
介護サービス空き情報等提供表 令和3年 10月

区分 事業所名 電話番号 定員 空情報
待機
者数

備考

すずらんの里指定居宅介護支援事業所 ２３－０１５５ 105 空きあり

はやひと居宅介護支援事業所 ２２－０００２ 54 空きあり 要調整

整形外科  松元病院 ２３－５７７５ 60 空きあり

在宅介護支援センターレインボー ２６－２２５８ 55 空きあり 要調整

菱刈中央医院　指定居宅介護支援事業所　 080-8378-9374 35 空き無し

伊佐市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 ２４－１３３３ 85 空きあり

伊佐ガーデン歩　居宅介護事業所 ２８－１３１３ 35 空きあり

居宅介護事業所おうち生活応援団　伊佐事業所 080-1772-5348 45 空きあり

ケアプラン悠々 ２２－５９２６ 60 空きあり

すずらんの里訪問介護事業所 ２３－０１３３ 空き無し 要相談

ヘルパーステーション　　秋津 ２２－６８１３  空きあり 要調整

有限会社ｹｱﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ原山 ２２－２７５６ 無 空き無し 日程時間要調整

伊佐市社会福祉協議会菱刈訪問介護事業所 ２９－５２７７ 80 空き無し 曜日・時間要調整

JA北さつま訪問介護　サテライトいさ ２２－２１７１ 空き無し 2月末廃止

訪問介護事業所　まんまる ２８—１０８８ 空き無し

ヘルパーステーション　　あゆみ ２８－１３１３ 空きあり

訪問看護ステーション　とどろ ２３－０２２７ 空きあり 要相談

訪問看護ステーション　おうち生活応援団　伊佐事業所 090-7396-3080 空きあり

訪問看護ステーション　結愛（ゆめ） 080-8384-2712 空きあり

訪問看護ステーション　あゆみ ２８－１３１３ 空きあり

坂元内科（訪問） ２６－０１７８ 3 空きあり 曜日　要調整

菱刈中央医院 ２６－０１４０ 空きあり

水間病院（訪問） ２６－１２１１ 5 空きあり（若干名）

松元病院 ２２－１１０１ 空きあり 要相談

はやひと　訪問リハビリテーション ２２－８０００ 空きあり 調整必要

通所介護
（デイサービス）

星空の里共生型通所介護事業所 ２４－２５１１ 60 空きあり 要相談

デイサービスセンターめぐみ ２５－２３２３ 18 空きあり

デイサービスセンター星のふる里 ２６－２０２７ 18 空きあり

ディサービス　さつま苑 ２５－２０３４ 18 空きあり 日程調整必要

地域密着型通所介護
（療養） 整形外科松元病院療養通所介護 ２２－１１０１ 3 空きあり 要相談

第1号通所事業 い～さろんまごし ２６－４３４３ 15 空きあり

大保・川添クリニック ２２－６０００ 20 空きあり

はやひと ２２－８０００ 20 空きあり 要調整

整形外科  松元病院 ２２－１１０１ 40 空きあり
要相談
直通電話番号　22-6929

大口温泉リハビリテ－ション病院 ２２－８８８８ 20 空きあり 要調整

坂元内科 ２６－０１７８ 29 空きあり 曜日　要調整

水間病院 ２６－１２１１ 30 空き無し

菱刈中央医院　通所リハビリテーション 080-8378-9374 20 空きあり
午前中リハビリのみ
短時間利用可能

訪問介護

居宅介護支
援事業所

訪問リハビリテー
ション

通所リハビリテー
ション（デイケア）

地域密着型通所
介護（デイサービ

ス）

訪問看護



区分 事業所名 電話番号 定員 空情報
待機
者数

備考

ことぶき園（短） ２２－２３３３ 18 要調整 要調整

千鳥園（短期） ２６－０３００ 要調整 空床利用の為

ガーデンハウス桜ヶ丘 ２２－５６７８ 10 空きあり 日程調整必要

短期入所療養介
護

はやひと ２２－８０００ 要調整 空床利用の為

ほっとスペースおおた ２３－５５５８ 29 空きあり 要相談

小規模多機能ホームよりあい処　いろり ２９－５２００ 29 空きあり（8） 2 要調整・要相談

小規模多機能ホーム　ひだまり ２６－１１３８ 25 空きあり

グループホーム鈴蘭 ２３―０１３９ 18 空き無し 14 伊佐市18人

グループホームつどい ２３―０８２０ 9 空きあり（1） 伊佐市　　9人

グループホームはやひと ２２－２３３３ 9 空き無し 伊佐市　　9人

大口めぐみの里 ２５－２３２３ 18 空き無し 5 伊佐市　18人

グループホームさつま苑 ２５－２０００ 18 空き無し 3 伊佐市　18人

慈和会グループホーム ２３－００２２ 18 空き無し 伊佐市　18人

グループホームせせらぎ ２４－１６８８ 9 空き無し 5 伊佐市　9人

ひだまりの家　こもれび ２６－１１３８ 9 空き無し 10 伊佐市　9人

グループホーム花水木 080-8358-7030 9 空き無し
伊佐市9名
１名待機者求む

グループホーム ガーデンハウス忠元 ２９－５００７ 18 空き無し 8 伊佐市　18人

認知症対応型
通所介護

グループホームさつま苑（通所） ２５－２０００ 3 - — 一時休止

地 域 密 着 型 介 護
老人福祉施設

特別養護老人ホームガーデンハウス桜ヶ丘 ２２－５６７８ 29 空きあり 伊佐市　29人

ことぶき園 ２２－２３３３ 130 空きあり 5 要調整

千鳥園 ２６－０３００ 80 空きあり（1） 10
伊佐市　76人
市外　　　3人

介護老人
保健施設

はやひと ２２－８０００ 150 空きあり 要調整

介護療養型医療施設 むらたクリニック ２２－７８８８ 2 0 令和３年８月休止

介護医療院 水間病院 ２６－１２１１ 38 空き無し

特定施設入居者
生活介護

啓明園 ２６－０３００ 空きあり（1） 2
伊佐市　24人
市外　　30人視聴覚障がい

重度認知症患者
デイケア

大口病院　デイケアむつみ ２２－０３３６ 25 空きあり
※医療保険適用
　大口病院の診断結果に基づく、
事前相談必要

情報収集提供（伊佐市医療介護連携会議・伊佐市介護保険担当課）

介護老人
福祉施設

認知症対応型
共同生活介護

短期入所
生活介護

小規模多機能型
居宅介護


