿窪田654番地 76-0373

重陽の里 満月棟 10 隼人町松永６５７番地 73-8888

松永苑 15 隼人町松永１１５２番地７ 73-6300

善の心 36 隼人町松永2784番地5 43-7537

ゆるり館 26 隼人町松永3277番地13 43-7773

アミュハウス木の花 20 隼人町松永一丁目39番地1 55-5858

ほほえみの郷 18 隼人町姫城1904番地 43-4039

東郷の里 14 隼人町東郷一丁目208番地 55-1944

なごみの家(休止中) 9 隼人町真孝1790番地17 64-2681

エスプリ鹿児島 90 隼人町真孝2720番地 73-8182

日和館 25 隼人町住吉１８６番地1 73-5367

みいま 15 隼人町住吉1638番地1 73-6265

   高齢者

牧園

隼人北

隼人南

○サービス内容

   高齢者が入居し、食事の提供、洗濯・掃除等の家事の供与、健康管理又は介護のいずれかまたは複数のサービスが受けられる施設で、
介護サービスの提供方法の違いにより、介護付・住宅型・健康型の3タイプに分けられます。

＜介護付＞　食事等のサービスのほか、施設が自ら、または提携事業者によって、介護サービスを提供します。
＜住宅型＞　食事等のサービスのみ提供し、介護が必要となった場合は入居者が外部の介護サービス事業者と契約する必要があります。
＜健康型＞　食事等のサービスのみ提供し、介護が必要となった場合は契約を解除し退去することが前提です。

○利用要件

国分南

霧島

隼人南

国分北

国分

国分南
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