
事業種別 所在町 事業所名 電話番号

介護予防居宅介護支援事業所 川辺町 南九州市地域包括支援センター ５６－１１１１

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺生協病院 ５６－６１１１

川辺みどり園指定居宅介護支援事業所 ５６－６６２６

寿光苑　指定居宅介護支援事業所 ５６－３９５９

中村温泉病院 ３８－００４６

望洋の里　居宅介護支援事業所 ３６－３４６１

こぎく園　居宅介護支援事業所 ２７－４８５５

のぎく園　居宅介護支援事業所（休止　Ｒ3.11.11～　） ３６－２３９８

一歩　居宅介護支援事業所 ２８－２１１２

しせいそう 居宅介護支援事業所 ２７－３３２２

こおり 居宅介護支援事業所（休止　Ｒ４.２.１～　） ２７－３３７７

岡村さん家 居宅介護支援事業所 ３８－２８４０

童里夢（どりーむ）えい 居宅介護支援事業所 ３８－０３５４

居宅介護支援事業所　こころ ３９－１８２３

まつやまクリニック ８３－３９２７

有限会社　宇都薬局 ８３－２０４４

憩いの里居宅介護支援事業所 ８３－３２０６

ケアプランセンター音野舎（のんのしゃ） ５８－７１６１

シルバーライフちらん居宅介護支援事業所 ８５－４０９５

サザン地域医療･介護支援センター 南九州 ７６ー１１１７

居宅介護支援事業所

頴娃町

川辺町

知覧町

★　要支援１～２の方の サービス計画を作成します

★　要介護 １ ～ ５ の方の サービス計画を作成します

南九州市の介護サービス事業所一覧

※事業所の選定については利用する皆様の希望によります。希望により市外の事業所を選ぶこともでき
ます。【地域密着型サービス，介護予防・生活支援サービス（総合事業）については，原則，住所地
（南九州市内）の事業所のみ御利用できます。】

令和４年５月１日現在

※ 川辺・知覧から頴娃へ、また頴娃から川辺・知覧へ電話をかける際は市外局番（０９９３）が必要です。

１ （介護予防）居宅介護支援事業所

ケアマネージャー

が，利用者や

ご家族等と

話し合いを行い，

ケアプランを作成

します。

在宅でサービスを利用したい！

居宅介護支援

事業者に

ケアプラン作成

を依頼します。

サービス事業者

と契約します。

介護保険の

在宅サービスを

利用します。

1 / 6



令和４年５月１日現在

２ 居宅サービス事業所

◎　県指定事業所　…　介護1～5

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺みどり園デイサービスセンター ５６－００１８

デイサービス　笑和（しょうわ） ５６－０６６０

シオンの家　かわなべ ５８－３７０１

望洋の里デイ・サービスセンター通所介護事業所 ３６－３０７５

こぎく園大川デイサービスセンター ３８－０８２８

童里夢（どりーむ）えい通所介護事業所 ３８－０３５４

通所介護いきいきくらぶ ２７－３８１１

一歩通所介護 ２８－２４６６

デイサービスセンター音野舎（のんのしゃ） ５８－７１７１

憩いの里　デイサービスセンター ８３－４８１５

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

岡村さん家 ３８－２８４０

しせいそうデイサービスセンター ２７－３３２１

のぎく園デイサービス ３６－３９００

デイサービス　こころ ３９－１８２３

デイサービス　さつまふじ ３６－２２００

あおぞらデイサービス ２６－３６６２

デイサービスおはな松山 ５９－２３１０

デイサービス　さくらの家 ５８－７８８８

ほのぼのデイサービスセンター ８５－３９６７

通所介護さくらさくら ５８－７７３３

デイサービス　ハートフルちらん ７８－３３３７

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

かわなべ共立内科 ５６－１１００

川辺生協病院 ５６－６１１１

菊野病院 ５６－１１３５

かわなべ寿光苑 ５６－４３１１

松岡救急クリニック ７８－３８９７

中村温泉病院 ３８－００４６

笹川医院 ２７－４１２２

まつやまクリニック ８３－３９２７

シルバーライフちらん ８５－４０９５

南九州サザン・リハビリセンター ７６－１１１６

通所介護
（デイサービス）

地域密着型通所介護

通所リハビリテーション
（デイケア）

川辺町

頴娃町

知覧町

川辺町

頴娃町

知覧町

★　通所　⇒　事業所へ通っていただいて事業所内でサービスを提供いたします

◎　地域密着型サービス　…　要介護1～5（南九州市に住所がある方）

◎　県指定事業所　…　要支援1～2，要介護1～5

頴娃町

知覧町
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令和４年５月１日現在

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺みどり園デイサービスセンター ５６－００１８

デイサービス　笑和（しょうわ） ５６－０６６０

のぎく園デイサービス ３６－３９００

望洋の里デイ・サービスセンター通所介護事業所 ３６－３０７５

こぎく園大川デイサービスセンター ３８－０８２８

童里夢（どりーむ）えい通所介護事業所 ３８－０３５４

岡村さん家 ３８－２８４０

しせいそうデイサービスセンター ２７－３３２１

デイサービス　こころ ３９－１８２３

デイサービス　さつまふじ ３６－２２００

あおぞらデイサービス ２６－３６６２

デイサービスセンター音野舎（のんのしゃ） ５８－７１７１

憩いの里　デイサービスセンター ８３－４８１５

ほのぼのデイサービスセンター ８５－３９６７

通所介護さくらさくら ５８－７７３３

デイサービス　ハートフルちらん ７８－３３３７

川辺町 川辺みどり園デイサービスセンター ５６－００１８

のぎく園デイサービス ３６－３９００

望洋の里デイ・サービスセンター通所介護事業所 ３６－３０７５

こぎく園大川デイサービスセンター ３８－０８２８

知覧町 南九州市社協　知覧デイサービスセンター ８３－３９６１

基準型通所介護予防
（デイサービス）

頴娃町

頴娃町

◎　介護予防・生活支援サービス（総合事業）　…　事業対象，要支援1～2（南九州市に住所がある方）

川辺町

知覧町

緩和型通所介護予防
（デイサービス）
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令和４年５月１日現在

★　訪問　⇒　定期的に訪問してサービスを提供いたします

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

寿光苑　指定訪問介護事業所 ７８－３７９０

生協ヘルパーステーション・万之瀬 ５６－５５９１

訪問介護　グリーンライフ ３９－００１５

望洋の里　訪問介護事業所（休止　R2.5.1～　） ３６－３０７５

憩いの里　ホームヘルプサービス ８３－３２０６

ヘルパーステーション音野舎（のんのしゃ） ５８－７１７１

ホームヘルプ敬和の郷 ７６－０８３３

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺訪問看護ステーション小菊 ５６－４０３８

生協訪問看護ステーション万之瀬 ５８－３１３６

頴娃町 一歩訪問看護ステーション ２８－２１１２

◎　介護予防・生活支援サービス（総合事業）　…　事業対象，要支援1～2（南九州市に住所がある方）

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

生活支援型訪問介護サービス お問い合わせは南九州市役所まで ５６－１１１１

寿光苑　指定訪問介護事業所 ７８－３７９０

生協ヘルパーステーション・万之瀬 ５６－５５９１

頴娃町 望洋の里　訪問介護事業所（休止　R2.5.1～　） ３６－３０７５

憩いの里　ホームヘルプサービス ８３－３２０６

ヘルパーステーション音野舎（のんのしゃ） ５８－７１７１

ホームヘルプ敬和の郷 ７６－０８３３

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 頴娃町 すまいる ２７－３８００

頴娃町

◎　県指定事業所　…　要介護1～5

◎　県指定事業所　…　要支援1～2，要介護1～5（医師が必要と認める者）

★　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⇒　定期的な巡回と随時の通報により訪問しサービスを提供します

◎　地域密着型サービス　…　要介護1～5　（南九州市に住所がある方）

訪問介護

川辺町

知覧町

訪問看護
川辺町

基準型訪問介護

川辺町

知覧町
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令和４年５月１日現在

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺町 有限会社　ケアリンク ５６－２９２５

頴娃町 福祉用具レンタル販売　寿幸舎 ２７－３３７７

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺みどり園 ５６－００１８

かわなべ寿光苑 ５６－４３１１

望洋の里 ３６－３０７５

涼松（すずまつ） ３８－０１２１

特別養護老人ホーム　ビハーラ ３８－０１５０

音野舎（のんのしゃ） ５８－７１７１

憩いの里 ８３－３０７７

シルバーライフちらん ８５－４０９５

田中ヘルスケア診療所（休止　H29.6.1～　） ８５－３９６７

ちらん敬和の郷 ５８－７０８０

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺町 ひらやまのお家 ５６－３８８３

頴娃町 ふれ愛やすらぎの郷 ２８－２５２５

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

看護小規模多機能型居宅介護 知覧町 看護小規模多機能ホーム　音野舎（のんのしゃ） ８３－１７１７

短期入所生活介護／療養介護
（ショートステイ）

◎　地域密着型サービス　…　要支援1～2，要介護1～5（南九州市に住所がある方）

★　福祉用具貸与・販売
⇒　日常の自立を助けるための福祉用具のレンタル，販売を行います

◎　県指定事業所　…　レンタルする福祉用具の種類によっては要支援，要介護度の制限があります。

★　ショートステイ
⇒　介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所してサービスを受けられます

◎　県指定事業所　…　要支援1～2，要介護1～5

★　小規模多機能型居宅介護
⇒　通いを中心に，利用者のニーズに応じて訪問や宿泊を組み合わせて多機能なサービ
スを提供します

福祉用具貸与・販売

川辺町

頴娃町

知覧町

★　看護小規模多機能型居宅介護
⇒　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで，通い・訪問・短期間の
宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

◎　地域密着型サービス　…　要介護1～5（南九州市に住所がある方）

小規模多機能型居宅介護
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令和４年５月１日現在

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

川辺町 川辺みどり園 ５６－００１８

望洋の里 ３６－３０７５

涼松（すずまつ） ３８－０１２１

音野舎（のんのしゃ） ５８－７１７１

憩いの里 ８３－３０７７

川辺町 かわなべ寿光苑 ５６－４３１１

知覧町 シルバーライフちらん ８５－４０９５

介護医療院 川辺町 南薩ケアほすぴたる ５６－１１５５

介護療養型医療施設 知覧町 田中ヘルスケア診療所（休止　H29.6.1～　） ８５－３９６７

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

頴娃町 特別養護老人ホーム　ビハーラ ３８－０１５０

知覧町 特別養護老人ホーム　ちらん敬和の郷 ５８－７０８０

事業種別 所在町 事業所名 電話番号

高齢者グループホーム　りんどう ５６－４９７６

高齢者グループホーム花心家（かしや） ５７－２１１３

グループホーム椎原館 ５８－９３９１

グループホームひまわり ５８－９０３８

グループホーム「和」（なごみ）　　※要介護のみ ７６－０７５３

グループホーム絆 ５８－３８３８

グループホーム　みどりの郷 ２８－２２５０

グループホーム　ぼだい樹 ２７－４５６６

このゆびとーまれ ８３－１０１５

グループホーム音野舎（のんのしゃ） ５８－７１８１

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホームなど（介護保険対象外）

種類 施設名 施設名 電話番号

シオンの家　かわなべ ５８－３７０１

シオンの家清水 ７８－３５８２

しせいそう有料老人ホーム ２７－３３２１

有料老人ホーム童里夢 ３８－０３５４

有料老人ホーム　一歩 ２８－２１１２

住宅型有料老人ホーム　こころ ３９－１８２３

有料老人ホームさくらの家 ５８－７８８８

多機能型サポートホームさくらさくら ５８－７７３３

ハートフルちらん ７８－３３３７

軽費老人ホーム（ケアハウス） 知覧町 ケアハウス音野舎 ５８－７１７１

こおり幸楽苑 ２７－３３５５

招福園 ３６－１１８７

招福園Ⅱ ３６－３９００

知覧町 聖寿園 ８３－３００８

頴娃町 えい秀峰園 ３８－０１６７

知覧町 寿楽園 ８６－２１７０

知覧町

サービス付き
高齢者向け住宅

頴娃町

養護老人ホーム

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

住宅型
有料老人ホーム

川辺町

頴娃町

知覧町

川辺町

頴娃町

介護老人福祉施設
（原則，要介護3～5）

頴娃町

知覧町

介護老人保健施設

地域密着型介護老人福祉施設

◎　地域密着型サービス　…　要介護1～5（南九州市に住所がある方）

◎　地域密着型サービス　…　要支援2，要介護1～5（南九州市に住所がある方）

3　入居・入所サービス事業所    ※　入居，入所を希望する施設に，利用者が直接申し込みます。

◎　県指定事業所　…　要介護1～5
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