
圏域名 施設区分 医療機関名／指定事業所名 電話番号 備考

吉野 在宅医療施設 上山クリニック 〒892-0871 吉野町719-1 244-3000 支援診２

吉野 在宅医療施設 新牧医院 〒892-0871 吉野町3073-147 243-0178 支援診２

吉野 在宅医療施設 久保クリニック 〒892-0871 吉野町3255-12 243-2500 支援診３

吉野 在宅医療施設 吉野東ホームクリニック 〒892-0871 吉野町5208-1 295-0555 支援診２

吉野 在宅医療施設 くぼた内科クリニック 〒892-0871 吉野町5373-18 246-3700 支援診３

吉野 在宅医療施設 かわもと記念クリニック 〒892-0871 吉野町5397-3 243-5500 支援診１

吉野 在宅医療施設 緑ケ丘クリニック 〒892-0874 緑ヶ丘町6-11 243-0095 支援診３

吉野 在宅医療施設 明輝会クリニック 〒892-0875 川上町2750-18 244-1500 支援診２

吉野 在宅医療施設 盛満医院 〒892-0875 川上町3444-1 243-0581 支援診３

吉野 在宅医療施設 ひとむぎ診療所 〒892-0877 吉野一丁目40-26 210-7260 支援診３

吉野 在宅医療施設 梅津整形外科医院 〒892-0877 吉野二丁目14-15 244-6300 支援診３

西伊敷 在宅医療施設 千年メディカルクリニック 〒890-0001 千年二丁目11-14 294-9199 支援診１

西伊敷 在宅医療施設 坂下内科くりニック 〒890-0002 西伊敷三丁目20-15 228-2345 支援診３

西伊敷 在宅医療施設 冨永内科 〒890-0002 西伊敷四丁目7-4 229-2323 支援診３

西伊敷 在宅医療施設 植村病院 〒890-0008 伊敷二丁目1-2 220-1730 支援病１

西伊敷 在宅医療施設 ナカノ在宅医療クリニック 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 218-3300 支援診２

西伊敷 在宅医療施設 海江田外科 〒890-0008 伊敷五丁目18-2 229-2753 支援診３

伊敷台 在宅医療施設 玉水会病院 〒890-0005 下伊敷一丁目1-5 223-3330 支援病２

伊敷台 在宅医療施設 整形外科玉里温泉クリニック 〒890-0005 下伊敷一丁目8-18 222-5208 支援診３

伊敷台 在宅医療施設 伊敷台内科 〒890-0007 伊敷台四丁目7-17 228-5500 支援診３

伊敷台 在宅医療施設 くわはたクリニック 〒892-0811 玉里団地二丁目5-1 220-9502 支援診３

伊敷台 在宅医療施設 上の原在宅クリニック 〒892-0863 西坂元町17-7 813-7305 支援診３

上町 在宅医療施設 池之上クリニック 〒892-0806 池之上町10-7 247-1855 支援診２

上町 在宅医療施設 うえの内科・循環器内科クリニック 〒892-0816 山下町8-3 3階 295-6677 支援診２

上町 在宅医療施設 江川内科消化器科 〒892-0817 小川町2-2 224-4419 支援診２

上町 在宅医療施設 前田内科クリニック 〒892-0817 小川町3-4 225-5600 支援診３

上町 在宅医療施設 中央病院 〒892-0822 泉町6-7 226-8181 在後病

上町 在宅医療施設 天陽会中央クリニック 〒892-0822 泉町16-1 225-8650 支援診３

上町 在宅医療施設 いづろ今村病院 〒892-0824 堀江町17-1 226-2600 支援病３

上町 在宅医療施設 山口浩士クリニック内科・循環器内科 〒892-0828 金生町2-15MBC開発金生ビル2階 295-6381 支援診３

郡山 在宅医療施設 丸山整形外科 〒891-1105 郡山町505-3 298-3115 支援診３

吉野 在宅歯科診療所 雀ヶ宮おばた歯科 〒892-0871 吉野町1259-1 243-9675 歯訪診

吉野 在宅歯科診療所 吉元睦男歯科医院 〒892-0871 吉野町3073-140 244-1601 歯訪診

吉野 在宅歯科診療所 宮ノ下歯科クリニック 〒892-0871 吉野町3095-139 244-6000 歯訪診

吉野 在宅歯科診療所 増山歯科医院 〒892-0871 吉野町3239-27 244-8600 歯援診

吉野 在宅歯科診療所 小田原歯科 〒892-0871 吉野町3355-58 244-3718 歯援診

吉野 在宅歯科診療所 みずえだに歯科 〒892-0871 吉野町3925-3 244-8210 歯援診

吉野 在宅歯科診療所 奥田歯科 〒892-0871 吉野町5590-6 244-2345 歯訪診

吉野 在宅歯科診療所 南谷歯科医院 〒892-0872 大明丘二丁目18-1 244-5060 歯訪診

吉野 在宅歯科診療所 よしどめ歯科 〒892-0872 大明丘三丁目9-8 243-0355 歯援診

吉野 在宅歯科診療所 有馬歯科医院 〒892-0875 川上町2721-58-2 244-6800 歯援診

吉野 在宅歯科診療所 つかさ歯科医院 〒892-0877 吉野一丁目30-20 243-2421 歯訪診

西伊敷 在宅歯科診療所 戸澤歯科医院 〒890-0001 千年一丁目2-1 229-0114 歯訪診

西伊敷 在宅歯科診療所 のぞみ歯科医院 〒890-0002 西伊敷二丁目6-1 229-4363 歯援診

西伊敷 在宅歯科診療所 いぶすき歯科医院 〒890-0002 西伊敷四丁目45-2 228-5788 歯訪診

西伊敷 在宅歯科診療所 竹内歯科クリニック 〒890-0008 伊敷二丁目15-15 220-1666 歯援診

西伊敷 在宅歯科診療所 伊敷はまだ歯科医院 〒890-0008 伊敷五丁目11-29 220-4025 歯訪診

西伊敷 在宅歯科診療所 松下歯科医院 〒891-1204 花野光ヶ丘二丁目50-23 228-0800 歯訪診

西伊敷 在宅歯科診療所 あづま歯科医院 〒891-1231 小山田町6666-2 238-4188 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 高倉歯科医院 〒890-0005 下伊敷一丁目38-6 228-8118 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 まつい歯科 〒890-0005 下伊敷一丁目47-16 220-5412 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 くすき歯科クリニック 〒890-0007 伊敷台五丁目9-7 218-3151 歯援診

伊敷台 在宅歯科診療所 伊敷台むろや歯科 〒890-0007 伊敷台五丁目11-5 229-8285 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 ブライト歯科クリニック 〒890-0021 小野二丁目4-7 228-8172 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 光葉歯科クリニック 〒890-0021 小野三丁目14-18 229-3334 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 基井歯科医院 〒892-0811 玉里団地三丁目10-7 220-2966 歯訪診

伊敷台 在宅歯科診療所 守島デンタルクリニック 〒892-0811 玉里団地三丁目23-3 802-2051 歯援診

伊敷台 在宅歯科診療所 なかぞの歯科医院 〒892-0862 坂元町14-10 248-1866 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 たかさお歯科医院 〒892-0802 清水町17-7 248-3600 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 中馬歯科 〒892-0802 清水町4-1 247-9747 歯援診
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上町 在宅歯科診療所 ふなさき歯科医院 〒892-0805 大竜町8-1 247-6400 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 ⾧田歯科医院 〒892-0815 易居町2-7 222-0831 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 濱野歯科医院 〒892-0816 山下町9-1チャイムズビル202 239-6400 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 ひらかわ歯科クリニック 〒892-0816 山下町9-28 2階 227-2825 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 大迫歯科医院 〒892-0817 小川町2-25 226-7070 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 川坂歯科医院 〒892-0818 上本町11-10 226-8880 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 かまつき歯科 〒892-0819 柳町6-26 223-1234 歯援診

上町 在宅歯科診療所 鶴丸歯科医院 〒892-0821 名山町1-3 222-8148 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 牧角歯科医院 〒892-0822 泉町12-24 223-8241 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 中村歯科医院 〒892-0824 堀江町8-23 222-3539 歯援診

上町 在宅歯科診療所 下田平歯科医院 〒892-0824 堀江町16-8 222-4534 歯援診

上町 在宅歯科診療所 山内歯科矯正 〒892-0825 大黒町1-9 222-5666 歯援診

上町 在宅歯科診療所 安田歯科医院 〒892-0826 呉服町5-14 226-9616

上町 在宅歯科診療所 よしどめデンタルクリニックマルヤガーデンズ 〒892-0826 呉服町6-5 4階 208-8881 歯援診

上町 在宅歯科診療所 仲町歯科クリニック 〒892-0827 中町3-12-1日専連ビル2階 226-6888 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 オーラルケアステーション永田歯科 〒892-0828 金生町7-8 1階 225-5500 歯訪診

上町 在宅歯科診療所 義川歯科医院 〒892-0852 下竜尾町10-24 247-8215 歯訪診

吉田 在宅歯科診療所 西園歯科 〒891-1301 西佐多町163-1 295-2400 歯援診

吉田 在宅歯科診療所 みつどめ歯科 〒891-1303 本城町1875-1 294-1188 歯訪診

郡山 在宅歯科診療所 みらい歯科医院 〒891-1103 川田町1394-1 245-7888 歯訪診

郡山 在宅歯科診療所 竹内歯科 〒891-1105 郡山町2064-3 298-3055 歯援診

郡山 在宅歯科診療所 まきもと歯科クリニック 〒891-1105 郡山町733-2 298-4321 歯訪診

吉野 居宅訪問可能薬局 かきぞの薬局  吉野店 〒892-0871 吉野町719-14 295-7319

吉野 居宅訪問可能薬局 エンジェル薬局 〒892-0871 吉野町1486-2 295-7021

吉野 居宅訪問可能薬局 リオ薬局 〒892-0871 吉野町1774 295-7080

吉野 居宅訪問可能薬局 吉野中央薬局 〒892-0871 吉野町2286-3 244-0197

吉野 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 吉野店 〒892-0871 吉野町2381-4 210-7650

吉野 居宅訪問可能薬局 サニー薬局 〒892-0871 吉野町3073-21-101 246-3266

吉野 居宅訪問可能薬局 ㈲ケーアイ調剤薬局 吉野店 〒892-0871 吉野町3708-35 295-6248

吉野 居宅訪問可能薬局 シナモン薬局 〒892-0871 吉野町3909-1 248-8212

吉野 居宅訪問可能薬局 ミモザ調剤薬局 〒892-0871 吉野町5208-38 295-0023

吉野 居宅訪問可能薬局 吉野さくら薬局 〒892-0871 吉野町5398-6 813-7801

吉野 居宅訪問可能薬局 いるか薬局 〒892-0871 吉野町5134-1 295-7360

吉野 居宅訪問可能薬局 大明丘薬局 〒892-0872 大明丘二丁目22-27 244-1777

吉野 居宅訪問可能薬局 しあわせ調剤薬局 緑ヶ丘店 〒892-0874 緑ヶ丘町7-9 248-8424

吉野 居宅訪問可能薬局 かわかみ薬局 〒892-0875 川上町2571-4 244-3003

吉野 居宅訪問可能薬局 みやこ調剤薬局 〒892-0875 川上町2750-10 248-8272

吉野 居宅訪問可能薬局 清風薬局 〒892-0877 吉野一丁目5-10 295-8886

吉野 居宅訪問可能薬局 こうえん薬局 〒892-0877 吉野一丁目9-21 244-5979

吉野 居宅訪問可能薬局 はなのゆ薬局 〒892-0877 吉野一丁目41-6 295-0400

吉野 居宅訪問可能薬局 けだなの薬局 〒892-0877 吉野二丁目30-12 243-4724

西伊敷 居宅訪問可能薬局 千年薬局 〒890-0001 千年二丁目11-13 295-3621

西伊敷 居宅訪問可能薬局 鶴丸調剤薬局 伊敷店 〒890-0002 西伊敷一丁目2-13 228-6999

西伊敷 居宅訪問可能薬局 しあわせ調剤薬局 〒890-0002 西伊敷三丁目18-6 218-2224

西伊敷 居宅訪問可能薬局 今村薬局 〒890-0002 西伊敷四丁目16-1 220-2655

西伊敷 居宅訪問可能薬局 ㈲伊敷調剤薬局 〒890-0008 伊敷二丁目1-12 229-1227

西伊敷 居宅訪問可能薬局 タバタ薬局 伊敷支所店 〒890-0008 伊敷五丁目18-6 218-4006

伊敷台 居宅訪問可能薬局 コスモス薬局 〒890-0005 下伊敷一丁目1-11 224-4810

伊敷台 居宅訪問可能薬局 なでしこ玉里薬局 〒890-0005 下伊敷一丁目8-19 248-7900

伊敷台 居宅訪問可能薬局 クローバー薬局 〒890-0005 下伊敷一丁目24-6 813-7633

伊敷台 居宅訪問可能薬局 オレンジ玉里薬局 〒890-0005 下伊敷一丁目24-13 294-9336

伊敷台 居宅訪問可能薬局 タバタ薬局 〒890-0005 下伊敷一丁目43-5 220-1433

伊敷台 居宅訪問可能薬局 プラス薬局 〒890-0005 下伊敷二丁目4-17 295-4500

伊敷台 居宅訪問可能薬局 かごしま北マリンバ薬局 〒890-0005 下伊敷三丁目1-6 298-9324

伊敷台 居宅訪問可能薬局 やまもと薬局 伊敷台店 〒890-0007 伊敷台二丁目6-26 218-0511

伊敷台 居宅訪問可能薬局 オアシス薬局 〒890-0007 伊敷台二丁目17-20 218-0455

伊敷台 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 玉里団地店 〒890-0011 玉里団地二丁目4-9 229-2122

伊敷台 居宅訪問可能薬局 こあら薬局 〒892-0811 玉里団地三丁目21-14 220-7566

上町 居宅訪問可能薬局 任天堂薬局 〒892-0806 池之上町9-11 248-5858

上町 居宅訪問可能薬局 さと薬局 〒892-0807 皷川町3-21 248-5425

上町 居宅訪問可能薬局 かきぞの薬局 易居町店 〒892-0815 易居町6-10 219-5733

上町 居宅訪問可能薬局 朝日通り薬局 〒892-0816 山下町2-7 224-3729

上町 居宅訪問可能薬局 マゼンタ薬局 〒892-0816 山下町9-1 4F 248-9595

上町 居宅訪問可能薬局 南九州調剤薬局 〒892-0816 山下町16-1 224-6063
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上町 居宅訪問可能薬局 ㈲白男川薬局 〒892-0818 上本町3-17 222-1735

上町 居宅訪問可能薬局 松本調剤薬局 〒892-0823 住吉町3-18床次ビル1F 224-9813

上町 居宅訪問可能薬局 すばる薬局 〒892-0825 大黒町1-15 239-2843

上町 居宅訪問可能薬局 呉服町薬局 〒892-0826 呉服町5-7 ⾧谷川ビル1F 226-7075

上町 居宅訪問可能薬局 ㈲すみれ調剤薬局 〒892-0828 金生町1-6 224-4759

上町 居宅訪問可能薬局 漢方のオリーブ堂薬局 〒892-0828 金生町1-9 222-5072

上町 居宅訪問可能薬局 鶴丸調剤薬局 玉竜店 〒892-0851 上竜尾町5-18 248-5554

上町 居宅訪問可能薬局 日本調剤 下竜尾薬局 〒892-0852 下竜尾町1-1 219-5841

上町 居宅訪問可能薬局 平和市民薬局 〒892-0852 下竜尾町1-15 222-5770

上町 居宅訪問可能薬局 さるく薬局 〒892-0852 下竜尾町2-2-1F 298-9950

上町 居宅訪問可能薬局 すずらん調剤薬局 〒892-0852 下竜尾町6-21 248-0002

上町 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 上町店 〒892-0854 ⾧田町5-30 226-9221

上町 居宅訪問可能薬局 みなみの薬局 〒892-0854 ⾧田町15-8 225-0003

上町 居宅訪問可能薬局 とまと薬局 ⾧田店 〒892-0854 ⾧田町16-7 219-9841

上町 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 みなみ店 〒892-0854 ⾧田町18-23 225-9711

吉田 居宅訪問可能薬局 はるかぜ薬局 〒891-1304 本名町1071-6 293-7011

郡山 居宅訪問可能薬局 マリンバ調剤薬局 郡山店 〒891-1105 郡山町508-1 294-9270

郡山 居宅訪問可能薬局 郡山中央薬局 〒891-1105 郡山町6478-1 245-6360

吉野 訪問看護事業所 上山クリニック 〒892-0871 吉野町719-1 244-3000 みなし指定

吉野 訪問看護事業所 訪問看護ステーションふわりむ 〒892-0871 吉野町3324-2 201-8870

吉野 訪問看護事業所 訪問看護ステーションいっ歩 〒892-0871 吉野町3365 1F 210-7013

吉野 訪問看護事業所 訪問看護ステーションオアシスケア 〒892-0871 吉野町8859-2 246-3407

吉野 訪問看護事業所 緑ヶ丘クリニック 〒892-0874 緑ヶ丘町6-11 243-0095 みなし指定

吉野 訪問看護事業所 むぎのめ訪問看護ステーション 〒892-0875 川上町1862-1 295-8697

吉野 訪問看護事業所 よしの訪問看護ステーション 〒892-0877 吉野二丁目17-15 244-5525

西伊敷 訪問看護事業所 訪問看護ステーションウェルカム 〒890-0002 西伊敷一丁目15-21 248-9215

西伊敷 訪問看護事業所 愛仁会訪問看護ステーション 〒890-0008 伊敷一丁目3-10 220-5501

西伊敷 訪問看護事業所 ナカノ訪問看護ステーション 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 218-3003

西伊敷 訪問看護事業所 花野訪問看護ステーション 〒891-1204 花野光ヶ丘一丁目38-7 228-1653

西伊敷 訪問看護事業所 訪問看護ステーションパールランド 〒891-1205 犬迫町2253 245-4555

西伊敷 訪問看護事業所 訪問看護デイズ 〒891-1231 小山田町5848-5 298-9888

伊敷台 訪問看護事業所 訪問看護ステーション優つばめ 〒890-0005 下伊敷一丁目31-1 295-6813

伊敷台 訪問看護事業所 訪問看護ステーションファースト 〒892-0811 玉里団地三丁目21-7 1F 295-3451

伊敷台 訪問看護事業所 こころ訪問看護ステーション 〒892-0863 西坂元町39-1 298-9690

上町 訪問看護事業所 訪問看護ステーションサザン 〒892-0806 池之上町9-14 247-1318

上町 訪問看護事業所 ナースケア みさき（美咲） 〒892-0819 柳町12-12 4F 248-2555

上町 訪問看護事業所 訪問看護ステーションまむ鹿児島 〒892-0824 堀江町6-3(6階) 248-8450

上町 訪問看護事業所 訪問看護ステーション ライフイン鴨池 〒892-0825 大黒町3-12(702) 298-9858

上町 訪問看護事業所 訪問看護ステーションみなみ風 〒892-0852 下竜尾町10-3 1F 223-3170

上町 訪問看護事業所 訪問看護ステーションよつば 〒892-0852 下竜尾町26-1 295-3915

上町 訪問看護事業所 上町いまきいれ病院 〒892-0854 ⾧田町5-24 222-1800 みなし指定

吉田 訪問看護事業所 訪問看護ステーション寿康園 〒891-1304 本名町234 800-6366

郡山 訪問看護事業所 訪問看護ステーション悠暮里 〒891-1104 油須木町629 245-6901

郡山 訪問看護事業所 前畠医院 〒891-1105 郡山町1308 298-2121 みなし指定

郡山 訪問看護事業所 ⿁丸内科循環器科 〒891-1105 郡山町6513 298-3901 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 上山クリニック 〒892-0871 吉野町719-1 244-3000 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 吉野生協クリニック 〒892-0871 吉野町2381-52 244-2871 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 吉野東ホームクリニック 〒892-0871 吉野町5208-1 295-0555 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 かわもと記念クリニック 〒892-0871 吉野町5397-3 243-5500 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 ろうけん青空 〒892-0871 吉野町6040-7 243-4330

吉野 訪問リハビリテーション事業所 緑ヶ丘クリニック 〒892-0874 緑ヶ丘町6-11 243-0095 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 明輝会クリニック  〒892-0875 川上町2750-18 244-1500 みなし指定

吉野 訪問リハビリテーション事業所 梅津整形外科医院 〒892-0877 吉野二丁目14-15 244-5488 みなし指定

西伊敷 訪問リハビリテーション事業所 千年メディカルクリニック 〒890-0001 千年二丁目11-14 1階 294-9199 みなし指定

西伊敷 訪問リハビリテーション事業所 ナカノ在宅医療クリニック 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 218-3300 みなし指定

伊敷台 訪問リハビリテーション事業所 玉水会病院 〒890-0005 下伊敷一丁目1-5 223-3330 みなし指定

伊敷台 訪問リハビリテーション事業所 伊敷病院 〒890-0005 下伊敷二丁目4-15 295-6812 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 あんびる病院 〒892-0801 稲荷町12-6 248-2222 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 前田内科クリニック 〒892-0817 小川町3-4 225-5600 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 天陽会中央クリニック 〒892-0822 泉町16-1 225-8650 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 清泉クリニック整形外科内科 〒892-0823 住吉町12-16 223-1939 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 いづろ今村病院指定訪問リハビリテーションウェルネスじあい 〒892-0824 堀江町17-1 226-2600 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 八反丸リハビリテーション病院 〒892-0852 下竜尾町3-28 222-3111 みなし指定

上町 訪問リハビリテーション事業所 三船病院 〒892-0871 吉野町10004-1 247-3016 みなし指定
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吉田 訪問リハビリテーション事業所 吉田記念病院 〒891-1304 本名町470 294-2161 みなし指定

郡山 訪問リハビリテーション事業所 丸山整形外科 〒891-1105 郡山町505-3 298-3115 みなし指定

吉野 居宅介護支援事業所 整形外科吉野台クリニック指定居宅介護支援事業所おおぞら 〒892-0871 吉野町1486-1 295-6632

吉野 居宅介護支援事業所 ケアプランナー匠 〒892-0871 吉野町3073-12コアモール102号 246-3371

吉野 居宅介護支援事業所 あいる居宅介護支援事業所 〒892-0871 吉野町5397-3 243-5500

吉野 居宅介護支援事業所 睦園居宅介護支援事業所 〒892-0871 吉野町6077-56 244-3584

吉野 居宅介護支援事業所 介護プランセンター☆まえむ 〒892-0871 吉野町8740-2 246-3170

吉野 居宅介護支援事業所 まごころ相談支援センター  〒892-0871 吉野町3355番地42      295-7220

吉野 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所さくらんぼ 〒892-0873 下田町1759 244-0111

吉野 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所サンライト 〒892-0875 川上町46 295-7676

吉野 居宅介護支援事業所 ケアセンターよしの 〒892-0877 吉野二丁目17-15 294-5151

吉野 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所心和～kokoa～ 〒892-0877 吉野二丁目19-26 210-7335

西伊敷 居宅介護支援事業所 千年居宅介護支援事業所 〒890-0001 千年二丁目11-14 2階 294-9188

西伊敷 居宅介護支援事業所 ら・千年居宅介護支援事業所 〒890-0001 千年二丁目11-21 220-7535

西伊敷 居宅介護支援事業所 ナカノ居宅介護支援事業所 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 218-3313

西伊敷 居宅介護支援事業所 介護支援センターひまわり園 〒890-0008 伊敷五丁目4-17 295-0795

西伊敷 居宅介護支援事業所 介護支援センターゆりかご 〒890-0008 伊敷五丁目18-1 229-0180

西伊敷 居宅介護支援事業所 ひだまり居宅介護支援事業所 〒891-1202 西伊敷六丁目10-4 248-7797

西伊敷 居宅介護支援事業所 グリーンコープケアプランセンター鹿児島 〒891-1202 西伊敷七丁目13-14 248-9323

西伊敷 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所パールランド 〒891-1205 犬迫町2253 238-0301

西伊敷 居宅介護支援事業所 くすの木在宅介護支援センター 〒891-1205 犬迫町7771 238-0348

西伊敷 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所花野光ヶ丘 〒891-1206 皆与志町607 800-1370

西伊敷 居宅介護支援事業所 松和会居宅介護支援センター 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5580

西伊敷 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援センター 高喜苑 〒890-0022 小野町2427番地2 283-4737

伊敷台 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所おとなりさん 〒890-0005 下伊敷二丁目1-3 295-6810

伊敷台 居宅介護支援事業所 介護福祉支援センターサポート 〒890-0005 下伊敷三丁目17-2 295-6680

伊敷台 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ケアプランナーFromA 〒890-0007 伊敷台一丁目16-10 800-7695

伊敷台 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所福の友 〒890-0007 伊敷台四丁目7-17 228-5500

伊敷台 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 248-7003

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 さかもと園 〒892-0862 坂元町502 248-5103

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センタートラスト夢 〒892-0801 稲荷町9-24 811-0488

上町 居宅介護支援事業所 ケアプランセンターホワイト 〒892-0804 春日町13-16 2階 201-7110

上町 居宅介護支援事業所 ケアセンターかんまち 〒892-0805 大竜町7-3 248-7166

上町 居宅介護支援事業所 スター倶楽部 居宅介護支援事業所 〒892-0806 池之上町6-15税所ビル1階 248-9231

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 おじゃったもんせ 〒892-0817 小川町11-8 248-9510

上町 居宅介護支援事業所 介護相談センター 北ふ頭三愛 〒892-0817 小川町18-11 219-3812

上町 居宅介護支援事業所 ありがとう鹿児島支店 〒892-0822 泉町12-20 813-7200

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 あさひ 〒892-0822 泉町16-16 226-9655

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 架け橋 〒892-0823 住吉町2-3 エクシード住吉101号 239-7311

上町 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所 ウェルネスじあい 〒892-0824 堀江町3-3 226-5207

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所みなみ風 〒892-0852 下竜尾町10-3  1F 813-7307

上町 居宅介護支援事業所 城山苑 指定居宅介護支援事業所 〒892-0854 ⾧田町32-1 226-7722

上町 居宅介護支援事業所 城山の森 居宅介護支援事業所 〒892-0854 ⾧田町223 219-6311

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 下田苑 〒892-0862 坂元町1087-1 210-7221

上町 居宅介護支援事業所 三船病院 〒892-0871 吉野町10004-1 247-3016

上町 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター 三船園 〒892-0871 吉野町10005-4 247-6470

吉田 居宅介護支援事業所 医療法人碩済会ケアプランセンター木蓮 〒891-1304 本名町472 246-9661

吉田 居宅介護支援事業所 寿康園居宅介護支援事業所 〒891-1304 本名町1233-6 294-1160

吉田 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 華 〒891-1306 牟礼岡二丁目1-8 294-7179

吉田 居宅介護支援事業所 サポートプラン むれがおか 〒891-1306 牟礼岡三丁目2-12 246-0662

郡山 居宅介護支援事業所 愛泉園在宅介護支援センター居宅介護支援事業所 〒891-1102 東俣町127-1 298-8332

郡山 居宅介護支援事業所 特定非営利活動法人ほたるの里居宅介護支援事業所 〒891-1104 油須木町21-1 298-2337

郡山 居宅介護支援事業所 ライフパートナー悠暮里 〒891-1105 郡山町68 245-6110

郡山 居宅介護支援事業所 丸山整形外科 〒891-1105 郡山町505-3 298-3115

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） むぎのめケアステーション 〒891-1275 川上町1862-1 244-7995

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 福祉生活協同組合むぎのめ訪問介護ステーション 〒892-0871 吉野町4484-2 295-6200

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 睦園訪問介護事業所 〒892-0871 吉野町6077-56 244-8845

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションオアシスケア吉野 〒892-0871 吉野町8859-2 246-3407

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションさくらんぼ 〒892-0873 下田町1759 244-8351

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 元気サポート花花 〒892-0874 緑ヶ丘町7-7 244-9333

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 介護センター悠悠 〒892-0877 吉野二丁目12-12 814-2025

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 介護支援センター愛 〒892-0877 吉野二丁目13-13 243-1766

吉野 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションよしの 〒892-0877 吉野二丁目17-15 243-7711

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ら・千年ヘルパーステーション 〒890-0001 千年二丁目11-21 220-7535
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西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション あじさい 〒890-0008 伊敷一丁目13-15 229-5399

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ふくしサービスセンターげんきママ 〒890-0008 伊敷三丁目25-20 218-8370

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションひまわり園 〒890-0008 伊敷五丁目4-17 295-0796

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションゆりかご 〒890-0008 伊敷五丁目18-1 229-0180

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションいしきの杜 〒890-0008 伊敷七丁目13-23 090-4515-9038

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーション空 〒891-1202 西伊敷五丁目10-8 220-4392

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションサポート 〒891-1205 犬迫町6017-2 238-0881

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 泰山荘訪問介護 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5855

西伊敷 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ＮＰＯささえあい 〒891-1231 小山田町3816番地８ 中西ビル３号室 238-7050

伊敷台 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ホームヘルプサービス小山田 〒890-0005 下伊敷三丁目17-2 295-6680

伊敷台 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 介護サービス２４・ほっとステーション愛 〒890-0011 玉里団地一丁目6-3 229-5877

伊敷台 訪問介護事業所（ホームヘルプ） げんき介護鹿児島 〒890-0021 小野一丁目11-29 218-3110

伊敷台 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 介護支援センターヘルパーステーションちょう家 〒892-0862 坂元町20-13 248-6438

伊敷台 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護 プレジャー 〒892-0863 西坂元町12-22 210-7080

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ゆあ 〒892-0802 清水町17-10 248-5712

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーション白銀 〒892-0804 春日町13-16 247-5002

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションかんまち 〒892-0805 大竜町7-3 248-7167

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションサザン 〒892-0806 池之上町9-14 248-5375

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護グリーンライフ  〒892-0815 易居町１番２号ソーホーかごしま８号室     225-6018

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ありがとう鹿児島支店 〒892-0822 泉町12-20 813-7150

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護 とどけあ鹿児島 〒892-0824 堀江町2-10ドクタープレミアムBLD5F 224-5130

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 城山苑ホームヘルプサービス 〒892-0854 ⾧田町32-1 226-7732

上町 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションはれ 〒892-0861 東坂元四丁目22-27 295-4207

吉田 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 寿康園訪問介護事業所 〒891-1304 本名町234 800-6365

吉田 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションゆうばえ 〒891-1304 本名町472 246-9666

吉田 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション本名の郷 〒891-1304 本名町1083-2 294-3434

郡山 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーション愛の泉 〒891-1102 東俣町127-1 298-8336

郡山 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 特定非営利活動法人ほたるの里ヘルパーステーション郡山 〒891-1104 油須木町21-1 298-2337

郡山 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション蘭 〒891-1105 郡山町1455 210-7722

吉野 訪問入浴介護事業所 睦園訪問入浴介護事業所 〒892-0871 吉野町6077-56 244-3583 令和２年

９月１日～休止

西伊敷 訪問入浴介護事業所 訪問入浴ひまわり園 〒891-1205 犬迫町5407-2 238-0375

上町 訪問入浴介護事業所 アースサポート鹿児島 〒892-0818 上本町15-13 223-6000

吉野  通所介護事業所（デイサービス） LLさねかた 〒892-0871 吉野町451-1 213-9490

吉野  通所介護事業所（デイサービス） 宅老所じぃじとばぁばのえんがわ 〒892-0871 吉野町773-1 244-0007

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター元気の里 ゆくさ鹿児島館 〒892-0871 吉野町3073-13 298-9551

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスに歩 〒892-0871 吉野町3357-26 210-7366

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター睦園 〒892-0871 吉野町6077-56 244-3583

吉野  通所介護事業所（デイサービス） スター倶楽部よしの 〒892-0871 吉野町6972-1 248-9660

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスわかば 〒892-0871 吉野町7494-4 801-5700

吉野  通所介護事業所（デイサービス） オアシス吉野デイサービスセンター 〒892-0871 吉野町8638 248-7205

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター☆まえむ本館 〒892-0871 吉野町8740-2 246-3170

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスオアシスケア吉野 〒892-0871 吉野町8859-2 246-3407

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター・フローラルガーデン早馬 〒892-0871 吉野町9091 243-3961

吉野  通所介護事業所（デイサービス） ケアガーデンてらやまデイサービスセンター 〒892-0871 吉野町10877-18 295-5005

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターたんぽぽ 〒892-0873 下田町353 294-0234

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター森 〒892-0873 下田町1763 295-8672

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス リハビリテーション 花花 〒892-0874 緑ヶ丘町5-12 248-8220

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスミニ花 〒892-0874 緑ヶ丘町6-8 298-9747

吉野  通所介護事業所（デイサービス） 元気サロン花花 〒892-0874 緑ヶ丘町8-12 243-2260

吉野  通所介護事業所（デイサービス） ツクイ鹿児島吉野 〒892-0877 吉野一丁目23-8 295-7160

吉野  通所介護事業所（デイサービス） ふれあいステーション愛 〒892-0877 吉野二丁目13-13 243-0700

吉野  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス笑顔 〒892-0877 吉野二丁目17-15 221-1500

吉野  通所介護事業所（デイサービス） ゆたかのもりの花棚クラブ 〒892-0877 吉野二丁目38-13 248-7358

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター 千年の杜 〒890-0001 千年二丁目11-11 294-9360

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） 千年デイサービスセンター 〒890-0001 千年二丁目11-12 1階 294-9185

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） ら・千年デイサービスセンター 〒890-0001 千年二丁目11-21 220-7535

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） 輝穏デイサービス 〒890-0002 西伊敷一丁目3-1 295-0693

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスウェルカム 〒890-0002 西伊敷一丁目15-21 248-9215

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスウェルカムデイズ 〒890-0002 西伊敷一丁目28-3 295-0525

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） リハビリ特化型デイサービスたいそう 〒890-0002 西伊敷四丁目6-1 218-4568

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスおじゃったもんせ伊敷 〒890-0008 伊敷一丁目23-30福田ビル１階 228-7766

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） ナカノデイサービス 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 228-2888

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスみどりのお家伊敷台 〒890-0008 伊敷三丁目25-20 218-2301

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターゆりかご 〒890-0008 伊敷五丁目17-1 229-2755
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西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） 武岡台デイサービスセンター 〒890-0022 小野町2427-2 283-6880

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスひだまり 〒891-1202 西伊敷六丁目10-4 248-7797

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス道しるべ西伊敷 〒891-1202 西伊敷七丁目10-2 800-8120

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターひまわり園 〒891-1205 犬迫町5407-2 238-5741

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） くすの木デイサービスセンター 〒891-1205 犬迫町7771 245-4321

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター花野光ヶ丘 〒891-1206 皆与志町607 800-1370

西伊敷  通所介護事業所（デイサービス） 泰山荘デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5577

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターあいせ 〒890-0005 下伊敷一丁目3-13 208-4800

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスひなたの家 〒890-0006 若葉町5-1 295-3031

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） 真珠の里伊敷台デイサービス 〒890-0007 伊敷台一丁目28-11 228-5524

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス元気庵錬 〒890-0007 伊敷台七丁目27-26 248-8400

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターよかなぁ七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 228-2729

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 228-5729

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスきぼうの里 〒892-0811 玉里団地二丁目5-1 813-7155

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス太陽 〒892-0862 坂元町20-13 828-8405

伊敷台  通所介護事業所（デイサービス） デイサービストマト 〒892-0863 西坂元町12-12プレジャーコートA1階 210-7080

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターとらすと 〒892-0801 稲荷町9-24 811-0488

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターしおり 〒892-0802 清水町10-7 248-7961

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター白銀 〒892-0802 清水町14-20 247-5002

上町  通所介護事業所（デイサービス） リハビリ特化型デイサービスムーブメントプロ清水 〒892-0802 清水町15-22 295-6275

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスゆあ 〒892-0802 清水町17-10 248-5712

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター白銀の里 〒892-0804 春日町14-5 295-6120

上町  通所介護事業所（デイサービス） スター倶楽部 〒892-0806 池之上町6-15税所ビル1階 248-9231

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスにじの街 〒892-0806 池之上町9-14 247-1316

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスおじゃったもんせ 〒892-0817 小川町11-8 248-9512

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス楓 〒892-0817 小川町22-15 223-1118

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスクロス 〒892-0819 柳町6-2プレジデント柳町1階 248-6006

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス架け橋 〒892-0824 堀江町3-3(ウェルネスじあいビル5階) 219-3853

上町  通所介護事業所（デイサービス） しあわせの杜・ケアレジデンス風の街 〒892-0824 堀江町6-3 248-8112

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスえびす 〒892-0825 大黒町1-8 805-0147

上町  通所介護事業所（デイサービス） 療養通所介護事業所みなみ風 〒892-0852 下竜尾町10-3 813-7327

上町  通所介護事業所（デイサービス） 城山苑デイサービスセンター 〒892-0854 ⾧田町32-1 219-6032

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスエデンの丘 〒892-0862 坂元町161-4 247-8500

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターさかもと園 〒892-0862 坂元町502 248-5101

上町  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター湯の里 〒892-0862 坂元町1087-1 210-7435

上町  通所介護事業所（デイサービス） 三船園デイサービスセンター 〒892-0871 吉野町10005-4 247-6470

吉田  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターとき 〒891-1301 西佐多町164-1 295-1511

吉田  通所介護事業所（デイサービス） 寿康園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-1304 本名町234 294-2653

吉田  通所介護事業所（デイサービス） 民家型デイサービス大地 〒891-1304 本名町844-2 331-0222

吉田  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター本名の郷 〒891-1304 本名町1083-2 294-3434

吉田  通所介護事業所（デイサービス） ヒューマンヒルズたなか 〒891-1305 宮之浦町938-1 293-7210

吉田  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター夢楽 〒891-1305 宮之浦町1614-2 293-7632

吉田  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスむれがおかⅡ番館 〒891-1306 牟礼岡三丁目2-12 246-0662

吉田  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスむれがおかⅠ番館 〒891-1306 牟礼岡三丁目2-13 246-0661

郡山  通所介護事業所（デイサービス） 愛泉園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-1102 東俣町127-1 298-8331

郡山  通所介護事業所（デイサービス） ほたるの家デイサービスセンター 〒891-1104 油須木町5 298-2816

郡山  通所介護事業所（デイサービス） ほたるの里デイサービスセンター 〒891-1104 油須木町21-1 298-2662

郡山  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス悠暮里 〒891-1105 郡山町68 245-6033

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 上山クリニック 〒892-0871 吉野町719-1 244-3000 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 整形外科吉野台クリニック 〒892-0871 吉野町1486-1 244-4646 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） かばやま整形外科 〒892-0871 吉野町2286 243-2572 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 吉野生協クリニック 〒892-0871 吉野町2381-52 244-2871 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） デイケアスマイル 〒892-0871 吉野町5208-1 295-0555 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） かわもと記念クリニック 〒892-0871 吉野町5397-3 244-7333 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） ろうけん青空 〒892-0871 吉野町6040-7 243-4330

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 梅津整形外科医院デイケアいこい 〒892-0877 吉野二丁目14-15 244-5488 みなし指定

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） さくらんぼ 〒892-0873 下田町1759 244-8811

吉野 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 明輝会クリニック デイケアかがやき 〒892-0875 川上町2750-18 243-1313 みなし指定

西伊敷 通所リハビリテーション事業所（デイケア） なかむら整形外科クリニック 〒890-0002 西伊敷一丁目2-12 228-7841 みなし指定

西伊敷 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 桑畑整形外科クリニック 〒890-0008 伊敷五丁目8-32 229-8808 みなし指定

西伊敷 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 通所リハビリテーションらんらん 〒890-0008 伊敷五丁目18-1 229-0180

伊敷台 通所リハビリテーション事業所（デイケア） スイートケアなかよし 〒890-0005 下伊敷一丁目1-5 223-3390

伊敷台 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 整形外科玉里温泉クリニック 〒890-0005 下伊敷一丁目8-18 295-0207 みなし指定

伊敷台 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 伊敷台内科通所リハビリテーション福の里 〒890-0007 伊敷台四丁目7-17 228-5500 みなし指定
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上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 石原山下整形外科内科医院 〒892-0807 皷川町5-10 247-3010 みなし指定

上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 前田内科クリニック通所リハビリテーション 〒892-0817 小川町3-4 225-5600

上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） あさひ 〒892-0822 泉町8-2 225-8660

上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 清泉クリニック整形外科内科通所リハビリテーションせいせん 〒892-0823 住吉町12-16 223-1939 みなし指定

上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 通所リハビリテーションウェルネスじあい 〒892-0824 堀江町17-1 226-5206 みなし指定

上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） ナーシングホーム城山の森 〒892-0854 ⾧田町223 219-1122

上町 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 三船病院 〒892-0871 吉野町10004-1 247-7332 みなし指定

吉田 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 吉田記念病院 〒891-1304 本名町470 294-2124 みなし指定

吉田 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 吉田ナーシングホーム 〒891-1304 本名町472 294-4561

郡山 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 丸山整形外科 〒891-1105 郡山町505-3 298-3115 みなし指定

吉野 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム睦園 〒892-0871 吉野町6077-56 244-5588

吉野 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） ケアガーデンてらやま 〒892-0871 吉野町10877-18 295-5005

吉野 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム下田苑 〒892-0873 下田町353 294-0233

吉野 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 地域密着型特別養護老人ホーム下田苑 〒892-0873 下田町353 294-0233

吉野 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 介護老人福祉施設陽光苑 〒892-0875 川上町46 295-7171

吉野 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） ひだまりの里 〒892-0875 川上町1041-1 243-2366

西伊敷 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 介護老人福祉施設七福神 〒890-0002 西伊敷三丁目14-3 295-0729

西伊敷 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホームひまわり園 〒891-1205 犬迫町5407-2 238-2140

西伊敷 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） くすの木グリーンハイツ 〒891-1205 犬迫町7771 238-0346

西伊敷 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム泰山荘 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5560

西伊敷 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム泰山荘（ユニット型） 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5560

上町 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム オアシスケア清水 〒892-0801 稲荷町17-35 248-8522

上町 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 城山苑 〒892-0854 ⾧田町32-1 219-6030

上町 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） さかもと園 〒892-0862 坂元町502 248-5100

上町 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 短期入所生活介護三船園 〒892-0871 吉野町10005-4 247-6470

吉田 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 寿康園 〒891-1304 本名町234 294-2510

郡山 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 愛泉園 〒891-1103 川田町1090 298-8153

吉野 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） ろうけん青空 〒892-0871 吉野町6040-7 243-4330

吉野 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） さくらんぼ 〒892-0873 下田町1759 244-8811

吉野 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） サテライトろうけん青空 〒892-0875 川上町2750-38 248-7800

西伊敷 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 冨永内科介護医療院 〒890-0002 西伊敷四丁目7-4 229-2323

西伊敷 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 上片平産婦人科・内科 〒890-0008 伊敷七丁目8-15 220-0381

伊敷台 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） スイートケアなかよし 〒890-0005 下伊敷一丁目1-5 223-3390

上町 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） あさひ 〒892-0822 泉町8-2 225-8660

上町 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） ナーシングホーム城山の森 〒892-0854 ⾧田町223 219-1122

吉田 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 吉田ナーシングホーム 〒891-1304 本名町472 294-4561

吉野 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社よしとく福祉 〒892-0871 吉野町3221-5 248-8823

吉野 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 福祉用具販売・レンタル☆まえむ 〒892-0871 吉野町8740-2 246-3170

吉野 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） えん 〒892-0871 吉野町11390-5 208-7770

吉野 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） サポート鹿児島 〒892-0872 大明丘二丁目23-12 244-1367

吉野 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ＱＣＣ鹿児島 〒892-0877 吉野一丁目12-23 295-3512

西伊敷 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 千年福祉用具貸与事業所 〒890-0001 千年二丁目11-10 295-4844

西伊敷 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） インテリアそのだ 〒890-0008 伊敷五丁目11-1 229-2021

伊敷台 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社南州メディカル鹿児島店 〒890-0005 下伊敷三丁目22-28 218-3303

伊敷台 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） インテリアサロンふたつき 〒890-0007 伊敷台三丁目11-8 218-8488

上町 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社親和興業 〒892-0855 冷水町22-5 225-0151

吉田 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） フィールド・ケア 〒891-1304 本名町1141-2 294-3174

吉田 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社平成メディカル 〒891-1305 宮之浦町1424-1 293-7688

吉野 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームひばり 〒892-0871 吉野町2042 243-2341

吉野 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームむっちゃんの家 〒892-0871 吉野町6077-56 244-5588

吉野 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームすばる 〒892-0875 川上町2750-43 295-3270

西伊敷 小規模多機能型居宅介護事業所 千年小規模多機能型居宅介護事業所 〒890-0001 千年二丁目11-12 2階 294-9186

西伊敷 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームひとまとわとり 〒890-0008 伊敷五丁目4-17 295-0792

上町 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームエデンの丘 〒892-0862 坂元町161-4 247-8500

吉田 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム鹿児島吉田の郷 〒891-1305 宮之浦町3915 294-1313

郡山 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム結の里悠暮里 〒891-1104 油須木町629 245-6900

郡山 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム悠暮里倶楽部 〒891-1105 郡山町68 245-6036

西伊敷 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ナカノ看護小規模多機能型居宅介護事業所 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 218-3003

上町 看護小規模多機能型居宅介護事業所 しあわせの杜・ケアレジデンス星の街 〒892-0824 堀江町6-3 2階 248-8136

上町 看護小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所みなみ風 〒892-0852 下竜尾町10-3 813-7328

西伊敷 認知症対応型通所介護事業所 グループホーム サンシャインひまわり 〒890-0008 伊敷五丁目4-17 295-0793

西伊敷 認知症対応型通所介護事業所 よいどこい花野 〒891-1204 花野光ヶ丘二丁目55-15 228-0082

伊敷台 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスセンターサンひまわり 〒890-0005 下伊敷一丁目44-11 218-2045

伊敷台 認知症対応型通所介護事業所 通所介護いしき 〒890-0007 伊敷台四丁目34-50 229-1010
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上町 認知症対応型通所介護事業所 デイサービス南洲の杜 〒892-0805 大竜町7-35 295-3080

上町 認知症対応型通所介護事業所 グループホームエデンの丘 〒892-0862 坂元町161-4 247-5050

吉田 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスセンター吉田さくらの里 〒891-1302 東佐多町2060 295-2422

郡山 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスふるさとの家郡山 〒891-1102 東俣町3853 298-8118

吉野 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ケアステーション24御召覧 〒892-0877 吉野二丁目17-15 243-7711

西伊敷 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 千年定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 〒890-0001 千年二丁目14-4-102号 294-9188

吉野 地域包括支援センター 地域包括支援センター緑ヶ丘 〒891-1274 緑ヶ丘町35-11 295-9870

吉野 地域包括支援センター 地域包括支援センター吉野 〒892-0871 吉野町3046 295-7301

西伊敷 地域包括支援センター 地域包括支援センター西伊敷 〒890-0002 西伊敷三丁目16-18 295-4007

伊敷台 地域包括支援センター 地域包括支援センター伊敷台 〒890-0007 伊敷台二丁目17-15 218-8760

上町 地域包括支援センター 地域包括支援センター上町 〒892-0805 大竜町3-17 219-4815

吉田 地域包括支援センター 地域包括支援センター吉田 〒891-1303 本城町1687-2 293-7655

郡山 地域包括支援センター 地域包括支援センター郡山 〒891-1105 郡山町141 245-6601

吉野 運動型通所介護事業所 デイサービスセンター元気の里 ゆくさ鹿児島館 〒892-0871 吉野町3073-13 298-9551

吉野 運動型通所介護事業所 ｎｏｗｍｏｒｅ 〒892-0871 吉野二丁目13-13 221-0221

吉野 運動型通所介護事業所 シニアフィットネスフォレスト 〒892-0873 下田町1763 244-9101

西伊敷 運動型通所介護事業所 武岡台デイサービスセンター 〒890-0022 小野町2427-2 283-6880

伊敷台 運動型通所介護事業所 デイサービスセンター七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 228-5729

吉野 生活支援型訪問介護事業所 むぎのめケアステーション 〒892-0875 川上町1862-1 244-7995

西伊敷 生活支援型訪問介護事業所 ふくしサービスセンターげんきママ 〒890-0008 伊敷三丁目25-20 218-8370

西伊敷 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションひまわり園 〒890-0008 伊敷五丁目4-17 295-0796

西伊敷 生活支援型訪問介護事業所 ホームヘルプステーション高喜苑 〒890-0022 小野町2427-2 283-6875

西伊敷 生活支援型訪問介護事業所 訪問介護ステーション空 〒891-1202 西伊敷五丁目10-8 220-4392

伊敷台 生活支援型訪問介護事業所 ホームヘルプサービス小山田 〒890-0005 下伊敷三丁目17-2 295-6680

伊敷台 生活支援型訪問介護事業所 げんき介護鹿児島 〒890-0021 小野一丁目11-29GINYAビル102 218-3110

上町 生活支援型訪問介護事業所 城山苑ホームヘルプサービス 〒892-0854 ⾧田町32-1 226-7732

上町 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションはれ 〒892-0861 東坂元二丁目47-18 295-4207

郡山 生活支援型訪問介護事業所 訪問介護ステーション愛の泉 〒891-1102 東俣町127-1 298-8336

吉野 ミニデイ型通所介護事業所 ケアガーデンてらやまデイサービスセンター 〒892-0871 吉野町10877-18 295-5005 中止中

吉野 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスセンターたんぽぽ 〒892-0873 下田町353 294-0234

吉野 ミニデイ型通所介護事業所 ゆたかのもりの花棚クラブ 〒892-0877 吉野二丁目38-13 248-7358

西伊敷 ミニデイ型通所介護事業所 武岡台デイサービスセンター 〒890-0022 小野町2427-2 283-6880

西伊敷 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスセンターひまわり園 〒891-1205 犬迫町5407-2 238-5741

西伊敷 ミニデイ型通所介護事業所 くすの木デイサービスセンター 〒891-1205 犬迫町7771 245-4321

上町 ミニデイ型通所介護事業所 城山苑デイサービスセンター 〒892-0854 ⾧田町32-1 219-6032

上町 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスセンター湯の里 〒892-0862 坂元町1087-1 210-7435

吉田 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスセンターとき 〒891-1301 西佐多町164-1 295-1511

吉田 ミニデイ型通所介護事業所 ヒューマンヒルズたなか 〒891-1305 宮之浦町938-1 293-7210

郡山 ミニデイ型通所介護事業所 愛泉園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-1102 東俣町127-1 298-8331

吉野 予防型通所介護事業所 宅老所じぃじとばぁばのえんがわ 〒892-0871 吉野町773-1 244-0007

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター元気の里 ゆくさ鹿児島館 〒892-0871 吉野町3073-13 298-9551

吉野 予防型通所介護事業所 睦園通所介護事業所 〒892-0871 吉野町6077-56 244-3583

吉野 予防型通所介護事業所 スター倶楽部よしの 〒892-0871 吉野町6972-1 248-9660

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスわかば 〒892-0871 吉野町7494-4 801-5700

吉野 予防型通所介護事業所 オアシス吉野デイサービスセンター 〒892-0871 吉野町8638 248-7205

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター☆まえむ本館 〒892-0871 吉野町8740-2 246-3170

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスオアシスケア吉野 〒892-0871 吉野町8859-2 246-3407

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター・フローラルガーデン早馬 〒892-0871 吉野町9091 243-3961

吉野 予防型通所介護事業所 ケアガーデンてらやまデイサービスセンター 〒892-0871 吉野町10877-18 295-5005

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターたんぽぽ 〒892-0873 下田町353 294-0234

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター森 〒892-0873 下田町1763 295-8672

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービス リハビリテーション 花花 〒892-0874 緑ヶ丘町5-12 248-8220

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービスミニ花 〒892-0874 緑ヶ丘町6-8 298-9747

吉野 予防型通所介護事業所 元気サロン 花花 〒892-0874 緑ヶ丘町8-12 243-2260

吉野 予防型通所介護事業所 ツクイ鹿児島吉野 〒892-0877 吉野一丁目23-8 295-7160

吉野 予防型通所介護事業所 ふれあいステーション愛 〒892-0877 吉野二丁目13-13 243-0700

吉野 予防型通所介護事業所 デイサービス笑顔 〒892-0877 吉野二丁目17-15 221-1500

吉野 予防型通所介護事業所 ゆたかのもりの花棚クラブ 〒892-0877 吉野二丁目38-13 248-7358

西伊敷 予防型通所介護事業所 ら・千年デイサービスセンター 〒890-0001 千年二丁目11-21 220-7535

西伊敷 予防型通所介護事業所 輝穏デイサービス 〒890-0002 西伊敷一丁目3-1 295-0693

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスウェルカム 〒890-0002 西伊敷一丁目15-21 248-9215

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスウェルカムデイズ 〒890-0002 西伊敷一丁目28-3 295-0525

西伊敷 予防型通所介護事業所 リハビリ特化型デイサービスたいそう 〒890-0002 西伊敷四丁目6-1 218-4568

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスおじゃったもんせ伊敷 〒890-0008 伊敷一丁目23-30福田ビル１階 228-7766
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西伊敷 予防型通所介護事業所 ナカノデイサービス 〒890-0008 伊敷三丁目14-8 228-2888

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスみどりのお家伊敷台 〒890-0008 伊敷三丁目25-20 218-2301

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターゆりかご 〒890-0008 伊敷五丁目17-1 229-2755

西伊敷 予防型通所介護事業所 武岡台デイサービスセンター 〒890-0022 小野町2427-2 283-6880

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスひだまり 〒891-1202 西伊敷六丁目10-4 248-7797

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービス道しるべ西伊敷 〒891-1202 西伊敷七丁目10-2 800-8120

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターひまわり園 〒891-1205 犬迫町5407-2 238-5741

西伊敷 予防型通所介護事業所 くすの木デイサービスセンター 〒891-1205 犬迫町7771 245-4321

西伊敷 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター花野光ヶ丘 〒891-1206 皆与志町607 800-1370

西伊敷 予防型通所介護事業所 泰山荘デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5577

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターあいせ 〒890-0005 下伊敷一丁目3-13 208-4800

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービスひなたの家 〒890-0006 若葉町5-1 295-3031

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービス元気庵錬 〒890-0007 伊敷台七丁目27-26 248-8400

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービスよかなぁ七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 228-2729

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービスきぼうの里 〒892-0811 玉里団地二丁目5-1 813-7155

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービス太陽 〒892-0862 坂元町20-13 828-8405

伊敷台 予防型通所介護事業所 デイサービストマト 〒892-0863 西坂元町12-12プレジャーコートA1階 210-7080

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターとらすと 〒892-0801 稲荷町9-24 296-9630

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターしおり 〒892-0802 清水町10-7 248-7961

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター白銀 〒892-0802 清水町14-20 247-5002

上町 予防型通所介護事業所 リハビリ特化型デイサービスムーブメントプロ清水 〒892-0802 清水町15-22 295-6275

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスゆあ 〒892-0802 清水町17-10 248-5712

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター白銀の里 〒892-0804 春日町14-5 295-6120

上町 予防型通所介護事業所 スター倶楽部 〒892-0806 池之上町6-15税所ビル1階 248-9231

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスにじの街 〒892-0806 池之上町9-14 247-1316

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスおじゃったもんせ 〒892-0817 小川町11-8 248-9512

上町 予防型通所介護事業所 デイサービス楓 〒892-0817 小川町22-15 223-1118

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスクロス 〒892-0819 柳町6-2プレジデント柳町1階 248-6006

上町 予防型通所介護事業所 デイサービス架け橋 〒892-0824 堀江町3-3(ウェルネスじあいビル5階) 219-3853

上町 予防型通所介護事業所 しあわせの杜・ケアレジデンス風の街 〒892-0824 堀江町6-3 248-8112

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスえびす 〒892-0825 大黒町1-8 805-0147

上町 予防型通所介護事業所 城山苑デイサービスセンター 〒892-0854 ⾧田町32-1 219-6032

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスエデンの丘 〒892-0862 坂元町161-4 247-8500

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターさかもと園 〒892-0862 坂元町502 248-5101

上町 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター湯の里 〒892-0862 坂元町1087-1 210-7435

上町 予防型通所介護事業所 三船園デイサービスセンター 〒892-0871 吉野町10005-4 247-6470

吉田 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターとき 〒891-1301 西佐多町164-1 295-1511

吉田 予防型通所介護事業所 寿康園通所介護事業所 〒891-1304 本名町234 294-2195

吉田 予防型通所介護事業所 民家型デイサービス大地 〒891-1304 本名町844-2 331-0222

吉田 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター本名の郷 〒891-1304 本名町1083-2 294-3434

吉田 予防型通所介護事業所 ヒューマンヒルズたなか 〒891-1305 宮之浦町938-1 293-7210

吉田 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター夢楽 〒891-1305 宮之浦町1614-2 293-7632

吉田 予防型通所介護事業所 デイサービスむれがおかⅠ番館 〒891-1306 牟礼岡三丁目2-13 246-0661

郡山 予防型通所介護事業所 愛泉園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-1102 東俣町127-1 298-8331

郡山 予防型通所介護事業所 ほたるの家デイサービスセンター 〒891-1104 油須木町5 298-2816

郡山 予防型通所介護事業所 ほたるの里デイサービスセンター 〒891-1104 油須木町21-1 298-2662

郡山 予防型通所介護事業所 デイサービス悠暮里 〒891-1105 郡山町68 245-6033

郡山 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター蘭 〒891-1105 郡山町1455 210-7722

吉野 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションオアシスケア吉野 〒892-0871 吉野町8859-2 246-3407

吉野 予防型訪問介護事業所 睦園訪問介護事業所 〒892-0871 吉野町6077-56 244-8845

吉野 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションさくらんぼ 〒892-0873 下田町1759 244-8351

吉野 予防型訪問介護事業所 元気サポート花花 〒892-0874 緑ヶ丘町7-8 244-9333

吉野 予防型訪問介護事業所 むぎのめケアステーション 〒892-0875 川上町1862-1 244-7995

吉野 予防型訪問介護事業所 介護センター悠悠 〒892-0877 吉野二丁目12-12 814-2025

吉野 予防型訪問介護事業所 介護支援センター愛 〒892-0877 吉野二丁目13-13 243-1766

吉野 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションよしの 〒892-0877 吉野二丁目17-15 243-7711

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ら・千年ヘルパーステーション 〒890-0001 千年二丁目11-21 220-7535

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション あじさい  〒890-0008 伊敷一丁目13番15号     229-5399

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ふくしサービスセンターげんきママ 〒890-0008 伊敷三丁目25-20 218-8370

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションひまわり園 〒890-0008 伊敷五丁目4-17 295-0796

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションゆりかご 〒890-0008 伊敷五丁目18-1 229-0180

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションいしきの杜  〒890-0008 伊敷七丁目13-23 228-7447

西伊敷 予防型訪問介護事業所 ホームヘルプステーション高喜苑 〒890-0022 小野町2427-2 283-9875

西伊敷 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーション空 〒891-1202 西伊敷五丁目10-8 220-4392
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西伊敷 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションサポート 〒891-1205 犬迫町6017-2 238-0701

西伊敷 予防型訪問介護事業所 泰山荘訪問介護 〒891-1206 皆与志町2261-1 238-5855

伊敷台 予防型訪問介護事業所 訪問介護おとなりさん 〒890-0005 下伊敷一丁目31-1 295-6813

伊敷台 予防型訪問介護事業所 ホームヘルプサービス小山田 〒890-0005 下伊敷三丁目17-2 295-6680

伊敷台 予防型訪問介護事業所 介護サービス２４・ほっとステーション愛 〒890-0011 玉里団地一丁目6-3 229-5877

伊敷台 予防型訪問介護事業所 げんき介護鹿児島 〒890-0021 小野一丁目11-29 218-3110

伊敷台 予防型訪問介護事業所 介護支援センターヘルパーステーションちょう家 〒892-0862 坂元町20-13 248-6438

伊敷台 予防型訪問介護事業所 訪問介護プレジャー 〒892-0863 西坂元町12-22 210-7080

上町 予防型訪問介護事業所 訪問介護ゆあ 〒892-0802 清水町17-10 248-5712

上町 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーション白銀 〒892-0804 春日町13-16 247-5002

上町 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションかんまち 〒892-0805 大竜町7-3 248-7167

上町 予防型訪問介護事業所 福祉生活協同組合むぎのめ 訪問介護ステーション 〒892-0806 池之上町6-21 295-6200

上町 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションサザン 〒892-0806 池之上町9-14 248-5375

上町 予防型訪問介護事業所 訪問介護グリーンライフ 〒892-0815 易居町1-2ソーホーかごしま８号 225-6018

上町 予防型訪問介護事業所 とどけあ鹿児島 〒892-0824 堀江町2-10ドクタープレミアムBLD5階 224-5130

上町 予防型訪問介護事業所 城山苑ホームヘルプサービス 〒892-0854 ⾧田町32-1 226-7732

上町 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションはれ 〒892-0861 東坂元二丁目47-18 295-4207

吉田 予防型訪問介護事業所 寿康園指定訪問介護事業所 〒891-1304 本名町234 800-6365

吉田 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションゆうばえ 〒891-1304 本名町470 246-9666

郡山 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーション愛の泉 〒891-1102 東俣町127-1 298-8336

郡山 予防型訪問介護事業所 特定非営利活動法人ほたるの里ヘルパーステーション郡山 〒891-1104 油須木町21-1 298-2337

郡山 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション蘭 〒891-1105 郡山町1455 210-7722
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