
事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 休　業

休業日

緊急時の対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

　　居宅介護支援事業所

4373100694

　に対応いたします。また、サービスの選択においては公平中立な立場をとり、情報を提供し、在宅での生活

更新日：2018.9.28

　当事業所は、定休日でも緊急時には施設より連絡を受け対応できるようにしています。たとえ担当ケアマ

住所

土曜、日曜、祝日、年末年始休業：12月31日～1月3日

中村　奈美

42-6400

42-6554

営業時間

あずみ野居宅介護支援事業所　

〒868-0501

多良木町多良木257-1

多良木町

42-6400に連絡お願いします。

　ネが不在の場合でも、他のケアマネが対応し、ご本人やご家族の相談を受け、専門家として迅速かつ丁寧

　を出来るだけ楽しく穏やかに営まれることを目標にしています。



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜・祝日

8：00～17：00 8：00～17：00 8：00～17：00 8：00～17：00 8：00～17：00 8：00～17：00

休業日

緊急時の対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0501 42-2020

多良木町多良木895番地6 42-2030

　　居宅介護支援事業所
更新日：2018.9.3

居宅介護支援事業所なごみ苑 岩野　裕恵

4373101205

　　　　　　送れることを目標に支援します。

営業時間

日曜、年末年始休業：12月31日～1月3日

　

多良木町・湯前町・水上村・あさぎり町

　　　　　　利用者や家族の要望等の声をしっかり把握し、その能力に応じて在宅で自立した生活が



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～12：00

休業日

緊急時の対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0501 42-6383

多良木町多良木3051番地 42-4677

　　居宅介護支援事業所
更新日：2018.9.3

球磨郡医師会居宅介護支援事業所やまびこ 尾方　明子

4373100520

（　営業時間外は携帯へ連絡下さい。　）

営業時間

日曜、祝日、年末年始休業：12月29日～1月3日

緊急電話　090-3074-4293　にて対応し、必要に応じて訪問することもある。

多良木町・湯前町・水上村・あさぎり町

訪問看護との連携がとりやすく、看護の視点を持ったケアプラン作成が可能。



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8：30～17：15 8：30～17：15 8：30～17：15 8：30～17：15 8：30～17：15 休　業

休業日

緊急時の対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0501 42-5288

多良木町大字多良木4210番地 42-6670

　　居宅介護支援事業所
更新日：2018.9.3

公立多良木病院企業団居宅介護支援事業所　 西　ひろみ

4373100702

　　　　　　　お手伝いをさせていただきます。

営業時間

土曜、日曜、祝日、年末年始休業：12月29日～1月3日

緊急時の対応　42-5288、090-5928-4239まで

球磨郡・人吉市

　　　　　　　ご利用者様のご希望に沿ったサービスの提案と計画を心掛け、安心してくらしていただけるよう、



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 休　業

休業日

緊急時の対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0501 42-1112

多良木町大字多良木1571番地1 42-1113

　　居宅介護支援事業所
更新日：2018.9.3

多良木町居宅介護支援事業所　 藏座　範枝

4373100330

営業時間

土曜、日曜、祝日、年末年始休業：12月29日～1月3日

緊急の際は、自動転送により２４時間電話対応　　　　42-1112

多良木町

　　　利用者の立場に立って、利用者が適切なサービスを選択医できるような情報提供を心がけています。



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30

休業日

緊急時の対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0502 35-6881

多良木町大字黒肥地2038番地3 42-2607

　　居宅介護支援事業所
更新日：2018.9.3

居宅介護支援事業所　きずな 吉田　孝子

4373101437

　　　　　　　　囲い込みにならないように配慮する。

営業時間

土曜、日曜、祝祭日、年末年始休業：12月29日～1月3日

35-6880　（サービス付高齢者向け住宅　きずな）　に連絡して下さい。

球磨郡・人吉市

　　2016.12.1　事業開始

　　　　　　　　自立支援を目標にケアプランを作成している。



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8：00～18：00 8：00～18：00 8：00～18：00 8：00～18：00 8：00～18：00 8：00～18：00

休業日

休業日や夜間の緊急対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0502 42-2565

多良木町黒肥地2038-3 42-2607

　　福祉用具貸与・販売事業所
更新日：2018.9.7

池田メディカル 池田　裕紀

4373100991

　・依頼後出来る限りすぐの対応を心がけています。

　・自宅へ訪問し、ご利用者の心身、生活の状況、設置場所を確認し、専門的知識に基づいて

　ご相談に応じています。

営業時間

日曜日・祝日

休業日でもお電話いただければ対応させていただきます。

球磨郡・人吉市

利用される方の条件等



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00

休業日

休業日や夜間の緊急対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0501 42-3481

多良木町大字多良木1029番地5 42-7081

　　福祉用具貸与・販売事業所
更新日：2018.10.19

株式会社　心優 北崎　小夜子

4373101189

　　　　私たちは、高齢者とそのご家族の「心」に届く最適なサービスを提供し、ゆとりと「優」しい笑顔の

　　　　ある暮らしの実現をお手伝いします。

営業時間

日曜、祝日

休業日も可能な限り対応します。お電話は24時間受け付けています。

球磨郡、人吉市、椎葉村、西米良村

利用される方の条件等



事業所名 管理者名

事業所番号

TEL

FAX

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00

休業日

休業日や夜間の緊急対応

サービス提供地域

事業所の特色及び

他職種の方への要望

住所

〒868-0501 42-2455

多良木町多良木566 42-2079

　　福祉用具貸与・販売事業所
更新日：2018.9.3

株式会社　西金物店　「泰西」 西山　照子

4373100827

　　　　利用者の方の状態・環境に合わせた、最適な用具を選定し、提供する。

　　　　安全な暮らしをサポートし、笑顔がたやさないように、その努力は惜しみません。

営業時間

　　　　土曜、日曜、祝日、盆休：8月14日～8月16日、年末年始：1月1日～1月4日

時間外での営業あり

球磨郡、人吉市

利用される方の条件等


