
法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 食費 特別食対応

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 ４０人 人 入浴(頻度等)

【サービスの種類：生活介護】

社会福祉法人 大一会

平成3年5月13日

障害者支援施設 星空の里

平成11年4月1日

０９９５－２４－２５１１

０９９５－２４－２５１４

有馬 修美

鬼塚 ゆかり

伊佐市大口宮人４６３番地３３

hoshizora@po.minc.ne.jp ホームページ https://www.daiichikai.or.jp/

日曜日及び12/29から1/3を除く毎日 8：30 ～ 17：30

社会福祉士・介護福祉士・看護師・歯科衛生士・栄養士

有・無・要相談 伊佐市・湧水町

600円/回 有・無・要相談

（その他費用負担） 入浴サービスに係る光熱水費 500円/1回  

身体障害者・知的障害者・精神障害者

利用者数 毎日 （ご利用日）

主なサービス提供内容(活動、作業等) サービス提供時間 9：00～16：00 (昼休み 13：00～14：00）

【 日中活動 】

【 入浴・日中活動 について・・・】

事業所PR 事業所アクセス (曽木の滝公園より車で3分)

P1

サービス

利用に際しての留意事項
    ・宗教活動    ・営利を目的とした勧誘    
    ・暴力行為    ・他のご利用者等に迷惑を及ぼす行為

・相談及び援助  ・介護  ・健康管理
・日中活動の支援 ・服薬管理
・創作的活動   ・リハビリテーション  

「介護保険」と「障害福祉」両方の制度のご利用者が，一緒に楽しめ
ることを大切にしています。レクリエーションでの『壁面製作』『逃
げた動物を探せ』『アイスデコレーション』，敬老会でのお祝いを兼
ねた『駄菓子屋さん』『昭和写真館』，クリスマス会での『くじ引き
プレゼント』『ビンゴ大会』など，ご利用者の「やりたい。」という
声を基に企画，提供し，ご利用者からも好評を得ています。 

ご利用者一人ひとりの想いを大切にし，ここで
の暮らしがより一層満足度の高い時間となるよ
う，援助実践しています。

事業所写真

「介護保険」と「障害福祉」両方の制度のご利用者が同じ
空間で，家族のような雰囲気の中でご一緒に過ごされ，ご
利用される方々が１日楽しい時間を過ごして頂けますよう
取り組んでおります。また，私たちは『対人援助論におけ
る援助』を共通概念とし，ご利用者の障がいの進行によ
り，重度の障害を抱えたとしても，安心して暮らすこと，
最期の最期まで，その人らしい暮らしを継続できる援助を
目指し，実践しております。

mailto:hoshizora@po.minc.ne.jp
https://www.daiichikai.or.jp/


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 食費 特別食対応

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 40人 人 入浴(頻度等)

【サービスの種類：生活介護】

社会福祉法人大一会

平成3年5月8日

障害者支援施設 大口園

平成4年4月1日

0995-23-0143

0995-23-0144

宮田 道明

帖佐 潤一

伊佐市大口宮人463番地30

ookuchien@po.minc.ne.jp ホームページ https://www.daiichikai.or.jp/

月・火・水・木・金・土・日 なし 9:00～16：00

有・無・要相談 伊佐市周辺

270円/回 有・無・要相談

その他費用負担 入浴料400円

知的障がい者/精神障がい者/身体障がい者（18歳未満を除く）

利用者数 毎日

主なサービス提供内容(活動、作業等) サービス提供時間 9：00∼16:00

事業所PR 県立北薩病院より車で3分、曽木の滝公園より車で3分

P2

サービス

利用に際しての留意事項 ご利用前の施設見学等につきましては、事前にご相談ください。

事業所写真

●ご利用者の意向に添った援助
●ユニット行事や施設行事への参加
●一部軽作業あり、ご希望に応じて作業して頂きます。

非日常的なイベントとして、四季の行事を中心に、
日常的なイベントはユニット行事として実施し、
その中に参加して頂いています。
年齢的にも障がい特性的にも配慮しながら、日常
的な暮らしの充実を重点的に行うようにしています。

mailto:ookuchien@po.minc.ne.jp
https://www.daiichikai.or.jp/


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 給食費

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 １０人 ７人

【サービスの種類：生活介護事業】

一般社団法人 治

平成30年12月27日

彩

令和1年10月1日

０９９５－２８－８１８１

０９９５－２８－８１８１

竹内 祐治

塩屋 さとみ

伊佐市大口里３１１６番地４

haruisa@haru.or.jp ホームページ https:/www.haru.or.jp

月・火・水・木・金・土（不定期） 日曜日 8：30～17：30

サービス管理責任者・正看護師・生活支援員・調理員

有・無・要相談 伊佐市・湧水町・さつま町

５００円/回 特別食対応 有・無・要相談

その他費用負担

知的障がい・身体障がい・精神障がい

利用者数 入浴(頻度) 毎日

主なサービス提供内容(訓練または作業) サービス提供時間 9：30～15：40 (昼休み)12：00～13：00

事業所PR 事業所アクセス

P3

サービス

利用に際しての留意事項 見学はいつでも自由ですが、事前にご連絡下さればスムーズです。

事業所写真

◆送迎                                                  
◆日中活動支援                                              
◆入浴支援                                                
◆食事支援                                                
◆個別活動支援

当事業所では、お一人お一人の個性に合わせ『個別支援』
に力を入れております。そのため、活動内容がそれぞれに
より異なるためご家族が、その日何をして過ごされたのか
知っていただけるよう連絡帳にも力を入れております。ま
た、活動につきましては、SNSで発信中です。

◆伊佐・湧水警察署前です。

インスタグラム

mailto:haruisa@haru.or.jp


法人名

設立年月日

事業所名

開設年月日

電話番号

FAX番号

管理者名

担当者名

所在地

アドレス

開所日 休業日 開所時間

専門職配置

送迎 送迎範囲 freeWi-Fi 有・無

給食 有・無 食費 特別食対応

費用負担

主たる対象

事業所状況 定員 ２０人 １１人 入浴(頻度等)

【サービスの種類：生活介護】

 社会福祉法人ひまわり福祉会

 2002/4/1

 はぴねす

 平成２９年4月

 0995-25-2588

 0995-25-2587

 冨永あつ子

 冨永雅代

 鹿児島県伊佐市大口曽木２０９９－ ２５

hapinesu2099@po5.synapse.ne.jp ホームページ https://www.sun-look-flower.or.jp

当該月の日数から８日を控除した日数/月 日・祝日 8：30～17：30

 管理者・サービス管理責任者・介護福祉士・看護師

有・無・要相談 伊佐市周辺

３５０円/回 有・無・要相談

 その他費用負担

 知的障害者

利用者数 月～金（それぞれで対応しています）

利用に際しての留意事項 自由に見学にいらしてください。その際は、事前にご連絡を下さい。

主なサービス提供内容(活動、作業等) サービス提供時間 9：30～15：30

事業所PR 県立北薩病院より車で3分、曽木の滝公園より車で3分

P4

サービス

事業所写真

【活動内容】
＊日常生活の支援･･･バイタルチェック、
         入浴、排泄及び食事の介助
＊嘱託医の往診（月１回）
＊創作活動
＊文化活動（月１回）･･･音楽活動、習字
＊ふれあい講座（月１回）･･･レクダンス、絵手紙
              パンフラワーなど
＊生産活動･･･公園清掃、アルミ缶回収、畑活動
＊レクレーション、外出活動、クッキングなど
＊健康管理･･･健康体操、ウォーキング
＊ボランティア活動･･･ペットボトル回収
＊地域行事への参加、地域の方々との交流

【法人理念】

「明るく・楽しく・こころ豊かに　

　　～相手の立場に立って考え行動する～」

個人の思いや願いを重視し、生きる喜びや生活意欲を

目指し、自立した日常生活又は社会生活を営める事を

目指して活動していきます。

※ご自宅まで送迎します。

mailto:hapinesu2099@po5.synapse.ne.jp
https://www.sun-look-flower.or.jp/

