
一般社団法人諫早医師会

諫早市在宅医療・介護連携支援センター



№ 圏域 事業所名 事業主体（法人等）名 所在地 電話番号

1
中
央
部

小規模多機能型居宅介護　よんしゃい 社会福祉法人　福翠会 諫早市福田町３２番２号 22-3202

2 小規模多機能型居宅介護事業所　きらら 社会福祉法人　真和会 諫早市本野町２ー１ 25-3800

3 小規模多機能型居宅介護施設　おおいし おおいし有限会社 諫早市真崎町1738番地1 49-8731

4 小規模多機能　たらみ 有限会社　ムツミサプライ 諫早市多良見町化屋1234 47-6643

5 小規模多機能　けやき 社会福祉法人　真津山福祉会 諫早市貝津町2662番地2 25-5670

6
南
部

小規模多機能型居宅介護事業所

　　　　　　　　「きぼうの森」
一般社団法人　中央福祉会 諫早市小川町331番地 47-8951

7 ゆたか荘　サンホーム 社会福祉法人　清和福祉会 諫早市長田町2781番地１ 23-9680

8 小規模多機能型居宅介護事業　小長井 社会福祉法人　善友会
諫早市小長井町小川原浦

　　　　　1215-1
34-2510

令和4年10月1日現在

県長寿社会課「高齢者施設・介護事業所等に関する情報」より

東部

西
部

北
部

小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても、

在宅での生活が継続できるように支援する、小規模な居住系

サービスの施設です。

デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ、

在宅での生活の支援や機能訓練を行うサービスです。

詳しくは、各事業所にお尋ねください。

https://kakehashi-isahaya.com/zaitaku-kaigo-service/googlemap023/
solution
新規スタンプ



№１

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ３００円 昼　食 ４５０円 夕　食 ５５０円 宿泊費

２９人 個　室 ９室

№２

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ３５０円 昼　食 ４５０円 夕　食 ５００円 宿泊費

２９人 個　室 ９室

運営方針や
事業所のPRポイント

　・利用者に寄り添いながら、人格を尊重し可能な限り住み慣れた地域で、自立した生活を営む
　　ことが出来るよう支援していきます。

サービスの特色
　　ご本人の状況やご家族の介護負担等、総合的なニーズへ臨機応変に対応できるよう努めて
　　おります。

利　用　条　件
　個別に相談に応じます。

食　　　費 １，０００円/1泊

登　録　定　員 協力医療機関名 宮崎病院

管　理　者　名 中村　守男 サービス提供地域 諫早市内

サービス提供時間 通い　９時００分～１６時００分 訪問　８時３０分～１７時３０分 宿泊　１６時００分～９時００分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 　　　　　　　円/１泊

運営方針や
事業所のPRポイント

　食事やおやつは手作りで行っており、おいしいと評判です。敬老会やクリスマス会・年始会など、
　各行事ごとの食事もご馳走を用意しております。
　台風や大雨等の災害時に、特に一人暮らしの方は、家族と連絡を取り早めの避難誘導を行って
　います。

小規模多機能型居宅介護事業所（北部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名
小規模多機能型居宅介護事業所

　きらら
社会福祉法人　真和会

所　在　地
〒854-0093
諫早市本野町２－１

２５－３８００ ２５－５７００

サービスの特色
　病院への定期受診や緊急時の対応等を行い、本人様が安心して自宅で暮らせるように
支援しています。

利　用　条　件
要支援１～要介護者５の方まで利用できます。
利用日当日のキャンセルは、朝9時までに連絡をお願いします。

食　　　費 １，１５０円/1泊

登　録　定　員 協力医療機関名 いかり内科クリック

管　理　者　名 杉野　大寿 サービス提供地域 旧諫早市

サービス提供時間 通い　８時００分～１８時００分 訪問　８時３０分～１７時３０分 宿泊　１８時００分～８時００分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 　　　　　　　円/１泊

所　在　地
〒854-0001
諫早市福田町３２番２号

２２ー３２０２ ２２－３２０５

小規模多機能型居宅介護事業所（中央部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名
小規模多機能型居宅介護

よんしゃい
社会福祉法人　福翠会

solution
新規スタンプ



№３

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ３００円 昼　食 ４００円 夕　食 ３００円 宿泊費

２８人 個　室 ９室

№４

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ２００円 昼　食 ５００円 夕　食 ５００円 宿泊費

２９人 個　室 ９室

所　在　地
〒８５４ー００８４
諫早市真崎町１７３８番地１

４９－８７３１ ４９－８７３２

管　理　者　名 𠮷田　清美 サービス提供地域 　諫早市

小規模多機能型居宅介護事業所（北部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名
小規模多機能居宅介護施設

　おおいし
おおいし有限会社

サービスの特色
　利用者のかかりつけ病院等への定期受診には、送迎できます

利　用　条　件

食　　　費 １，１００円/1泊

サービス提供時間 通い　９時００分～１６時００分 訪問　１３時００分～１６時００分 宿泊　１６時００分～９時００分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 　　　　　　　円/１泊

小規模多機能型居宅介護事業所（西部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名 小規模多機能　たらみ 有限会社　ムツミサプライ

登　録　定　員 協力医療機関名 諫早そよかぜクリニック

運営方針や
事業所のPRポイント

　利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上を目指します

サービス提供時間 通い　９時００分～１８時００分 訪問　　　２４時間 宿泊　１８時００分～９時００分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 　　　　円/１泊

所　在　地
〒859-0401
諫早市多良見町化屋１２３４

４７－６６４３ ４３－６８５６

管　理　者　名 松本　晋 サービス提供地域 多良見町、久山町、貝津町

登　録　定　員 協力医療機関名 慈恵病院

運営方針や
事業所のPRポイント

　住み慣れた地域での生活が継続できるよう「通い」「訪問」「泊り」をご利用者様の
　状況や希望に合わせて、柔軟に組み合わせたサービスを提供していきます。

サービスの特色
　協力医療機関への定期受診送迎を行っています
　通所の体験利用を受け付けています

利　用　条　件
　・医療行為が必要な方はご相談下さい。

食　　　費 　１，８５０円/1泊

solution
新規スタンプ



№５

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ３１０円 昼　食 ４６０円 夕　食 ５１０円 宿泊費

２５人 個　室 ９室

№６

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ４００円 昼　食 ５００円 夕　食 ６００円 宿泊費

２９人 個　室 ９室

所　在　地
〒854-0063
諫早市貝津町２６６２番地2

２５－５６７０ ２５－５３７０

管　理　者　名 森田　隆一 サービス提供地域 諫早市

小規模多機能型居宅介護事業所（西部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名 小規模多機能　けやき 社会福祉法人　真津山福祉会

サービスの特色
　定期健診・透析の送迎、買物・掃除の支援、訪問は24時間体制で行います

利　用　条　件
　感染症の方は利用できません

食　　　費 ２，６００円/1泊

サービス提供時間 通い　６時００分～21時００分 訪問　　　　２４時間 宿泊　２１時００分～６時００分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 　　　　　　　０円/１泊

小規模多機能型居宅介護事業所（南部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名
小規模多機能型居宅介護事業所

「きぼうの森」
一般社団法人　中央福祉会

登　録　定　員 協力医療機関名 髙原循環器内科

運営方針や
事業所のPRポイント

　個人が自分らしく生活できる場所・介護の提供
　隣接する学童保育やご近所との交流（コロナのため中止中）

サービス提供時間 通い　午前９時～午後４時 訪問　　　　２４時間 宿泊　午後４時～午前９時

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 １，０００円/１泊

所　在　地
〒854-0053
諫早市小川町３３１番地

４７－８９５１ ４７－８９５２

管　理　者　名 峯　君子 サービス提供地域 諫早市全域

登　録　定　員 協力医療機関名 森眼科内科医院

運営方針や
事業所のPRポイント

　

　通いを中心として要介護者様の状態や希望に応じて訪問や宿泊を組み合わせ、居宅における生
活の継続を支援するよう努めています。

サービスの特色
　ゆっくりと時間を過ごしていただく中にいつも利用者様と職員の笑い声が飛び交っています。
　医療機関や嘱託医と連携を図り透析患者の方の体調管理に努めています。

利　用　条　件
　利用日に欠席する場合は、前日もしくは当日午前８時３０分までに事業所へ連絡していただくこと。
　他の利用者の方に迷惑となる行為等が見られた場合、利用の中止をしていただくことがある。

食　　　費 １，０００円/１泊

solution
新規スタンプ



№７

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 ３００円 昼　食 ５００円 夕　食 ５００円 宿泊費

２９人 個　室 ９室

№８

運営主体

電話 FAX

有・無 有・無 有・無

朝　食 236円 昼　食 432円 夕　食 432円 宿泊費

２９人 個　室 ９室

所　在　地
〒859-0301
諫早市長田町２７８１番地１

２３－９６８０ ２３－９６３７

管　理　者　名 里　　安子 サービス提供地域 諫早市内全域

小規模多機能型居宅介護事業所（東部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名 ゆたか荘　サンホーム 社会福祉法人　清和福祉会

サービスの特色

　・透析の送迎を行っている　　　・理学療法士による専門的なリハ支援を行っている
　・利用者のニーズ、ADLに沿った環境整備を行い支援している
　・移動図書館が施設まで来て利用中に本を借りることができる
　・畑や花壇で野菜や植物を育てている

利　用　条　件 　特になし

食　　　費 １，０００円/1泊

サービス提供時間 通い　８時３０分～１９時００分 訪問　　　２４時間 宿泊　１９時００分～８時３０分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 ２，３００円/１泊・3食

小規模多機能型居宅介護事業所（東部） 令和４年１０月現在

事 業 所 名
 小規模多機能型居宅介護事業

　小長井
社会福祉法人　善友会

登　録　定　員 協力医療機関名

運営方針や
事業所のPRポイント

　同一敷地内に複数の施設があり、また法人内の他の施設【特養】とも協力体制を取りながら、利
用者のサービス向上に努めています。
　当事業所は、ご自宅での生活を念頭に置き、在宅生活を継続するための支援を行っています。
介護の魅力伝道師、認知症介護指導者がいます。
　２階からの景色が絶景です。

サービス提供時間 通い　９時００分～１８時００分 訪問　９時００分～１８時００分 宿泊　１８時００分～８時００分

送迎の有無
短期利用

居宅介護の提供
宿泊体験の有無 　　　　　　　円/１泊

所　在　地
〒859-0165
小長井町小川原浦１２１５－１

３４－２５１０ ３４－２５１１

管　理　者　名 矢竹　優太 サービス提供地域 諫早市内

登　録　定　員 協力医療機関名 山崎病院

運営方針や
事業所のPRポイント

　緑に囲まれ、目の前には有明海・雲仙普賢岳を一望でき、とても景色が良い場所です。
　法人内で複数の事業所があるため、状態に合わせその後のフォローアップ体制も大丈夫です。

サービスの特色
　町内であれば、受診同行送迎を行っています。

利　用　条　件

食　　　費 １，０００円/1泊

solution
新規スタンプ




