
児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【高鍋町】

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6956-2
TEL： 22-0660
FAX： 22-2218

〒 884-0005
住所 高鍋町大字持田1741-3
TEL： 35-3401
FAX： 35-3402

〒 884-0004
住所 高鍋町大字蚊口浦6195-6
TEL： 35-3965
FAX： 35-3939

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋3225
TEL： 23-8023
FAX： 22-5933

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋763-1
TEL： 35-3471
FAX： 35-3471

〒 884-0004
住所 高鍋町大字蚊口浦36-5
TEL： 23-9434
FAX： 23-9434

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋884-3
TEL： 32-9150
FAX： 32-9750

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6956-2
TEL：  
FAX： 22-2218

　鈴山荘訪問介護事業所は、ご利用者の在宅生活が継続できる
よう身体状況や生活環境に応じて、自立支援に向けた様々な
サービスを提供しています。

-8
訪問介護
（介護予防）

鈴山荘訪問介護事業所

高鍋町全域・高鍋町
に隣接する市町村ま
たは、これに準する市
町村で特に利用を希
望する地域

5
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所ほおのき 児湯郡内各町

　ほおのきの花言葉は「自然な愛」ひとりひとりの我が家は誰か
の笑い声やみんなの世間話が聞こえる。そんな家庭のぬくもりを
大事にしながら生活全般のご相談に応じております。ご縁を大切
にさせていただきます。

-

4
居宅介護支援
（ケアマネ）

なでしこ園　居宅介護支援事業
所

児湯郡内（中山
間地域を除く）

　当事業所は２名の介護支援専門員を配置し、ご利用者様・ご家
族様が明るく元気に、安心した生活を送っていただけるよう、心を
込めてご相談に応じさせていただいています。

-

7
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　凛

高鍋町、新富
町、川南町、都
農町、木城町、
西都市

　住みなれた地域でご利用者様らしく自立した日常生活が安心し
て過ごしていただけるよう、介護保険法令に従って充分な支援に
努めます。

-

6
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所ミモザ
高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、都農町

　独立型の居宅介護支援事業所として必要なサービスが効率
的・総合的に提供できるよう公正中立な支援を行います。
利用者が安心して自立した生活が送れるよう利用者の立場に
立った支援を行います。

-

PRしたいこと
連絡先

1
居宅介護支援
（ケアマネ）

鈴山荘居宅介護支援事業所

高鍋町全域・高鍋町
に隣接する市町村ま
たは、これに準する市
町村で特に利用を希
望する地域

　 鈴山荘居宅介護支援事業所は、福祉の「よろず相談所」。ケア
マネジャーが御相談に応じ、皆様に合った福祉サービスの提供
につとめています。

－

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

3
居宅介護支援
（ケアマネ）

しゃちんぼの濱　居宅介護支援
事業所

高鍋町

2
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　エンゼル
高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、都農町
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【高鍋町】

〒 884-0001
住所 高鍋町大字高鍋町507-2
TEL： 22-0408
FAX： 32-8585

〒 884-0004
住所 高鍋町大字蚊口浦6036
TEL： 32-6511
FAX： 35-3939

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋300
TEL： 22-4076
FAX： 23-5365

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6649-123
TEL： 35-3525
FAX： 35-3526

〒 884-0001

住所
高鍋町大字高鍋町694-1
メゾンサティーユ１階　１号室

TEL： 32-0881
FAX： 32-0882

〒 884-0004
住所 高鍋町大字蚊口浦6195-6
TEL： 35-3965
FAX： 35-3939

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋4773
TEL： 22-1661
FAX： 22-1661

12
訪問介護
（介護予防）

訪問介護事業所めいりん

高鍋町（高鍋町
以外の方でもご
希望の方はご相
談ください）

　利用者様のプライバシーに留意し残存機能を活かせるよう生
活の支援を行います。また、コミュニケーションを図り充実した
サービス時間の提供、異常の早期発見に努めた支援を行ってい
ます。

-

11
訪問介護
（介護予防）

高鍋町社会福祉協議会
訪問介護事業所

高鍋町

15
通所介護
（介護予防）

通所介護　埴生の里 児湯郡

　和風数奇屋造りで杉と檜の温もりの中で生活リハビリを中心に
機能訓練や脳活性を行います。またおやつ作りやレクリエーショ
ン、季節に応じた様々な行事やドライブ等、明るく元気な職員と
一緒に楽しんでいただけます。

25

14
通所介護
（介護予防）

デイサービスしゃちんぼの濱

高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、都農町、
西都市

13
訪問看護
（介護予防）

訪問看護ステーション　ひなた 児湯郡

　病気や障がいを持った方、介護が必要となった方が住み慣れ
た地域で安心して生活が送れるよう支援いたします。利用者の
人権・自己意思決定を尊重し、心と身体の両方をケアする訪問
看護を提供しています。

-

10
訪問介護
（介護予防）

訪問介護ステーション
しゃちんぼの濱

高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、都農町、
西都市

9
訪問介護（介護
予防・居宅介護・
重度訪問介護）

合同会社ケアセンター　こころ
西都市及び児湯
郡内

　訪問介護・居宅介護・重度訪問介護の他の、有料（家政婦）
サービスも行っています。ニーズに合わせた柔軟な対応が出来
ます。

-

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【高鍋町】

〒 884-0005
住所 高鍋町大字持田1741-3
TEL： 35-3325
FAX： 35-3326

〒 884-0006

住所 高鍋町大字上江6956-2

TEL： 22-0834

FAX： 22-2218

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6649-123
TEL： 35-3525
FAX： 35-3526

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋1262-1
TEL： 22-5187
FAX： 22-2402

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋1089
TEL： 35-3531
FAX： 35-3574

〒 884-0004
住所 高鍋町大字蚊口浦6036
TEL： 32-6511
FAX： 35-3939

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋763-1
TEL： 35-3465
FAX： 35-3465

〒 884-0005
住所 高鍋町大字持田3171-1
TEL： 35-3344
FAX： 35-3345

23
地域密着型通所
介護介護予防通
所介護

五感リハビリデイサービス　ひな
た

高鍋町・川南町
新富町・木城町
都農町

　人間の持つ「五感」が維持できるようなサービス内容をモットー
としています。各種物理療法の機器も充実しており、機能訓練も
各個人に合った内容で実施しています。昼間の活動で夜はぐっ
すり眠っていただけています！

18

22
地域密着型通所
介護、介護予防
通所介護

デイサービス　ほおのき 　　　高鍋町

　小さな規模だからできるサービスを、ひとりひとりに大切な時間
を過ごして頂きたいと努めております。お昼時には台所から美味
しそうな香りも漂います。心身機活性療法も取り入れて心身共に
元気にします。

16

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

 ご利用者様一人ひとりの生きがいをもって活動できるデイサー
ビスをコンセプトに日常生活の支援や生活リハビリ、機能訓練を
通して住み慣れた地域でいつまでも元気に過ごしていけるよう支
援致します。

16

21
地域密着型通所
介護、介護予防
通所介護通所

デイサービス　かめ家

高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、
都農町、西都市

19
地域密着型通所
介護、介護予防
通所介護

じゅうじの家デイサービスセン
ター

高鍋町

20
地域密着型通所
介護、介護予防
通所介護

まちのなか　おとんおかんの家 高鍋町

　鈴山荘デイサービスセンターは、在宅のご高齢者がレクリェー
ション活動や食事・入浴等を通して、毎日を楽しく心豊かにお過
ごしいただくための施設です。

25

18
通所介護
（介護予防）

通所介護事業所めいりん
高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、西都市

　３６５日営業しており、機能訓練の専門資格者によるリハビリの
提供、オイルを用いたハンドマッサージの提供を行っています。
楽しく過ごして頂けるよう季節に応じたレクリエーションも実施し
ています。

34

16
通所介護
（介護予防）

デイサービスエンゼルたかなべ

高鍋町、新富
町、木城町、川
南町、都農町、
西都市、宮崎市

17
通所介護
（介護予防）

鈴山荘　デイサービスセンター

高鍋町全域・高鍋
町に隣接する市町
村または、これに準
する市町村で特に
利用を希望する地
域
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【高鍋町】

〒 884-0001
住所 高鍋町大字高鍋町598‐3
TEL： 23-0404
FAX： 35-3838

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江1831-2
TEL： 26-1626
FAX： 26-1627

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋3225
TEL： 23-8023
FAX： 22-5933

〒 884-0003
住所 高鍋町大字南高鍋7161-12
TEL： 32-0205
FAX： 32-0206

〒 884-0003
住所 高鍋町大字南高鍋9118-1
TEL： 32-0077
FAX： 32-0288

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6956-2
TEL： 22-0225
FAX： 22-0316

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋3225
TEL： 23-8023
FAX： 22-5933

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6956-2
TEL： 22-0225
FAX： 22-0316

30
短期入所療養介
護

介護老人保健施設　なでしこ園 児湯郡2

　介護者の病気や仕事、一時的に介護が不可能な時に短期間
入所して、日常の介護や看護・医療・リハビリテーション等を提供
する施設です。利用者の心身機能の維持・改善を図ると共に介
護者の心身の負担軽減を支援します。

31
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホーム　鈴山荘 -

 特別養護老人ホーム鈴山荘では、ご利用者の皆様が安全性の
高い環境のもとで、家庭的な雰囲気に包まれ、笑顔で生活してい
ただけるよう職員一同「真心」と「感謝」を大切に日々努力してい
ます。

80

27
小規模多機能型
居宅介護

小規模多機能ホーム　なぎのき
泊9
通15

　　　高鍋町

　要介護状態にある方が、通い宿泊訪問のサービスを利用しな
がら自宅での生活を続けていくための施設です。ご本人ご家族
の希望に合わせて、自由にサービスを組み合わせることができ
ます。三食とも手作りの食事です。

　グループホーム遊友が行うデイサービスです。利用者は要支
援1から要介護5までの認知症がある方です。長時間の利用が可
能で利用単価も安いです。祝祭日もやっており、年中無休です。
ゆったりとした時をどうぞ！！

3

26
通所リハビリテー
ション（介護予
防）

なでしこ園　通所リハビリテー
ション

児湯郡

　当園では理学療法士、作業療法士によるリハビリの実施と運
動器具や電気治療など10種ほど設置しています。又、職員によ
る集団体操やレクレーション、クラブ活動、季節に応じた行事も毎
月、実施しております。

50

29
短期入所生活介
護（介護予防）

特別養護老人ホーム鈴山荘 -

 特別養護老人ホーム鈴山荘短期入所生活介護サービスでは、1
日8名の方に御利用いただけます。ご本人やご家族、担当ケアマ
ネージャーと密に連携を図りながら、その方に応じた支援が提供
できるよう努力致しています。

8

28
短期入所生活介
護（介護予防）

ショートステイ望み苑 近隣市町村

　特別養護老人ホーム望み苑で空いている部屋（個室）を、要支
援1～要介護5の方が利用いただけます。在宅で介護をしている
方が冠婚葬祭や旅行、体調が悪い際は気軽に問い合わせて下
さい。

-

25
認知症対応型通
所介護（介護予
防）

グループホーム　遊友 高鍋町内

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

24
地域密着型通所
介護、介護予防
通所介護

デイサービス　はーとふる
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【高鍋町】

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋3225
TEL： 23-8023
FAX： 22-5933

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江1831-2
TEL： 26-1626
FAX： 26-1627

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江1940-2
TEL： 23-4457
FAX： 23-4457

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6649-145
TEL： 23-2351
FAX： 23-2351

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋4775
TEL： 22-1665
FAX： 22-1665

〒 884-0003
住所 高鍋町大字南高鍋9118-1
TEL： 32-0077
FAX： 32-0288

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6956-2
TEL： 22-0835
FAX： 22-2212

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6956-2
TEL： 22-0190
FAX： 22-0316

38
特定施設入所者
生活介護（介護
予防）

養護老人ホーム　もくせい苑 -

　養護老人ホームもくせい苑は、高鍋湿原が一望でき四季おりお
りの自然が楽しめる場所に位置しています。中庭には、花や野
菜づくりができる広い花壇を設け、入居者の心豊かで笑顔あふ
れる生活を応援します。

60

37
地域密着型介護
老人福祉施設入
所生活介護

地域密着型特別養護老人ホー
ム望み苑

高鍋町
　当施設は、入居者様10名程が集まったユニットを設けており、
ユニットごとに家庭的で温かい雰囲気を大切に、住み慣れた地
域で、その人らしい生活ができるよう支援しております。

29

39 ケアハウス ケアハウス　とんぼの里 -

　ケアハウスとんぼの里は、完全個室の各部屋にミニキッチン等
を設けるなど、プライバシーに細心の注意を払っています。また、
ご入居者が以前より使いなれ親しんだ家具なども御自由にお持
込みいただけます。

10

35
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホーム　すいせん高鍋 -

　地域との連携を行いながら利用者様が家庭と変わらず個々の
力を十分に活しながらその人その人に寄り添い要介護状能の軽
減若しくは悪化の防止と維持に資するよう介護プランを立案し
日々見直し職員間で行っています。

9

34
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホーム　なごやか -

　「いっしょに暮らす。いっしょに語る。いっしょに笑う。地域でいっ
しょに暮らそう」の理念の基家庭的な雰囲気の中で出来る限り自
立した生活が送れる様生活全般の見守りやお手伝いレクリェー
ション等楽しんでいます。

9

36
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホーム　メゾン・こもれ
び

-

 　「今を大切に・一日を幸せに」の理念のもと入居者様が笑顔で
幸せに暮らせるように、家庭的な雰囲気の中で一人ひとりのでき
ることを引き出し、職員がサポートしています。笑顔あふれる楽し
いグループホームです。

9

33
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホーム　遊友 -

　静かな環境の中で、ゆったりとした時を持っていただける様に、
遊友を作りました。笑顔に満ちた自分らしい時を過ごしていただ
けるように、スッタッフも努力いたします。是非一度見学に来てみ
て下さい。お待ちしてます。

9

32
介護老人保健施
設

介護老人保健施設　なでしこ園 -80

　病状が安定している要介護者の方の自立と自宅への生活復帰
を目指し、日常生活の介護や看護・医療・リハビリテーション等を
提供する施設です。在宅ケア支援の拠点を目指し、自分らしい生
活を送れるように支援します。

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【高鍋町】

〒 884-0005
住所 高鍋町大字持田3171-1
TEL： 35-4500
FAX： 35-4501

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江6649-123
TEL： 35-3525
FAX： 35-3526

〒 884-0002
住所 高鍋町大字北高鍋1089
TEL： 35-3531
FAX： 35-3574

〒 884-0004
住所 高鍋町大字蚊口浦6195-6
TEL： 35-3965
FAX： 35-3939

〒 884-0006
住所 高鍋町大字上江8437
TEL： 32-6600
FAX： 32-6001

41 有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム　サクラ
高鍋

-
　入居者様、ご家族の目線に立ち、コミュニケーションを図り気持
ちに寄り添う介護を目標にサービス提供いたします。季節感を感
じられる様、夏祭り、餅つきなどのイベントも開催しています。

41

　65歳以上の高齢者を対象に、住み慣れた地域で生活できるよ
う介護サービスや介護予防等の相談に応じ、介護保険申請支援
や各関係機関へ繫ぐ役割を行っています。お気軽にご相談下さ
い。

-

43
サービス付高齢
者住宅

サービス付高齢者住宅　しゃち
んぼの濱

44 － 高鍋町地域包括支援センター 高鍋町

42 有料老人ホーム
有料老人ホーム　まちのなかお
とんおかんの家

-
　住み慣れた地域でいつまでも自分らしく生活できるをコンセプト
に「生きる力」や「主体性」を中心に自助、共助の精神で活気ある
生活を支援致します。

15

40 有料老人ホーム 有料老人ホーム　ひなた -

 　「ひなた」という文字通りの陽当たりのよい庭が自慢のホーム
です。居室には、全室洗面台、トイレが完備されていて、プライバ
シーも守られます。木造の温もりのある空間が広がり、ゆっくりと
過ごしていただけます。

26

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【新富町】

〒 889-1406

住所 新富町新田４６３８-１

TEL： 33-4288
FAX： 33-4288

〒 889-1404
住所 新富町下富田字小島江６２９-５

TEL： 33-4561

FAX： 33-5576

〒 889-1403
住所 新富町大字上富田２９３２-１

TEL： 33-2011

FAX： 33-2017
〒 889-1406

住所 新富町新田１９３６４-７
TEL： 21-5666

FAX： 21-5667
〒 889-1406

住所 新富町新田４８１-１

TEL： 33-5040
FAX： 33-0221

〒 889-1403

住所 新富町大字上富田３３４９-１
TEL： 33-2210

FAX： 26-8731
〒 889-1406

住所 新富町新田１９３６４-７

TEL： 21-5666
FAX： 21-5667

〒 889-1403

住所 新富町上富田７４８５-１４
TEL： 33-4213

FAX： 33-5418

サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

1
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援　おとなり
新富町、高鍋
町、西都市、宮
崎市

　住み慣れた地域で、穏やかな気持ちで暮らし続けることが出来
る様、ご本人、ご家族様に寄り添い、共に過ごす時間を大切にし
ながら支援させていただきます。

-

4
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　みなみ

新富町、高鍋町、
西都市、宮崎市、
前記以外におい
ても相談可

　高齢の方も障がいサービスから移行される方も共に自分らしく
生活が出来るように、小さな不安や迷いを御本人、御家等と考え
解決していきます。

-

5
居宅介護支援
（ケアマネ）

ケアプランステーション　ルピナ
ス

新富町、高鍋
町、宮崎市（旧
佐土原町）

　住み慣れた地域で生活するために身体的、環境面を改善すめ
方策を共に考えて行きましょう。元気のいいケアマネジャーが応
援します。

-

2
居宅介護支援
（ケアマネ）

しんとみ希望の里居宅介護支援
事業所

新富町内全域

　生活相談やケアプランの作成などで、在宅のご高齢者の生活
をより便利で快適にするためのお手伝いをするのが「しんとみ希
望の里居宅介護支援事業所」介護・看護の経験豊富なケアマネ
ジャーが、皆様をサポートします。

-

3
居宅介護支援
（ケアマネ）

指定居宅介護支援事業所　陽 新富町内
　御家族に信頼される事業所を目指し、介護支援専門員２名で
日々励んでいます。

-

8
訪問介護
（介護予防）

社会福祉法人新富町社会福祉
協議会

新富町内全域
　地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、心身の特性
を踏まえ能力に応じ自立した日常生活がてぎるよう支援していき
ます。

6
訪問介護
（介護予防）

花と緑のヘルパーステーション
新富町、高鍋
町、川南町、西
都市、宮崎市

　透析病院との連携を図り、透析患者様に寄り添った介護を行い
ます。

10

7
訪問介護
（介護予防）

訪問介護事業所みなみ

児湯郡・西都
市、その他の地
域に関して相談
可

　住み慣れた地域、顔なじみの方々と一緒に暮らしが続けられる
様に、専門職のスキルで援助し、多職種とのチームプレイにて利
用者様の在宅生活を一丸となって支えていきます。
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【新富町】

〒 889-1406

住所 新富町新田８５１５-１

TEL： 33-4655
FAX： 33-4685

〒 889-1406
住所 新富町大字新田３６９３-１

TEL： 33-6323

FAX： 33-6325

〒 889-1406
住所 新富町新田字羽広１９２８-１

TEL： 33-6651

FAX： 33-6652
〒 889-1406

住所 新富町大字新田１６３５７番２
TEL： 35-1406

FAX： 35-3737
〒 889-1403

住所 新富町上富田３８０５番地

TEL： 32-5008
FAX： 21-5301

〒 889-1406

住所 新富町大字新田４８１-１
TEL： 33-0120

FAX： 33-0221
〒 889-1403

住所 新富町大字上富田３８０９

TEL： 32-5302
FAX： 33-2209

〒 889-1404

住所 新富町大字下富田６２９-１
TEL： 33-4561

FAX： 33-5576

サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

11
訪問介護
（介護予防）

訪問介護センター新富 新富町
　丁寧な介護の想いをもって日々、介護に取り組んでいます。些
細なお悩み事から相談にのりますのでご連絡をお待ちしていま
す。

31

12
訪問介護
（介護予防）

合同会社ケアハンドたぶの木坂

新富町、高鍋町、宮崎市
の一部（佐土原町）、西
都市の一部（市役所を中
心に5キロ以内と茶臼
原）、木城町（中の又、石
河内）を除く

　利用者様の幸せをもっとうに！！
日常生活に寄り添いその人らしく安心してご利用頂ける様幸せ
に満ちた介護を致します。知識も豊富でチームケアをめざし人の
為に楽しさを感じ、人と人を繋げるたぶの木坂です。

30

9 訪問介護
ヘルパーステーションみんなの
家

新富町、高鍋
町、木城町、西
都市、宮崎市佐
土原町

　現在は併設する住宅型有料老人ホームみんなの家の利用者
様へサービスを提供しています。

10 訪問介護 ケアサービス・オーシャン
新富町、西都
市、宮崎市

　住宅型有料老人ホームに併設の介護事業所です。喀痰吸引研
修修了介護福祉士、看護師も介護職として従事します。医療依
存度の高い方へのケアも可能です。

15
通所介護
（介護予防）

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ優
新富町、高鍋
町、木城町、西
都市、宮崎市

　私どものデイサービスでは、ウォーターマッサージや低周波で
のリラクゼーション、利用者様に合わせたケアを行っております。
いつでも気軽にお越し下さい。職員一同いつでもお待ちしており
ます。

45

16
通所介護
（介護予防）

しんとみ希望の里デイサ－ビス
センタ－

新富町、新富町
に隣接する市町
村

　平成元年10月に新富町で初めてスタートした「高齢者通所介
護」事業所です。センターのうりは、５年前に導入した簡単な歩行
のできる「ミニプール」。元気なシルバーライフを応援します。（見
学も随時募集中）

35

13
訪問看護（介護
予防）

訪問看護　優
新富町、佐土原
町、高鍋町、西
都市

　利用者様、御家族様の想いに沿った訪問看護を目指して日々
精進しております。特にターミナルケアでは、穏やかな生活を送
れるよう、心のこもったサービスを提供致します。

25

14
訪問リハビリテー
ション

小村医院
新富町、高鍋
町、木城町、西
都市、宮崎市

　利用者様の生活の場に理学療法士や作業療法士などのリハ
ビリ専門職が訪問し、日常生活に役立つリハビリや心身機能の
維持・回復を目指します。また、栄養状態を含めたプログラムの
栄養リハビリも提供しています。

-
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【新富町】

〒 889-1403

住所 新富町大字上富田２９３３-３

TEL： 33-2014
FAX： 33-2017

〒 889-1406
住所 新富町大字新田５８５９-１

TEL： 35-3816

FAX： 35-3826

〒 889-1406
住所 新富町大字新田８５１５-１

TEL： 33-4655

FAX： 33-4685
〒 889-1406

住所 新富町新田４６３８-１
TEL： 33-4288

FAX： 33-4288
〒 889-1403

住所 新富町大字上富田３３４９-１

TEL： 32-5011
FAX： 26-8731

〒 889-1406

住所 新富町大字新田１９２８-１
TEL： 33-6651

FAX： 33-6652
〒 889-1406

住所 新富町大字新田４８１-１

TEL： 33-0120
FAX： 33-0221

〒 889-1404

住所 新富町大字下富田字小島江６２９-５

TEL： 33-4561

FAX： 33-5576

18
通所介護
（介護予防）

デイサービスセンターにゅうた
新富町、高鍋
町、西都市、宮
崎市

　マッサージ機やメドマー、低周波電気治療、個別リハビリや季
節感にあわせたレクリエーションを行っております。浴室は一般
浴槽と寝たまま入れる特殊浴槽を完備しており、静養室ではゆっ
たりと過ごして頂けます。

46

19
地域密着型通所
介護（介護予防）

デイサービスみんなの家

新富町、その他
指定を受けた宮
崎県内の市町
村

　定員10名の小さなデイサービス事業所です。アレンジフラワー
やパステルアート、音楽レクリエーション・アロマリラクゼーション
など多彩なメニューがあり、個別活動を行っています。

10

サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

17
通所介護
（介護予防）

デイサービス陽
新富町、高鍋
町、西都市、宮
崎市佐土原町

　利用者様の心身の状態に合わせた多種、多様のプログラムに
取り組み心身機能の維持、向上を目指しています。明るく・楽し
く・元気よくを合言葉に利用者様が笑顔で過ごせるデイサービス
です。

35

22
地域密着型通所
介護（介護予防）

しんとみデイサービスセンター
新富町、高鍋
町、川南町、西
都市、宮崎市

　アットホームなデイサービスです。季節感を味わえるイベント、
食事など工夫など行い日々満足の声をいただいております。

12

23
通所リハビリテー
ション

介護老人保健施設シルバーケ
ア新富

新富町、高鍋
町、西都市、宮
崎市佐土原町

　日常生活に役立つリハビリを理学療法士や作業療法士が提供
します。また、栄養状態を含めた栄養リハビリも行っています。空
いた時間を利用して体操やレクリエーションで、日常生活をリフ
レッシュしてもらいます。

30

20
地域密着型通所
介護（介護予防）

デイサービスおとなり 新富町

　定員10名。近所の家に遊びに来ている様な楽しく落ち着いた雰
囲気です。住み慣れた家と同じ環境で、その方の必要といている
サービスを提供し、今までの生活スタイルを大きく変える事が無
い様、サポート致します。

10

21
地域密着型通所
介護（介護予防）

花と緑のデイサービス
新富町、川南
町、高鍋町、西
都市、宮崎市

　専門職（柔道整復師）のアドバイスの元、利用者様の状態に合
わせたメニューを作成し筋力トレーニングを行う通所介護です。
定員６名の小さな事業所なので一人一人に声かけができ、利用
者様も楽しく過ごされています。

6

24
短期入所生活介
護

特別養護老人ホームしんとみ希
望の里

- -6
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【新富町】

〒 889-1406

住所 新富町大字新田４８１-１

TEL： 33-0120
FAX： 33-0221

〒 889-1404
住所 新富町大字下富田字小島江６２９-１

TEL： 33-4561

FAX： 33-5576

〒 889-1404
住所 新富町大字下富田６２９-１

TEL： 33-4561

FAX： 33-5576
〒 889-1406

住所 新富町大字新田４８１-１
TEL： 33-0120

FAX： 33-0221
〒 889-1403

住所 新富町大字上富田５３３２

TEL： 21-5033
FAX： 32-1088

〒 889-1403

住所 新富町大字上富田２９３４-１
TEL： 33-4877

FAX： 33-2017
〒 889-1403

住所 新富町大字小島江６２９-５

TEL： 33-4561
FAX： 33-5576

〒 889-1402
住所 新富町大字三納代１－１
TEL： 32-0275
FAX： 32-0276

25
短期入所療養介
護

介護老人保健施設シルバーケ
ア新富

-
　在宅での生活ができる限り長く続けられるように、数日～１週間
程度入所して健康状態の確認やリハビリ専門職が心身の機能
維持や向上のためのサービスを提供します。

1

26
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホームしんとみ希
望の里

-

　平成元年の開設以来、定員60名（うちショート６名）の従来型と
30名のユニットケア型特養を中心に、介護が必要なご高齢者の
お手伝いをしています。グループホームや在宅部門なども併設。
地域福祉に貢献しています。

54

サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

29
認知症対応型共
同生活介護

グループホームこすもす２号館 -

　家庭的な雰囲気の中で入居者様一人一人ペースに合わせた
認知症ケアに努め支援している。毎日のレクレーションや季節ご
との行事等を企画し季節感を味わいながら楽しく安心して過ごせ
るように日々の介護に取組んでいる。

9

30
認知症対応型共
同生活介護

グループホーム陽 -

　家庭的な雰囲気のもと、穏やかな日常生活を送れる様、ご家族
と連携しながら支援しています。地域との繋がりを保ち、季節行
事を行っています。終末期を施設で迎える様、医療機関等連携
をし看取りを行っている。

9

27
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホームしんとみ希
望の里２号館

- －30

28
介護老人保健施
設

介護老人保健施設シルバーケ
ア新富

-

　医師の健康管理の下、生活の場での自立を目指してのリハビ
リを専門職が提供し、在宅復帰を目指す施設です。また、在宅復
帰後も担当職員が訪問し療養生活ができる限り長く続けられるよ
うに支援します。

65

31
認知症対応型共
同生活介護

グループホームしんとみ希望の
里

-

　「グループホームしんとみ希望の里」は、新富町民で在宅での
介護生活が難しい方に、アットホームな雰囲気の中、より穏やか
な毎日をお過ごしいただくための施設です。全室個室でプライバ
シーも守られています。

9

32
小規模多機能型
居宅介護(介護予
防)

小規模多機能ホーム　花唄 29 -
　「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わせることで、24時間365日切
れ目なくサービスを提供し、可能な限り住み慣れた地域、住み慣
れた自宅での生活を支援いたします。
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【新富町】

〒 889-1403

住所 新富町大字富田７８４５-１４

TEL： 33-5727

FAX： 33-5706

サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

33 － 新富町地域包括支援センター 新富町内

　可能な限りの相談を受け付けます。高齢者への総合的な生活
支援の窓口となるべく主任ケアマネ・保健師・社会福祉士が在籍
しており、フットワークが軽いです。介護予防の拠点として、高齢
者やその家族の相談に対し継続的な支援を行いますので、お気
軽にご相談ください。

-
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【木城町】

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木2140-1
TEL： 32-2114
FAX： 32-2682

〒 884-0101
住所 木城町大字高城3064
TEL： 32-3236
FAX： 32-2986

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木4550-2
TEL： 32-2481
FAX： 32-2481

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木6027-1
TEL： 26-6061
FAX： 26-6062

〒 884-0102

住所 木城町大字出店4161

TEL： 090-7162-1417

FAX： 26-6013

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木2140-1
TEL： 32-2114
FAX： 32-2682

〒 884-0105
住所 木城町大字中之又351-14
TEL： 69-8880
FAX： 69-8880

〒 884-0101
住所 木城町大字高城3888-1
TEL： 32-2230
FAX： 32-2242

2
居宅介護支援
（ケアマネ）

木城町居宅介護支援事業所

木城町、川南
町、高鍋町、都
農町、新富町、
西都市

　介護福祉士の経験を経て、現在業務に努めております。まだま
だ未熟ものですが、介護の経験を生かし、お困りの高齢者、又、
支えておられる御家族に頼っていただき、寄り添える支援を目指
し、日々頑張っております。

-

3
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所オレンジ

木城町、川南
町、高鍋町、都
農町、新富町、
西都市

　平成十七年から独立型として事業継続しています。常に利用者
の立場に立ったサービスの選択など自立支援に努めています。
これからも利用者・ご家族に寄り添った援助ができるよう心がけ
ていきたいと思います。

-

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

1
居宅介護支援
（ケアマネ）

木城町社協居宅介護支援事業
所

木城町全域

　ご利用者やご家族の声を聞き医療・各関係機関と調整を行い
ながらケアプランを作成します。「思い」「生活スタイル」を大切に
し可能な限り住みなれた地域の中で自立した日常生活を営んで
頂けるよう支援します。

-

6 訪問介護
木城町社会福祉協議会居宅介
護サービス事業所

木城町全域

 　少ない人数ですが、経験年数10年以上のベテランばかりで
す。ヘルパー同志も仲が良いので、ペア訪問の時は先輩ヘル
パーから料理を教えてもらえます。みんな和気あいあい楽しく働
いています。

6

7 訪問介護 訪問介護ステーションいきいき

木城町、高鍋
町、西都市、美
郷町、日向市東
郷町

　生まれ育ち心休める地域の中で、もしくは自宅で最後まで暮せ
る様にサポートできたらと心掛け、四季折々の自然を楽しみ、昔
ながらの食を味わい自分で出来る事は自分で行える手助け、自
分で出来る生き甲斐を持つ事。

4
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所ケアポート

木城町、川南
町、高鍋町、都
農町、新富町、
西都市

　利用者様のより良い在宅生活や介護サービスの継続が可能と
なるよう、利用者様や家族様の立場になって支援を行います。24
時間電話対応をしており、困ったときにお気軽に相談いただける
体制を整えています。

-

5
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所Life

木城町、川南町、高鍋
町、新富町、西都市一
部地域（大字南方、穂
北、茶臼原、妻、右
松、黒生野、鹿野田）

　在宅（または施設）で生活される方が、住み慣れた場所で安心
して自分らしく過ごせるように一緒に考え支援します。また、訪問
看護・リハビリ併設であり、在宅医療や最期を迎えるご相談にも
対応していきます。

-

8 訪問介護 ケアサポート　向日葵
児湯郡及び西都

市の区域
 　明るく楽しいスタッフが、配慮ある丁寧な介護を提供していま
す。心を尽くした介護を心掛けています。

15
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【木城町】

〒 884-0102

住所 木城町大字椎木4161

TEL： 26-6002

FAX： 26-6013

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木6027-1
TEL： 26-6023
FAX： 26-6027

〒 884-0101
住所 木城町大字高城3064
TEL： 32-3388
FAX： 32-2986

〒 884-0101
住所 木城町大字高城1427-1
TEL： 32-4624
FAX： 32-4625

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木602-1
TEL： 26-6023
FAX： 26-6027

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木3950-1
TEL： 21-4087
FAX： 32-3878

〒 884-0101
住所 木城町大字高城3078
TEL： 32-2488
FAX： 32-2979

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木3950-1
TEL： 32-2829
FAX：

9 訪問看護 訪問看護ステーションLife

木城町、川南町、高鍋
町、新富町、西都市の
一部（大字南方、穂
北、茶臼原、妻、右
松、黒生野、鹿野田）

　当ステーションは、病気や障害をもった方が住み慣れたご家庭
や地域で自分らしく生活が送れるよう、看護・リハビリのスタッフ
が定期的に訪問し、専門家の視点からケアやアドバイスを行って
います。

120

10 通所介護 ケアポート木の瀬

木城町、川南
町、高鍋町、都
農町、新富町、
西都市

　平成18年に開設の通所介護施設です。隣接の庭園では、花木
や果樹、作物の成長が楽しい環境を整備、又専門性の高い職員
が、サービスの提供に努め、地域に根付いた運営に努めていま
す。

35

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

13
通所介護、有料
老人ホーム（住
宅型）

ケアポート木の瀬 -
　平成18年に開設しました住宅型有料老人ホームです。22室の
うち、15室の居室にトイレを設置し自宅と同じように室内や共有
スペースを安心できる環境を支援しています。

22

14
認知症対応型通
所介護

デイサービスセンター仁の里 木城町 　

11 通所介護 木城町通所介護事業所
木城町を含む児
湯郡内及び西都
市

　行事やレク活動、脳トレ、ドライブ等実施し、個別機能訓練（外
部PT指導有）は随時提供しております。広々とした男女別浴室
や特浴室を完備。旬の食材を用いた手作り昼食をご用意し、心
温まるサービスを提供します。

30

12 通所介護 木城地域ふれあい館「輝らら」
木城町・高鍋町
川南町・西都市

　日帰りでお食事や入浴、専門職員によるリハビリテーション等
を提供させていただき、孤立感を解消すると共に、介護者の負担
の軽減を図り、介護予防や自立した日常生活を送れるよう支援さ
せていただきます。

30

15
短期入所生活介
護

特別養護老人ホーム新納荘 -
　居宅生活を念頭に、入浴、排泄、食事等の援助、機能訓練や
健康管理を行い、利用者が有する能力に応じて、自立した生活
が営むことが出来るよう取り組んでいます。

10

16
短期入所生活介
護

障害者支援施設愛生園

　ご家族の介護疲れや病気、その他の理由により自宅での介護
が一時的に困難な場合に、家族に代わって介護サービスを提供
する施設です。お部屋は個室となっており、また機能訓練のサー
ビスも受けられます。
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【木城町】

〒 884-0101
住所 木城町大字高城3078
TEL： 32-2488
FAX： 32-2979

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木6023-1
TEL： 26-6008
FAX： 26-6009

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木4007-2
TEL： 32-4197
FAX： 32-5267

〒 884-0103
住所 木城町大字川原881-1
TEL： 21-4120
FAX： 21-4120

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木3950-1
TEL： 21-4087
FAX： 32-3878

〒 884-0101
住所 木城町大字高城3888-1
TEL： 32-2230
FAX： 32-2242

〒 884-0105

住所 木城町大字中之又351-14

TEL： 69-8880
FAX：

〒 884-0102
住所 木城町大字椎木1760
TEL： 26-6321
FAX： 26-6005

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

17
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホーム新納荘 -

　利用者の方が穏やかに日常生活が送れる様食事、入浴、排泄
等援助、機能訓練や健康管理を行い、利用者の方を意思や人
格、利用者の方の立場に立ったサービスを提供する様に取り組
んでいます。

50

20
認知症対応型共
同生活介護

グループホームのぞみ 木城町
　自然の中で地域の方々と交流しながら、笑顔あふれる暮らしを
サポートし、生活の中で身体機能の維持に努めていきます。

9

21
地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

特別養護老人ホーム仁の里 -

　入所定員が27名の小規模な施設で、主に木城町に居住する人
だけに利用が限定されています。全室個室、ユニット型の特色を
生かし、家庭的で利用者一人一人の個性や生活リズムに沿った
ケアの提供をいたします。

27

18
認知症対応型共
同生活介護

グループホーム木の瀬 -

　平成28年8月に開設し、地域とのふれあいを大切に一人一人を
大事にしたケアに取り組んでいる。事業所は小丸川沿いに位置
し、敷地の広さを生かし家庭菜園、果樹園、四季折々の花木が
植えられて自然を満喫できる環境。

9

19
認知症対応型共
同生活介護

グループホームこすもす -

　家庭的な雰囲気の中で利用者様の声に耳を傾けながら支援し
ている。町内の行事等に参加し地域の方との交流や、ご家族と
一緒に遠足やホーム祭りに取り組むなど、楽しく安心して過ごせ
るように日々の介護に取り組んでいる。

9

24
有料老人ホーム
（住宅型）

緑のこみち -
  地域福祉・地域社会に貢献し、利用者様が安心安全に生活が
おくれるようスタッフ一同心をこめてお手伝いいたします。

16

22
有料老人ホーム
（住宅型）

結芽 -
　いつも笑い声の絶えない、5名定員の小規模な施設です。通所
してくる障害児（主に重症心身障害児）の子供達との交流が、入
居者の元気の源の一つになっています。

5

23
有料老人ホーム
（住宅型）

介護ホームかぐら宿 -

 　“はやし下され、上手も下手も、下手のつれぶしゃ面白い”と中
之又神楽囃子にあるように人それぞれの人生につきそい連れ合
う事を楽しみ共に面白くなるような介護を目指して明るく楽しいか
ぐら宿でありたいと努めます。

7
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【木城町】

〒 884-0101

住所 木城町大字高城1227-1

TEL： 32-2729

FAX： 32-2729

25 - 木城町地域包括支援センター 木城町内

　地域包括支援センターでは、65歳以上の方を対象に介護予防
に係る教室の開催や権利擁護、虐待被害への支援を行っていま
す。その他、実態把握（1人暮、2人暮、3人暮世帯）、認知症支
援、要支援認定者のプラン作成等も行っています。

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【川南町】

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13676-1
TEL： 32-5803
FAX： 27-6704

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13681-1
TEL： 27-2799
FAX： 27-2729

〒 889-1301
住所 川南町大字川南18150-47
TEL： 27-5515
FAX： 27-5515

〒 889-1302
住所 川南町大字平田2379-1
TEL： 47-0588
FAX： 27-7890

〒 889-1301
住所 川南町大字川南27483
TEL： 27-0310
FAX： 27-0317

〒 889-1301
住所 川南町大字川南17701-108
TEL： 35-4435
FAX： 27-1858

〒 889-1301
住所 川南町大字川南12707
TEL： 27-5895
FAX： 27-0968

〒 889-1301
住所 川南町大字川南16544-19
TEL： 32-5028
FAX： 32-5029

1
居宅介護支援
（ケアマネ）

川南町社協ヘルプサービス 川南町全域

　利用して下さる利用者・家族の方が、住み慣れた地域で安心し
て生活して頂けるよう支援いたします。又、職員は、多様な専門
資格を持っておりますので、専門性を活かし、利用者の意向に添
い支援致します。

-

2
居宅介護支援
（ケアマネ）

社会医療法人善仁会 尾鈴クリ
ニック

川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　男性２名、女性２名の介護支援専門員が在籍し、３名が主任介
護支援専門員として専門知識を生かし、心身状況や、環境等に
応じて適切な保健医療サービス、福祉サービス等の介護支援計
画を提供いたしております。

-

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

5
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　はぴね
す

川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　利用者様の多様なニーズに対応できるよう努力致します。地域
社会に貢献すると共に、インフォーマルサービスの開発に努め、
利用者様の自立した生活の実現をめざします。

-

6
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　そら 川南町、高鍋町

　ベテランから新人まで、元気で明るいスタッフが、在宅での生活
を御支援します。医療現場で働いたことのある、看護師資格所有
の介護支援専門員が複数おり、医療依存度の高いケースへの
対応を得意としています。

-

3
居宅介護支援
（ケアマネ）

川南病院ケアプランセンター
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町、新富町

　当事業所は病院併設となっており、通所・訪問リハビリ、訪問看
護など医療系サービスも充実しています。介護を必要とする人が
適切なサービスを利用できるように、ケアプランを作成致します。

-

4
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　湯癒亭
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町、新富町

　利用者及び家族の要望を十分に把握し地域サービスの情報提
供を行い医療・介護・福祉との連携をとりながら在宅生活の支援
を行う。職員は看護及び介護の現場を歩んできた介護支援専門
員が業務を行います。

-

7
居宅介護支援
（ケアマネ）

鈴南の里居宅介護支援センター
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　心身の状況、置かれている環境等を十分に把握し、利用者様
が介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心した生
活ができるよう必要なサービス計画を作成します。介護の事な
ら、何でもお気軽にご相談ください。

-

8
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所　喜結

川南町、高鍋町、
都農町、新富町、
木城町、西都市、
日向市

　利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、可能
な限り居宅においてその有する能力を活かし自立した日常生活
を営むことができるよう、生活全般にわたり援助を行っておりま
す。

-
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【川南町】

〒 889-1302
住所 川南町大字平田911-3
TEL： 27-7860
FAX： 27-7883

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13676-1
TEL： 21-3803
FAX： 27-6704

〒 889-1301
住所 川南町大字平田2379-1
TEL： 47-0017
FAX： 27-7890

〒 889-1301
住所 川南町大字川南27486-1
TEL： 27-2990
FAX： 27-0317

〒 889-1302
住所 川南町大字平田1428-8
TEL： 27-3370
FAX： 35-4803

〒 889-1302
住所 川南町大字平田2379-1
TEL： 47-0588
FAX： 27-7890

〒 889-1301
住所 川南町大字川南18150-47
TEL： 27-4111
FAX： 27-5002

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13681-1
TEL： 27-2799
FAX： 27-2729

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

10 訪問介護 川南町社協ヘルプサービス 川南町全域
　長年、訪問介護の事業に携わり、歴史のある事業所です。介
護保険以外にも、障がい福祉サービスをはじめ各種サービスに
対応いたします。（登録ヘルパー随時募集中。）

-

11 訪問介護 ケアステーション湯癒亭
川南町、都農
町、木城町、高
鍋町、新富町

　本人の持っている残された機能を引き出し、住み慣れた環境で
自分らしい生活が送られる様に支援します。社会福祉士及び介
護福祉士法に基づく、登録特定行為事業者でもあり、喀痰吸引
や経管栄養の利用者にも対応します。

-

9 訪問介護 訪問介護事業所さくらの里
川南町、都農
町、木城町、高
鍋町、新富町

　地域福祉を守り、高齢者社会を支え、在宅福祉サービスが充
実できるような事業所を目指しています。有償（自費）での訪問介
護サービスも運営しています。

-

14 訪問看護 訪問看護ステーション湯癒亭
川南町、都農
町、木城町、高
鍋町、新富町

　地域に根ざした訪問看護を平成16年から展開。小児難病の方
から癌末期や様々な難病の方々に寄り添い在宅看取りまで行っ
ております。自宅での医療行為等安心して生活療養が出来る様
に支援・サポートしていきます。

-

15 訪問看護 川南病院
川南町、都農
町、木城町、高
鍋町

　住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられる様医療と介護をつ
なぎ支えて行きます。

12 訪問介護 ヘルパーステーションはぴねす 川南町

　ヘルパーステーションはぴねすでは、住み慣れた場所でご利用
者様が自分らしい暮らしを安心して送れるように支援致します。
入浴・食事・排泄・その他日常生活全般にわたるサービスを経験
豊富なスタッフが提供致します。

-

13 訪問看護 訪問看護ステーション花ほたる
児湯郡全域、西
都市の一部、日
向市の一部

　利用者様が穏やかで快適な在宅生活を過ごしていただけるよ
う関連機関と協働して適切に支援させていただきます。一般内科
疾患の方や難病、緩和ケア、在宅での看取りなど24時間年中無
休で対応させていただいております。

-

16
訪問リハビリテー
ション

社会医療法人善仁会 尾鈴クリ
ニック

川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　医師の指示のもと、3名の理学療法士による個別リハビリテー
ションを自宅訪問し行っております。また、ご家族への介護相談
や介護指導も行っております。
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【川南町】

〒 889-1301
住所 川南町大字川南18150-47
TEL： 27-4111
FAX： 27-5002

〒 889-1301
住所 川南町大字川南12707
TEL： 21-3721
FAX： 21-3721

〒 889-1301
住所 川南町大字川南23090
TEL： 27-6562
FAX： 27-6582

〒 889-1301
住所 川南町大字川南12715-1
TEL： 32-7977
FAX： 32-7978

〒 889-1301
住所 川南町大字川南24773-7
TEL： 47-0411
FAX： 47-0412

〒 889-1301
住所 川南町大字川南20208-1
TEL： 35-4802
FAX： 35-4803

〒 889-1302
住所 川南町大字平田911-3
TEL： 27-7860
FAX： 27-7861

〒 889-1302
住所 川南町大字平田2379-1
TEL： 35-4305
FAX： 27-7890

17
訪問リハビリテー
ション

川南病院
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　理学療法士（男性）と作業療法士（女性）の２名で訪問を行って
います。日常生活でお困りの方に対して自分らしく過ごすための
お手伝いをします。リハビリが必要か否か、手すりの位置の相談
などいつでもお受けします。

－

18 通所介護 鈴南の里デイサービスセンター
川南町、都農
町、木城町、高
鍋町

　ベテランスタッフによる愛情のこもったサービスを第1に利用者
様が住み慣れた地域での在宅生活を長く続けられる様に質の高
い介護サービスを提供している平成5年開設の事業所です。皆
様のご利用をお待ちしております。

30

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

21 通所介護
デイサービスセンターかわみな
み

川南町、都農
町、木城町、高
鍋町、新富町

　幸せ・充実・感動の毎日を送っていただけるように、利用者様ひ
とりひとりと向き合うことを常に考えながら、必要とされるサービ
スの提供を心がけています。

35

22 通所介護 デイサービスセンター花ほたる

川南町、都農
町、木城町、高
鍋町、新富町、
日向市

　利用者様に安心して過ごしていただけるよう表情や言葉遣い、
立ち振る舞いに常に気を配って対応しております。「利用者様及
びご家族様が安心して任せられる施設」という運営理念のもと支
援させていただいております。

45

19 通所介護
番野地の家デイサービスセン
ター

川南町、都農
町、
高鍋町

　私達の施設は民家を活用しており、家庭的な雰囲気を大切にし
ています。「デイに来るのが一番楽しみ」の声にもっと応えられる
様に、日々皆さんの喜ばれる事の実現にスタッフ全員で取り組ん
でいます。

19

20 通所介護 デイサービスみのり
川南町、都農
町、木城町、高
鍋町

　理学療法士による個別機能訓練の充実や利用者様の安らげる
癒しの空間を提供していきます。

25

23 通所介護 デイサービスセンターさくらの里
西米良村を除
く、児湯郡全域

　太平洋が一望できる高台に位置しており、緑豊かな環境の中
で過ごすことができます。毎月、季節毎の行事を行い昔懐かしい
事などを取り入れて、利用される皆様が元気で楽しんで頂ける様
に活動しています。

35

24 通所介護 デイサービス湯癒亭
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町、新富町

　介護保険法及び障害者総合支援法に基づきサービスを提供し
ています。同一敷地内に住宅型有料老人ホームを配し利用者一
人一人の個性を把握しています。又、障害児・者とのふれ合いも
あり充実した時間を共有できます。

25
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【川南町】

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13247-6
TEL： 27-7357
FAX： 27-7357

〒 889-1301
住所 川南町大字川南9378-3
TEL： 27-3741
FAX： 27-3788

〒 889-1301
住所 川南町大字川南27486-1
TEL： 27-2990
FAX： 27-0317

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13681-1
TEL： 27-2799
FAX： 27-2729

〒 889-1301
住所 川南町大字川南18150-47
TEL： 27-4116
FAX： 27-4116

〒 889-1301
住所 川南町大字川南12707
TEL： 27-0969
FAX： 27-0968

〒 889-1301
住所 川南町大字川南17979-87
TEL： 27-5911
FAX： 27-5929

〒 889-1301
住所 川南町大字川南17979-87
TEL： 27-5911
FAX： 27-5929

25
地域密着型
通所介護

リハビリ特化サニーデイズ
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　３時間の利用でリハビリのみを行うリハビリ特化型のデイサー
ビスです。１人で歩けない方でも使用可能な６種類のマシンでの
運動と理学療法士による１対１でのリハビリを行い、心身共に元
気になることを目指します。

10

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

28
通所リハビリテー
ション

社会医療法人善仁会 尾鈴クリ
ニック

川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　理学療法士等による個別リハビリテーション、看護師による身
体管理、看護助手による入浴サービス、レクリエーションなど、利
用者と共に楽しみながら真心あるサービスをご提供いたします。

40

29
通所リハビリテー
ション

川南病院
川南町、都農
町、高鍋町、木
城町

　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のリハ専門職が勤務し
ており、身体機能や、生活動作、言語、嚥下機能など利用者個
人に合わせたリハビリを提供することで、自分らしい生活を継続
できるようにサポートしています。

70

26
地域密着型
通所介護

デイサービス大久保の郷 川南町

　この場所は最初は大久保小学校、次は大久保保育所、そして
今はデイサービスとなり地域に愛されています。私達は「なじみ
の場所でなじみの人とのふれあい」をキャッチフレーズに皆様を
お待ち致しています。

15

27
地域密着型
通所介護

デイサービスセンターはぴねす 川南町

　デイサービスセンターはぴねすでは、住み慣れた場所での生活
が長く続けられるよう、体と心を整えます。楽しい食事、笑顔で運
動のはつらつ生活を目指し、自分らしくおだやかに過ごせる安ら
ぎの場所を提供いたします。

18

32
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホームフェニック
ス

-
２４時間の医療体制
介護職の吸引喀痰従事者８６％

60

30
短期入所生活介
護

鈴南の里ショートステイセンター -

　当施設は田園地帯にあり、ゆったりした生活環境を整備してお
ります。ご利用者を４グループに分けて、指定基準を上回る専門
スタッフ力、「健康管理」「食」「リハビリ」や四季折々の行事等の
生活支援を行っています。

3

31
短期入所生活介
護

特別養護老人ホームフェニック
ス

空
床
型

-
２４時間の医療体制
介護職の吸引喀痰従事者８６％
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【川南町】

〒 889-1301
住所 川南町大字川南12707
TEL： 27-0969
FAX： 27-0968

〒 889-1301
住所 川南町大字川南16138-12
TEL： 21-3800
FAX： 21-3801

〒 889-1301
住所 川南町大字川南14383-25
TEL： 47-0800
FAX： 47-0801

〒 889-1301
住所 川南町大字川南18073-1
TEL： 47-0860
FAX： 47-0861

〒 889-1301
住所 川南町大字川南19415-1
TEL： 47-0234
FAX： 47-0235

〒 889-1301
住所 川南町大字川南23167-19
TEL： 27-7380
FAX： 32-6088

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13526-9
TEL： 27-2941
FAX： 27-2940

〒 889-1301
住所 川南町大字川南13680-1
TEL： 21-3288
FAX： 21-3277

35
特定施設入居者
生活介護

介護付有料老人ホームくるみの
家

-

　２０１９年８月開設の新しい介護付有料老人ホームです。ご利
用者様を大切な自分の家族だと思う気持ちと、新築の全個室型
居室、広々とした食堂での毎日の食事、開放感あふれる機能訓
練室などの充実した明るい環境です。

40

36
認知症対応型共
同生活介護

グループホームあかつき -

　静かで自然豊かな日当たりの良い場所に立地、広い敷地には
畑があり一年を通して園芸を楽しむことができ、収穫した野菜を
皆で食べたり、また、年に一回別府温泉旅行等の行事があり楽
しみを持って生活する事ができます。

18

33
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホーム鈴南の里 -

　当施設は田園地帯にあり、ゆったりした生活環境を整備してお
ります。ご利用者を４グループに分けて、指定基準を上回る専門
スタッフ力、「健康管理」「食」「リハビリ」や四季折々の行事等の
生活支援を行っています。

77

34
特定施設入居者
生活介護

介護付有料老人ホームすみれ -

　明るく広々として清潔感のある居室、おいしいと評判の食事が
自慢です。又、バーベキュー、そうめん流し、納涼祭といった行事
も豊富で季節の移ろいを感じながらお過ごしになられるようサ
ポートさせて頂きます。

40

39
小規模多機能型
居宅介護

社会福祉法人長平会 川南ひば
り

川南町内

　住み慣れた家で生活を続けたいと通い、泊まり、訪問のあるひ
ばりを選んで頂いた時、ひばりに来て頂きありがとうございますと
感謝の気持ちと笑顔でお迎えしています。人相手の仕事であり
慢心する事なく常に努力しています。

29

40 － 川南町地域包括支援センター 川南町内

　当センターでは、個性豊かな職員が医療・介護事業所からの相
談に迅速に対応します。無料貸し出しの福祉用具を取り揃え、ま
た、認知症についても専門職を配置しておりますので、お気軽に
ご相談ください。

-

37
認知症対応型共
同生活介護

グループホームすいせん川南 -

 　認知症介護において経験豊富な専門スタッフによる介護サー
ビスを行っております。何の気兼ねもなしに生活を送る暮らしの
場です。土に触れて草花と親しめる家庭菜園、広々とした芝生の
庭園は癒しの場となっています。

18

38
認知症対応型共
同生活介護

グループホームこすもす３号館 -

　 家庭的な雰囲気の中で入居者様一人一人のペースに合わせ
認知症ケアに努め支援しています。入居者様と一緒に買い物等
に出かけたり季節ごとの行事等を企画し、楽しく安心して過ごせ
るように日々の介護に取り組んでいます。

9

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【都農町】

〒 889-1201
住所 都農町大字川北5484-1
TEL： 25-5560
FAX： 25-1519

〒 889-1201
住所 都農町大字川北1141-5
TEL： 21-2057
FAX： 21-2058

〒 889-1201
住所 都農町大字川北6219-42
TEL： 25-5886
FAX： 25-5883

〒 889-1201
住所 都農町大字川北16794-7
TEL： 25-0176
FAX： 25-0176

〒 889-1201
住所 都農町大字川北3538-3
TEL： 21-2501
FAX： 21-2502

〒 889-1201
住所 都農町大字川北5484-1
TEL： 25-1508
FAX： 25-1519

〒 889-1201
住所 都農町大字川北4851-3
TEL： 25-0470
FAX： 25-0480

〒 889-1201
住所 都農町大字川北5202
TEL： 25-1031
FAX： 25-1032

2
居宅介護支援
（ケアマネ）

三日月原居宅介護支援事業所 都農町、川南町
　介護が必要になっても出来る限り住み慣れた自宅や地域で、
親しい人に囲まれて安心して生活が出来るよう、保険・医療・福
祉と連携をとり支援させていただきます。

-

3
居宅介護支援
（ケアマネ）

ケアプランサポートたいよう 都農町、川南町
　当法人は主に地域密着事業を行っており、特に認知症高齢者
に対する支援に力を注いでいます。ご家族と共に住み慣れた地
域で自分らしく暮らしていけるようお手伝いさせていただきます。

-

1
居宅介護支援
（ケアマネ）

尾鈴荘居宅介護支援事業所 都農町全域

　要介護者等の心身の特性を踏まえ、利用者一人ひとりの有す
る能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮
し介護支援を行います。支援困難事例の受託など、質の高いケ
アマネジメントを実施します。

-

尾鈴荘介護ヘルパーステーショ
ン

都農町に隣接す
る市町村（川南
町、日向市、日
向市東郷町）

　社会福祉法人が経営するヘルパーステーションとして平成元年
に都農町より委託されてから30年の実績があります。これからも
より良い介護を目指し、ヘルパー一丸となり研鑽を重ね地域福
祉に貢献出来るようにして参ります。

－

7 訪問介護 訪問介護事業所ひだまり
都農町、川南
町、日向市

　住みなれた町で、棲みなれたわが家と、慣れ親しんできた近隣
の顔に、支えなれながら、いつもの生活が続けられる事を願い、
一緒にお手伝いしながら、自立のお気持ちを支援していきたい、
ひだまりです。

30

4
居宅介護支援
（ケアマネ）

居宅介護支援事業所たばた
都農町、川南
町、高鍋町、木
城町、新富町

　居宅介護支援のみの単独事業所のため、利用者様の意志を
尊重し、ご家族・医療・福祉等・関係各所との連携を図り、可能な
限り自立した日常生活が送れるよう、支援致します。

-

5
居宅介護支援
（ケアマネ）

ケアプランセンター和
都農町、川南
町、高鍋町、木
城町、新富町

　都農駅から徒歩５分、都農漁協から西に７分の所に、事務所が
あります。自事業所では利用者様のご要望とニーズに合った
サービスを的確に計画し、提供させて頂き、その人らしい自立し
た生活を支援させて頂きます。

-

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

8 訪問看護 都農町国民健康保険病院 都農町、川南町

　　病院付属の訪問看護事業所のため、主治医に患者さまの病
状変化をタイムリーに報告・相談でき、指示を受けるなどの連携
がスムーズです。そして24時間、患者さまに緊急対応し、利用負
担料が低く設定されています。

-

6 訪問介護
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【都農町】

〒 889-1201
住所 都農町大字川北5202
TEL： 25-1031
FAX： 25-1032

〒 889-1201
住所 都農町大字川北5202
TEL： 25-1031
FAX： 25-1032

〒 889-1201
住所 都農町大字川北18913-18
TEL： 25-3421
FAX： 25-2293

〒 889-1201
住所 都農町大字川北1141-5
TEL： 21-2055
FAX： 25-2513

〒 889-1201
住所 都農町大字川北4707-7
TEL： 21-2678
FAX： 21-2678

〒 889-1201
住所 都農町大字川北6219-45
TEL： 25-0775
FAX： 25-0772

〒 889-1201
住所 都農町大字川北18912-10
TEL： 25-4061
FAX： 25-1850

〒 889-1201
住所 都農町大字川北18912-10 50
TEL： 25-4061
FAX： 25-1850

11
通所介護
（介護予防）

尾鈴荘デイサービスセンター

都農町全域・当
施設を中心とす
る半径15km以
内の地域

　日向灘を一望できる自然豊かな高台にあり、毎日楽しく心豊か
にお過ごしいただけます。利用者一人ひとりの気持ちを考え、そ
の人なりの生活の歩調に合わせた処遇や家庭的なふれあいを
サービスの基本としております。

30

12
通所介護
（介護予防）

三日月原デイサービスセンター
都農町、川南
町、日向市

　「三日月原デイサービスセンター」は、利用者様、家族とのつな
がりを大切にし、一人一人にあったリハビリやレクレーション等の
取組みを入れ利用者様や家族にベストなサービス提供できるよ
う頑張っています。

40

9
訪問リハビリテー
ション

都農町国民健康保険病院 都農町、川南町
　理学療法士がご自宅へ訪問して、家庭での活動や参加に向け
ての目標を共に考え、その人らしい生活ができるよう昨日訓練、
日常生活訓練、家族への介護指導などの支援を行います。

－

10
居宅療養管理指
導

都農町国民健康保険病院 都農町、川南町
　環境や身体的要因により通院困難な方を対象に、医師・薬剤
師・管理栄養士などの専門職が、ご自宅に訪問して利用者・家族
に対して自宅生活での注意点などを指導します。

－

15
短期入所生活介
護

特別養護老人ホーム尾鈴荘
都農町全域、川
南町、日向市

　尾鈴荘は町内唯一の特別養護老人ホームとして昭和58年に開
設しました。眺めの良い居室からは春は桜、十五夜はお月見。ま
た、晴れた日は太平洋が眼下に望める展望の良い施設です。

2

16
介護老人福祉施
設

特別養護老人ホーム尾鈴荘 -
　尾鈴荘は町内唯一の特別養護老人ホームとして昭和58年に開
設しました。眺めの良い居室からは春は桜、十五夜はお月見。ま
た、晴れた日は太平洋が眼下に望める展望の良い施設です。

13
地域密着型通所
介護（介護予防）

すずのねデイサービスセンター 都農町、川南町
　私たちは、利用者様の機能低下を防ぐため、また質の高い介
護を提供するため、職員全員の技術力向上を目指します。

15

14
認知症対応型通
所介護（介護予
防）

デイサービスたいよう 都農町

　デイサービスたいようは少人数による家庭的な雰囲気の中、食
事の支度や洗濯等の家事や野菜を育てたりスタッフと共に行っ
ています。穏やかな時間を個人のペースに合わせて送っていた
だけるよう心がけています。

12

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先
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児湯５町　介護事業者一覧表（令和元年12月１日現在）

【都農町】

〒 889-1201
住所 都農町大字川北4707-7
TEL： 21-2585
FAX： 25-3977

〒 889-1201
住所 都農町大字川北5484-1
TEL： 25-1509
FAX： 25-1519

〒 889-1201
住所 都農町大字川北15245-2
TEL： 21-2602
FAX： 21-2603

〒 889-1201
住所 都農町大字川北6219-42
TEL： 25-5887
FAX： 25-5880

〒 889-1201
住所 都農町大字川北16975-3
TEL： 25-5537
FAX： 25-5538

〒 889-1201
住所 都農町大字川北4764-3
TEL： 25-2938
FAX： 25-0503

〒 889-1201
住所 都農町大字川北4874-2
TEL： 25-5722
FAX： 21-2017

18
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホームおすず -
　隣に居宅介護支援事業所、二階に障害者のグループホームが
併設され、防災訓練や日々の行事など協力し合っている。地域と
は双方のイベントに参加し合うなど、地域交流に努めている。

9

19
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホームあおぞら -

　平成29年に新しい場所に引越ししてきました。日当たりも良く、
敷地内の畑では一年を通して野菜などを栽培したり、地区のサ
ロンに参加してます。入居者の方に寄り添い楽しい時間を大切に
できる環境に努めてます。

18

№ サービス種類 事業所名
所在地

定員
サービス
提供地域

PRしたいこと
連絡先

17

特定入居者生活
介護有料老人
ホーム（介護予
防）

ぶどうのみ -
　利用者の笑顔を自分の喜びとし、奉仕・尊敬・感謝の念を持っ
て介護にあたり、個性や生活スタイルを尊重したその”人なりの
介護を提供します。

33

22 福祉用具貸与 有限会社ハーテイやの

児湯郡、美郷町、
日向市、西都市、
宮崎市、その他
県内一円

　利用者様の残存機能の維持や介護負担軽減を第１に支援させ
ていただきます。まずは御相談ください。

4

23 － 都農町地域包括支援センター 都農町

　地域包括支援センターは、地域で暮らすみなさんが、いつまで
も健やかに住み慣れた地域で過ごせるよう、介護・福祉・保健・
医療など様々な面からの相談を受ける高齢者の総合相談窓口
です。お気軽にご相談ください。

-

20
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホームたいよう -

　家庭での生活が困難になった認知症高齢者（要介護者）であ
り、共同生活を営むことに支障がない方を対象に、穏やかな時間
の流れを楽しみながら、個人のペースに合わせ生活を送ってい
ただけるように支援しています。

18

21
認知症対応型共
同生活介護（介
護予防）

グループホームこころみ -

　利用者の暮らしが地域に密着し、豊かに、穏やかに、自分らし
い生活が送れるように日々の支援に真心込めて取り組んでい
る。また、食生活と介護について常に学び利用者の元気を支え
る支援につながるよう努力している。

9
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