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【 居宅介護支援事業者一覧 】
介護の相談を受け、介護サービス計画（ケアプラン）を作成する

P2

通所介護 （デイサービス）

通所介護施設で、生活支援や生活向上のための支援を日帰りで行う

P3

訪問介護

ホームヘルパーが居宅に訪問し、生活援助や身体介護を行う

訪問看護

看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う

福祉用具貸与／特定福祉用具販売

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与・販売する

通所リハビリテーション（デイケア）

老人保健施設や医療機関で、生活支援やリハビリを日帰りで行う

訪問リハビリテーション

理学療法士などが居宅を訪問し、リハビリを行う

短期入所生活介護 （ショートステイ）

福祉施設に短期間入所して、生活支援や機能訓練を行う

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの入居者に、生活支援や介護を行う

短期入所療養介護 （ショートステイ）

医療機関に短期間入所して、生活支援や機能訓練を行う

居宅介護支援事業者

【 居宅サービス事業者一覧 】

P4

P5

【 地域密着型サービス事業者一覧 】
地域密着型通所介護

定員18人以下の通所介護施設で、生活支援などを日帰りで行う

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員30人未満の介護老人福祉施設で、生活支援や介護を行う

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員30人未満の特定施設入居者生活介護で、生活支援や介護を行う

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中と夜間を通じた複数回の訪問で、一体的な介護と看護を行う

小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、訪問や泊まりを組み合わせたサービスを行う

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者を対象に、通所介護施設で生活支援などを日帰りで行う

認知症対応型共同生活介護 （グループホーム） 認知症の高齢者が共同生活する住居で生活支援などを行う

P6

P7

【 介護予防・日常生活支援総合事業者一覧 】
介護予防通所介護相当サービス

要支援１・２の方や事業対象者向け

P3

介護予防訪問介護相当サービス

要支援１・２の方や事業対象者向け

P4

介護予防通所介護相当サービス

同上 （定員18人以下の通所介護施設）

P6

通所型サービスＡ

要支援１・２の方や事業対象者向け

P8

在宅復帰を目指して、リハビリなどのケアを行う施設

P7

【 施設サービス事業者一覧 】
介護老人保健施設 （老人保健施設）

介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム） 常時介護で居宅生活が困難な人に生活支援や介護を行う施設

介護療養型医療施設 （療養病床など）

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設

介護医療院

長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の介護を一体的に行う施設

P8

介護保険に関するお問い合わせやご相談は・・・・・・

杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所
―１―

（令和２年３月現在 ）

～ 介護サービスを利用するには「要介護認定申請」が必要です ～ ～
～ 介護サービスを利用するには「要介護認定申請」が必要です
〇まずは相談から

利用希望のサービスや制度についてまずは各市町等の窓口へ相談をされてください。
ご相談内容に沿って申請のご案内をいたします。

➊ 認定申請

お住まいの市町の介護保険担当窓口に申請をします。
【申請時に必要なもの】 ◆要介護・要支援認定の申請書 ◆介護保険被保険者証
◆ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ（又は通知ｶｰﾄﾞ） ◆本人確認書類
◆第2号被保険者（40～64歳の方）は健康保険被保険者証

➋ 要介護認定

訪問調査と主治医意見書をもとに審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い（要介護
度）が決まります。

➌ 認定結果通知

原則として申請から30日以内に結果通知が届きます。

➍ ケアプランの作成

認定結果をもとに、個人にあった介護サービス計画（ケアプラン）を作成します。

➎ サービス利用開始

介護サービス計画（ケアプラン）に基づいてサービス利用します。所得に応じて、かかった費用の
1割、2割又は３割が利用者負担となります。

◆印鑑

【 居宅介護支援事業者一覧 】
◎居宅介護支援事業者
名

所在市町

称

武雄市 居宅介護支援事業所コスモス
(18)

御船荘ケアマネージメントサービス

電話番号

所在市町

称

電話番号

0954-22-3096

嬉野市 嬉野市社協ケアマネジメントサービス

0954-66-9131

0954-22-5613

（6）

済昭園指定居宅介護支援事業所

0954-66-5665
0954-66-2022

持田病院ひまわり

0954-22-3138

ケアマネージメント ハッピー
（休止期間：Ｈ29.11.1～R2.9.30）

武雄杵島地区医師会指定居宅介護支援事業所

0954-22-3344

友朋会居宅介護支援事業所しんあい

0954-20-2531

居宅介護支援事業所たんぽぽ

0954-26-0311

居宅介護支援事業所うれしの

0954-43-2511

居宅介護支援事業所ひいらぎ

0954-20-8001

居宅介護支援事業所おたくさ

0954-42-2261

居宅介護支援サービスほほえみ

0954-36-5800

特定非営利活動法人あさひケアプラン太陽

0954-20-0161

ケアマネジメントサービスそよかぜの杜

0954-45-5155

医療法人清哲会指定居宅介護支援事業所

0954-45-2007

江北町 江北町社会福祉協議会

0952-86-4317

竜門堂居宅介護支援事業所

0954-45-2757

（4）

指定居宅介護支援事業所るんびに園

0952-86-5710

ケアマネジメントサービス杏花苑

0954-36-5353

ケアプランサービススマイル

0952-37-1780

居宅介護支援事業所紀水苑

0954-28-9371

ケアプランサービスしゃくなげ

0952-71-6200

0954-36-0987

白石町 居宅介護支援事業所白い石

0952-84-7070

ぽっかぽか・ハートケア武雄
（休止期間：R1.9.1～R2.8.31）
ケアプランセンター道の家
（休止期間：R2.4.1～R3.3.31）

0954-26-8100

大町町 ケアマネージメントサービスすみれ園
(3)

(7)

0952-82-3311

順天堂ケアマネージメントセンター

0952-82-3163

居宅介護支援事業所 七彩のそら 輝き

0952-82-3003

医療法人静便堂白石共立病院医療福祉事業部

0952-84-6060

居宅介護支援センターシニアケアたけお

0954-26-8071

居宅介護支援事業所うたがき

0952-84-5530

サンアイケアプランセンターたけお

0954-28-9555

桜の園ケアプランサービスセンター

0952-87-3939

清涼荘指定居宅介護支援事業所

0954-65-4837

0954-62-3128

有島病院居宅介護支援事業所

0954-65-4100

ゆうあい介護保険サービス

0954-63-3339

指定居宅介護支援事業所そいよかね白石

0952-37-5617

福祉サービスこころ株式会社

0954-69-8177

志田病院居宅介護支援事業所

0954-68-0136

スリヨンラソ(休止期間：H30.10.10～R2.12.31) 0954-22-3787

鹿島市 好日の園居宅介護支援サービスセンター
(8)

名

太良町 光風荘居宅介護支援事業所
(4)

居宅介護支援事業所ふるさとの森

0954-67-9031
0954-67-1123
0954-67-9066

ケアプランひかり

0954-69-8172

特定非営利活動法人ゆたたり居宅介護支
援事業所（休止期間：H28.12.31～R2.11.30）

ぷーたんの家ケアプランセンター

0954-60-5538

町立太良病院居宅介護支援事業所

医療法人社団別府整形外科居宅介護支援事業所

0954-69-7616

ケアプランゆう

0954-60-5269

―２―

0954-67-2035

要支援１・２の「訪問介護」と「通所介護」が、「介護予防・日常生活支援総合事業」に変わりました。
対象の事業者については、本ページ、４ページ、６ページの「１号欄」に、○をつけて掲載しています。

【 居宅サービス事業者一覧 】
◎通所介護 （デイサービス） ・ 介護予防通所介護相当サービス（１号欄に○）
所在市町
武雄市
（23）

名称

電話番号

所在市町

○ デイサービスセンター御船荘

0954-23-4065

嬉野市

○ 持田病院デイサービスセンター

0954-22-3138

（16）

○ 医療法人東雲会小野医院デイサービスセンター

1号

（6）

電話番号

○ デイサービスセンター済昭園

0954-66-5403

○ デイサービススープ

0954-66-9092

0954-23-3002

○ デイサービスセンターうれしの

0954-43-2511

○ デイサービスセンターひいらぎ

0954-20-8001

○ 嬉野デイサービスセンター春風荘

0954-43-0989

○ デイサービスふれあい

0954-22-3969

○ デイサービスセンターさいかい

0954-43-2800

○ 特定非営利活動法人あさひデイサービス太陽

0954-20-0161

○ デイサービスセンター美笑庵

0954-66-8950

○ 医療法人清哲会上西山デイサービスセンター 0954-27-8118

○ デイサービスセンター美笑庵2号館

0954-66-8952

○ デイサービスセンターシニアケアたけお

0954-26-8071

○ あっとホーム柔

0954-42-0088

○ デイサービスほほえみ

0954-36-5800

○ あっとホーム寿

0954-43-8282

○ デイサービスセンターそよかぜの杜

0954-45-5155

○ ともなが介護院

0954-43-2118

○ 竜門堂デイサービスセンターげんき。

0954-20-7151

○ 医療法人清哲会藤瀬医院デイサービスセンター

0954-45-5633

○ デイサービスひなた

0954-42-0005

○ 竜門堂デイサービスセンター爽風館

0954-45-0650

○ デイサービス宅老所芽吹き

0954-43-1133

○ デイサービスセンター杏花苑

0954-36-5622

○ あっとホームはなまる

0954-43-8181

○ ぽっかぽか・ハートケア武雄

0954-36-0987

○ デイサービスふるさと

0954-28-9343

○ デイサービス白岩の里

0954-26-8326

デイサービス花みらい

デイサービスふるさと弐番館

介護福祉ステーション風の音

0954-28-2077

大町町

○ デイサービスセンター道の家

0954-26-8111

（4）

○ 杏の丘武雄

0954-66-8500

0954-42-0024

○ 老人デイサービスセンターすみれ園

0952-82-2112

○ ケアホーム笑楽

0952-71-4036

0954-36-0438

○ デイサービス希望の光

0952-82-3003

○ デイサービスセンター眺望の杜

0954-28-9960

○ 宅老所とっとっと

0952-71-3201

○ デイサービス永しまの里

0954-28-9225

江北町

○ スリヨンラソ

0954-22-3787

（5）

デイサービスえるむの杜
鹿島市

名称

1号

0954-28-2213

○ 江北町社会福祉協議会デイサービスセンター 0952-86-4317
○ 株式会社優和会いこいの家
デイサービスセンターげんき村

0952-86-4633
0952-86-2163

○ 好日の園デイサービスセンターサンテ

0954-69-8228

○ デイサービスセンターげんき村弐号館

0952-20-2800

○ デイサービス花水木

0954-68-0070

○ 寄り合い所「すいれん」（要支援１・２の方対象）

0952-71-6107

デイサービス夢の丘

0954-69-5511

白石町

○ デイサービスセンターうたがき

0952-84-6763

○ デイサービスほっとすまいる・かしま

0954-68-0711

（8）

○ デイサービスセンターうたがきの里

0952-84-5530

○ デイサービス結の舟

0954-69-1165

○ デイサービスセンター桜の園

0952-87-3939

0954-62-8626

○ デイサービスいこい

0952-74-5212

○ デイサービス白石の杜

0952-77-9122

○ デイサービス季楽里

0952-84-5323

○ デイサービス小葉音

0952-87-3777

○ デイサービスそいよかね白石

0952-37-5617

○ 光風荘デイサービスセンター

0954-67-2023

○ ぬくもいホームたら

0954-67-1123

○ デイサービスしおさい（要支援１・２の方対象）

0954-67-0410

デイサービスおとなり

太良町
（3）

― ３―

【 居宅サービス事業者一覧 】
◎訪問介護 ・ 介護予防訪問介護相当サービス（１号欄に○）
所在市町

名称

1号

武雄市 ○ 御船荘 ホームヘルプサービスステーション
（13）

0954-23-2095

○ ニチイケアセンター武雄

0954-26-0171

所在市町 1号

ホームヘルプサービスひいらぎ
（休止期間：R2.4.1～R6.3.31）

名称

嬉野市 ○ 済昭園ホームヘルプサービス事業
（5）

0954-36-5800

電話番号

0954-66-5665

○ 訪問介護事業所さくら

0954-42-4818

○ 訪問介護事業所青空

0954-20-2656

0954-36-0731

○ 訪問介護サービスほほえみ

○

訪問介護ステーション百花之里

0954-43-0883

社会福祉法人グリーンコープ
ふくしサービスセンターびすけっと西部

0954-68-0401

0954-20-8001

大町町 ○ ホームヘルプサービスすみれ園

0952-82-3311

○ ホームヘルプサービスそよかぜの杜

0954-45-5155

江北町 ○ ニチイケアセンター江北

0952-71-6171

○ 竜門堂訪問介護事業所すずかぜ

0954-45-2975

○ 竜門堂訪問介護事業所爽風館

0954-45-0650

○ ホームヘルプ事業杏花苑

0954-36-5622

○

訪問介護センターシニアケアたけお
（休止期間：R1.10.1～R2.9.30）

（3）

（2）

○ あすなろ

0954-28-9127

(小城市牛津町)

○ ヘルパーステーション 道の家

0954-26-8100

鹿島市 ○ 好日の園ホームヘルプサービス

0952-86-4317

○ ヘルパーステーション扇子

0952-86-4400

○ ホームヘルプサービスセンター桜の園
有限会社橋間自動車タクシー部天満タクシー

0952-71-5130
0952-87-3939
0952-66-0016

0954-63-0092

○ ヘルパーステーションゆうあい

0954-63-6611

○ 有限会社ひかり介護サービス

0954-69-8172

○ ぷーたんの家訪問介護サービスセンター

0954-60-5538

◎訪問看護

○ 江北町社会福祉協議会ヘルプサービスセンター

白石町 ○ 訪問介護事業所白い石

0954-26-8071

○

※保険医療機関は、介護の指定を必要としない「みなし指定」であるため、全ての事業所を掲載しておりません。

所在市町

名称

武雄市 武雄杵島地区医師会きしま訪問看護ステーション
（8）

0954-23-6767

○ 有限会社介護家事サービス武雄訪問介護事業所

セントケア武雄

（4）

電話番号

電話番号

0954-22-3344

所在市町

名称

鹿島市 訪問看護ステーションゆうあい
（2）

ぷーたんの家訪問看護ステーション
（休止期間：Ｒ1.10.1～）

電話番号

0954-63-6611

訪問看護ステーション道の家

0954-26-8100

竜門堂訪問看護ステーション

0954-20-7050

嬉野市 訪問看護ステーションまごころ

0954-43-1941

訪問看護ステーションハートフルまんてん

0954-23-0201

江北町 訪問看護ステーションタンポポ

0952-71-6200

訪問看護ステーションｅａｓｅ

0954-33-0012

さくら訪問看護ステーション

0954-28-9942

訪問看護ステーション デューン武雄

0954-27-7570

訪問看護ステーション一叶

0954-22-3969

（2）

訪問看護ステーションスマイル

白石町 訪問看護ステーションかちがら巣
（3）

0954-60-5538

0952-86-2533
0952-84-7001

白石共立病院訪問看護ステーション菜の花

0952-84-6060

杵藤訪問看護リハビリステーションふみ

0954-68-0205

太良町 太良町訪問看護ステーション

0954-67-1097

◎福祉用具貸与／特定福祉用具販売
所在市町

名称

武雄市 株式会社新和メディカル
（3）

電話番号

所在市町

名称

電話番号

0954-23-3605

江北町 介護ショップイルカ

0952-86-4174

有限会社アサヒ

0954-20-8050

白石町 栄進堂

090-5944-6015

プラスケア武雄

0954-26-0255

株式会社スマイルサポート

0954-65-2625

0954-62-2090

株式会社クローバー佐賀営業所

0952-71-5200

ベストケア鹿島

0954-63-5200

株式会社メディカルクリエイト

0952-87-2226

嬉野市 有限会社 トゥーワンケア

0954-66-9037

鹿島市 有限会社マイルド
（2）

（4）

太良町 くすりのマース

― ４―

0954-67-2911

【 居宅サービス事業者一覧 】
◎通所リハビリテーション（デイケア）
所在市町

武雄市
（3）

鹿島市
（3）

嬉野市
（5）

※保険医療機関は、介護の指定を必要としない「みなし指定」であるため、全ての事業所を掲載しておりません

名称

電話番号

所在市町

名称

電話番号

通所リハビリテーションコスモス

0954-20-1231

大町町

介護老人保健施設敬松苑

0952-82-3162

デイケアセンターたんぽぽ

0954-26-0311

江北町

介護老人保健施設ユートピアしゃくなげ

0952-71-6161

白石共立病院デイケアセンター
（通所リハビリテーション）

0952-84-6060

介護老人保健施設白い石

0952-84-7000

副島整形外科クリニック
通所リハビリテーションセンター骨

0954-22-2155

白石町

介護老人保健施設ケアコートゆうあい

0954-63-5533

（5）

医療法人天心堂志田病院 通所リハビリテーション

0954-62-1226

原田内科医院指定通所リハビリテーション事業所

0952-87-3737

別府整形外科 通所リハビリテーション

0954-69-7616

医療法人醇和会有島病院

0954-65-4100

ゆうほう会通所リハビリ

0954-43-0233

介護老人保健施設清涼荘

0954-65-4807

介護老人保健施設朋寿苑

0954-42-2900

太良町

介護老人保健施設ふるさとの森

0954-67-9002

指定通所リハビリテーション ふれあいの里

0954-43-1652

（2）

町立太良病院通所リハビリテーション

0954-67-2551

通所リハビリげんき

0954-42-1211

デイケアインハピネス

0954-42-2221

◎訪問リハビリテーション
所在市町

※保険医療機関は、介護の指定を必要としない「みなし指定」であるため、全ての事業所を掲載しておりません
電話番号

所在市町

江北町

介護老人保健施設ユートピアしゃくなげ
訪問リハビリテーション事業所

名称

0952-71-6161

太良町

白石町

訪問リハビリテーション 白い石

0952-84-7000

名称

訪問リハビリテーション ふるさとの森

電話番号

0954-67-9002

◎短期入所生活介護 （ショートステイ）
所在市町

武雄市
（6）

名称

電話番号

所在市町

御船荘ショートステイサービスセンター

0954-23-5523

大町町

老人短期入所事業すみれ園

0952-82-3311

ショートステイひいらぎ

0954-20-8001

江北町

特別養護老人ホームるんびに園

0952-86-5500

ショートステイサービスそよかぜの杜

0954-45-5155

（2）

ショートステイたけおか

0952-86-3657

大野病院ショートステイ

0954-45-2233

白石町

特別養護老人ホーム歌垣之園

0952-84-4000

ショートステイ杏花苑

0954-36-5350

（3）

ショートステイ桜の園

0952-87-3939

ショートステイ桜の園（ユニット空床型）

0952-87-3939

特別養護老人ホーム光風荘

0954-67-2023

ショートステイ杏花苑（ユニット空床型）

0954-36-5350

鹿島市

好日の園短期入所サービス

0954-62-5201

嬉野市

短期入所生活介護事業済昭園

0954-66-4301

短期入所生活介護事業済昭園・清涼館

0954-66-9023

ショートステイうれしの

0954-43-2511

（3）

太良町

名称

電話番号

◎特定施設入居者生活介護
所在市町

武雄市
（2）

名称

電話番号

所在市町

名称

電話番号

【一般型】（混合型）
社会福祉法人敬愛会介護付有料老人ホームシ
ニアケアたけお

0954-26-8071

鹿島市

【一般型】（混合型）
介護付有料老人ホーム太陽

0954-69-8228

【一般型】（混合型）
養護老人ホーム シルバーケア武雄

0954-23-0717

嬉野市

【一般型】（混合型）
特定施設入居者生活介護事業所済昭園

0954-66-2509

◎短期入所療養介護（ショートステイ） ※保険医療機関は、介護の指定を必要としない「みなし指定」であるため、全ての事業所を掲載しておりません
所在市町

名称

電話番号

所在市町

武雄市

医療法人敬和会持田病院

0954-22-3138

大町町

(5)

短期入所療養介護コスモス

0954-20-1231

（2）

介護老人保健施設たんぽぽ

0954-26-0311

江北町

医療法人竜門堂大野病院

0954-45-2233

（3）

医療法人東雲会小野病院

0954-23-2901

ケアコートゆうあい

0954-63-5533

医療法人社団別府整形外科

0954-63-3063

介護老人保健施設朋寿苑

0954-42-2900

医療法人朝長医院

0954-43-2117

うれしのふくだクリニック

0954-42-1211

医療法人優健会樋口医院

0954-43-1652

鹿島市
（2）
嬉野市
（4）

名称

電話番号

介護老人保健施設敬松苑

0952-82-3162

医療法人戸原内科

0952-82-2051

介護老人保健施設ユートピアしゃくなげ

0952-71-6161

藤崎医院

0952-86-3231

古賀小児科内科病院

0952-86-2533

白石町

介護老人保健施設白い石

0952-84-7000

（4）

医療法人至慈会高島病院

0954-65-3129

介護老人保健施設清涼荘

0954-65-4807

医療法人醇和会有島病院

0954-65-4100

介護老人保健施設ふるさとの森

0954-67-9002

太良町

※空きベッドがある場合に限られます

―５―

【 地域密着型サービス事業者一覧 】
※「地域密着型サービス」とは
・・・ 高齢者が住みなれた地域での生活を継続するため、
身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支えていくサービスです。

◎地域密着型通所介護 ・ 介護予防通所介護相当サービス（１号欄に○）
所在市町 1号

武雄市
（11）

名称

○ 医療法人たけお内科医院
○

明神の家ひいらぎ
（休止期間：R2.4.1～R4.3.31）

○ デイサービス笑びす

電話番号

所在市町 1号

0954-23-4988

嬉野市

0954-23-8516

（9）

0954-36-4936

○ デイサービスセンターはつらつ

0954-42-2221

○ 延寿

0954-43-8050

○

特定非営利活動法人ほのか
宅幼老所さくらさくらデイサービス

0954-42-2237

0954-23-6826

デイサービスぬくもいホーム「よつ葉」

0954-43-2158

介護福祉ステーション森の風

0954-22-2188

デイサービス岩ちゃん家

0954-43-2275

○ デイサービス久津具

0954-36-3000

デイサービスほほえみの里

0954-43-0276

○ デイサービスこころの杜

0954-23-5963

デイサービス百花之里

0954-43-0883

0954-28-2336

○ 地域共生ステーションデイサービス・宅老所たすき 0954-66-3866

○ 医療法人青葉会中川内医院デイサービスセンター 0954-20-8180

（8）

電話番号

デイサービスえん

介護福祉ステーション森の音

鹿島市

名称

○ 佐賀ユートピア

0954-66-2700

○ デイサービスセンターるんびに園

0952-86-5500

○ リハプライド武雄健創

0954-27-8123

江北町

○ デイサービスひだまり

0954-28-9465

（2）

○ ＮＰＯ法人江北なごむの里

0952-86-4386

0954-62-0883

白石町

○ ライオンハウスデイ桜の園

0952-87-3939

○ ＮＰＯひかり

0954-62-1789

（5）

○ 有限会社片渕健やかクラブ

0952-87-3922

○ デイサービスきらきら星

0954-68-0221

○ 医療法人醇和会有島病院

0954-65-4100

○ デイサービスさえずり

0954-63-4605

○ デイサービス黒川

0954-65-3369

○ デイサービス光輝

0954-68-0261

○ デイサービスまんまる

0952-84-6830

○ グリーンライフケア

0954-69-6226

太良町

○ 宅老所おおうら

0954-68-3901

○ 宅老所なごみの家

0954-68-0025

（3）

○ デイサービスこころ

0954-63-6636

○

特定非営利活動法人余暇センターきたじま
宅老所鹿城デイサービス

宅老所まごころの家
○ デイサービスせと

0954-68-2558
0954-67-8282

◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
所在市町
武雄市

電話番号

所在市町

0954-36-5350

所在市町

名称
特別養護老人ホーム杏花苑

名称
特別養護老人ホーム桜の園

電話番号
0952-87-3939

◎地域密着型特定施設入居者生活介護
所在市町
武雄市
（2）

電話番号

所在市町

有料老人ホームきらら

0954-20-1030

鹿島市

介護付有料老人ホームほのか

0954-36-6001

名称

名称
レジデンスゆうあい

電話番号
0954-69-8315

◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護
所在市町
鹿島市

名称
在宅ケアサポートゆうあい

電話番号
0954-63-3275

◎小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護（予防欄に〇）
所在市町 予防
武雄市

〇

鹿島市
（3）

名称
小規模多機能型居宅介護にわきの里
（休止期間：H26.11.1～R2.7.31）

電話番号

所在市町 予防

名称

電話番号

0954-20-6027

嬉野市

〇 小規模多機能ホーム孝心の里

0954-43-7550

〇 小規模多機能ホームくすの木

0954-62-1246

大町町

〇 小規模多機能ホームハートフルおおまち

0952-20-9890

〇 小規模多機能ホームゆうあい

0954-69-6110

太良町

〇 小規模多機能ホームサテライトゆうあい

0954-69-6540

―６―

小規模多機能ホームゆい

0954-67-2882

【 地域密着型サービス事業者一覧 】
◎認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護（予防欄に〇）
所在市町
武雄市
（5）

鹿島市
（8）

予防

名称

電話番号

所在市町

予防

名称

〇 認知症対応型通所介護事業所爽風館

0954-45-0650

嬉野市

〇 デイサービスふれあいの里たちばな

0954-23-1533

(3）

〇 ふれあいの里たちばな（共用型）

0954-23-1810

〇 グループホーム きたがた（共用型）

0954-36-2410

江北町

〇

〇 グループホームみどりの丘（共用型）

0954-22-3770

白石町

〇 デイサービス つどいの森

0954-65-2858

〇 デイサービス ゆうあい山浦

0954-62-0808

(2）

〇 グループホーム いこいの森（共用型）

0954-65-3552

〇 デイサービス ゆうあいさくら通り

0954-62-6680

〇 小規模デイサービスさざんか

0954-68-0070

〇 グループホーム門前（共用型）

0954-69-8208

〇 デイサービスゆうあい七浦

0954-69-8181

〇 デイサービスゆうあい古枝

0954-69-5588

〇 グループホーム小葉音（共用型）

0954-69-1133

〇 グループホーム小葉音橙季（共用型）

0954-69-1132

〇 デイサービス ゆうあい谷所
特定非営利活動法人ほたる宅老所しきなみ
〇 デイサービス季楽里ふぁむ（共用型）
デイサービス しゃくなげ
（休止期間：H29.4.1～R3.8.31)

電話番号
0954-66-3122
0954-20-2880
0954-27-7811
0952-71-6200

◎認知症対応型共同生活介護 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)・介護予防認知症対応型共同生活介護 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)（予防欄に〇）
所在市町
武雄市
（9）

鹿島市
（7）

予防

名称

電話番号

所在市町

〇 グループホームゆかい

0954-20-0310

嬉野市

〇 グループホームみどりの丘

0954-22-3770

（5）

〇 グループホームゆっつらーと

予防

名称

電話番号

〇 しきぶの里

0954-66-2970

〇 グループホーム千寿荘

0954-43-0157

0954-22-0070

〇 グループホーム私とゆかいな仲間

0954-42-1211

〇 グループホームみふね庵

0954-20-0506

〇 グループホーム紫陽花の路

0954-43-0250

〇 ふれあいの里たちばな

0954-23-1810

〇 グループホーム季楽里ふぁむ

0954-27-7811

〇 竜門堂グループホームあったか荘

0954-20-7180

大町町

〇 グループホームほほえみ荘

0952-82-6344

〇 グループホームきたがた

0954-36-2410

江北町

〇 グループホーム栄寿荘

0952-86-5685

〇 グループホームきたがた湖山亭

0954-36-2907

（2）

〇 江北紀水苑

0952-71-6310

〇 グループホームシルバーケア武雄

0954-23-0717

白石町

〇 グループホーム白い石

0952-71-5188

〇 グループホームゆうあい

0954-63-5505

（5）

〇 グループホームうたがきの里

0952-84-6661

〇 グループホーム門前

0954-69-8208

〇 グループホーム佑紀苑

0952-71-7120

〇 グループホームさくら荘

0954-63-1550

〇 グループホームほのぼの

0954-65-4809

〇 グループホーム浜

0954-62-6170

〇 グループホームいこいの森

0954-65-3552

〇 グループホーム小葉音

0954-69-1133

太良町

〇 特定非営利活動法人グループホーム太良の里

0954-67-2858

〇 グループホーム ゆうあい3丁目

0954-63-5505

（3）

〇 グループホームさんはうす

0954-67-2822

〇 グループホーム小葉音橙季

0954-69-1132

〇 グループホームふるさとの森

0954-67-8700

※要支援２以上の方が対象です。

【 施設サービス事業者一覧 】
◎介護老人保健施設 （老人保健施設）
所在市町

名称

電話番号

所在市町

名称

電話番号

武雄市

介護老人保健施設コスモス

0954-20-1231

江北町

介護老人保健施設ユートピアしゃくなげ

0952-71-6161

（2）

介護老人保健施設たんぽぽ

0954-26-0311

白石町

介護老人保健施設白い石

0952-84-7000

鹿島市

介護老人保健施設ケアコートゆうあい

0954-63-5533

（2）

介護老人保健施設清涼荘

0954-65-4807

嬉野市

介護老人保健施設朋寿苑

0954-42-2900

太良町

介護老人保健施設ふるさとの森

0954-67-9002

大町町

介護老人保健施設敬松苑

0952-82-3161

―７―

【 施設サービス事業者一覧 】
◎介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム）
所在市町

電話番号

所在市町

特別養護老人ホーム御船荘

0954-23-5523

大町町

特別養護老人ホームすみれ園

0952-82-3311

特別養護老人ホームひいらぎ

0954-20-8001

江北町

特別養護老人ホームるんびに園

0952-86-5500

特別養護老人ホームそよかぜの杜

0954-45-5155

白石町

特別養護老人ホーム歌垣之園

0952-84-4000

特別養護老人ホーム杏花苑

0954-36-5350

（2）

特別養護老人ホーム桜の園

0952-87-3939

鹿島市

特別養護老人ホーム好日の園

0954-62-5201

太良町

特別養護老人ホーム光風荘

0954-67-2023

嬉野市

特別養護老人ホーム済昭園

0954-66-4301 ※介護老人福祉施設への新規入所は、原則要介護３以上の方が対象です

特別養護老人ホーム済昭園・清涼館

0954-66-9023

特別養護老人ホーム 「うれしの」

0954-43-2511

武雄市
（4）

（3）

名称

名称

電話番号

◎介護療養型医療施設 （療養病床など）
所在市町
白石町

名称
高島病院

電話番号

所在市町

0954-65-3129

白石町

電話番号

所在市町

0954-45-2233

江北町

名称

電話番号

医療法人醇和会有島病院

0954-65-4100

◎介護医療院
所在市町
武雄市

名称
大野病院介護医療院

名称

電話番号

古賀小児科内科病院

0952-86-2533

【 介護予防・日常生活支援総合事業者一覧 】
介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービスについては、各サービスの「1号」欄に併記しています。

◎通所型サービスＡ（緩和型）
所在市町
鹿島市

名称
デイサービスもりの家

電話番号
0954-68-0456

介護保険に関するお問い合わせやご相談は・・・・・・
杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所

〒849-1304

鹿島市大字中村917-2

認定係

認定申請や認定調査に関すること

TEL 0954-69-8227

業務係

介護保険料に関すること

TEL 0954-69-8223

給付係

サービス費の支給に関すること

TEL 0954-69-8221

総務管理係

その他介護保険に関すること

TEL 0954-69-8222

武雄市役所

〒843-8639

健康課 たっしゃか係 ／ 武雄市地域包括支援センター

武雄市武雄町大字昭和12-10

TEL 0954-23-9135

鹿島市役所

〒849-1312

TEL 0954-63-2120

鹿島市地域包括支援センター

TEL 0954-63-2160

福祉課 地域・高齢者福祉・介護グループ／嬉野東部地域包括支援センター

（今寺、下宿、大字下野、大字大草野、大字吉田）
（内野内野山、温泉区、轟小学校区、大野原）

塩田地区地域包括支援センター （塩田地区：大字大草野を除く）

大町町役場

〒843-0301

江北町役場

嬉野市塩田町大字馬場下甲1769

TEL 0954-66-8001

FAX 0954-66-8002

杵島郡大町町大字大町5000

TEL 0952-82-3187

〒849-1192

長寿社会課 高齢者係 ／ 白石町地域包括支援センター

FAX 0952-86-2130

杵島郡白石町大字福田1247-1

TEL 0952-84-7117
〒849-1698

FAX 0952-82-3060

杵島郡江北町大字山口1651-1

TEL 0952-86-5614

白石町役場

FAX 0954-27-7227
FAX 0954-66-8002

〒849-0592

福祉課 介護保険係 ／ 江北町地域包括支援センター

FAX 0954-43-1157

嬉野市嬉野町大字下宿丙2390-2

TEL 0954-66-9121
〒849-2101

福祉課 高齢者支援係 ／ 大町町地域包括支援センター

町民福祉課 福祉係 ／ 太良町地域包括支援センター

嬉野市嬉野町大字下宿乙1185

〒849-1492

子育て支援課 地域・高齢者福祉グループ

太良町役場

嬉野市嬉野町大字下宿乙1185

〒843-0392

TEL 0954-27-7220

嬉野市役所 （塩田庁舎）

FAX 0954-63-2128

〒843-0392

TEL 0954-42-3306

嬉野西部地域包括支援センター （嬉野老人福祉センター内）

FAX 0954-23-8274

鹿島市大字納富分2643-1

保険健康課 長寿社会係
嬉野市役所 （嬉野庁舎）

FAX 0954-69-8220

FAX 0952-84-6611

藤津郡太良町大字多良1-6

TEL 0954-67-0718

FAX 0954-67-2103

※令和2年3月時点の事業所情報となります。最新情報はHPにてご確認ください。
http://www.kitouweb.jp/kaigo/index.html

―８―

