
付与するポイント

３ポイント

１ポイント

３ポイント

２ポイント

５ポイント

スタンプの数

１０～１９個

２０～２９個

３０～３９個

４０～４９個

５０個以上

健康診査の受診

※毎年９月は強化月間となり，ポイントが２倍になります。
　　　（各種健診・人間ドックを除く）

現金５,０００円又は５,０００円相当の品物

転換交付金等

１,０００円相当の品物

２,０００円相当の品物

現金４,０００円又は４,０００円相当の品物

現金３,０００円又は３,０００円相当の品物

人間ドックの受診

各種がん検診（１項目ごとに）

介護予防教室や講演会

活動内容

ボランティア活動

高齢者元気度アップポイント事業

ポイント対象事業一覧
（令和２年１２月末現在）

最新の情報につきましては下記までお問合せ下さい。

また，施設への斡旋・連絡もいたします。ボランティアに関する相談・悩み事

など，お気軽にご相談ください。

【鹿屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター】
電話：０９９４－４４－２２４４ ＦＡＸ：０９９４－４４－７７５７

高齢者元気度アップ・ポイント事業とは・・・？

鹿屋市に在住する満６５歳以上の方が登録できる制度で，健康づくりや社会参加活動等

に参加するとポイントが貯まり，現金や商品券等と交換できます。

★対象となる活動に参加すると右表のとおりポイントが付与

されます。ただし，各種健康診査やがん検診，人間ドックに

ついては健診当日にはポイントが付与されません。後日，市

社会福祉協議会又は市保健相談センターの窓口にて付与

いたしますので，診断結果表や領収書など証明になるもの

を手帳と一緒にご持参ください。

★毎年４月に前年度の手帳を提出し，ポイントを交換します。

※年度ごとの処理になります。ポイントの繰越はできません

のでご了承ください。

※５，０００円が上限となります。

※介護保険料の未納・滞納がある方はポイントの交換が出

来ませんのでご了承ください。
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１．参加型ポイント対象一覧

●検診関係事業

NO. 項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

●各種教室・市民講座等

NO. 事業所

1

2

3

4

5

6

7

8
健康保険課

【問合せ先】31‐1162

9
鹿屋市消費生活センター

【問合せ先】31-1169

10

11

12

13

14

15
鹿屋地区

笑いヨガリーダー連絡会
【問合せ先】44-3172

16

17

18

19
陵幸園

【問合せ先】58-5900

20
慈恵園

【問合せ先】48-2800

21
朋愛会

【問合せ先】41-3340
体操指導等、介護予防教室健康教室

年１回実施。

年３回程度実施。

CKD（慢性腎臓病）講演会

事業・取組の名称

健康診査（特定健診，長寿健診，一般健診）

人間ドック

その他健診（病院健診，職場健診）

肺がん検診

胃がん検診

健康教室

健康教室

鹿屋市保健相談センターで実施。

各種健康教室や健康相談、健康情報の提供（参
加、体験するものに限る）。

かのやオレンジカフェ（認知症カフェ）

年３回程度実施。

てなんが講座（出張講座）

消費生活出前講座

体操指導等、介護予防教室

旧輝北クリニックで体操教室を実施。

鹿屋長寿園で体操教室を実施。

健康講話及び笑いヨガ実技体験
・各地区公民館講座、出前講座、いきいきサロン
・笑いヨガ体験会，笑いヨガリーダー養成講座　等

依頼に応じて７種類の出張講座を随時実施。

―

消費者トラブルの未然防止と対処法を出前講座と
して伝える。

備考

体操指導等、介護予防教室

備考

市内各所（鹿屋、吾平、串良、輝北）で月１回実
施。

高齢者の心身の機能や日常生活、社会活動への
参加を向上するため、リハビリ専門職を派遣。

高齢者に地域の福祉サービスや生きがいにつな
がる活動の周知、生活する上で注意することなど
の啓発等（参加、体験するものに限る）。

サロン等に専門の運動指導者を派遣。

・診断結果をポイント手帳と一緒に鹿屋市社会福
祉協議会の窓口に提示することでポイントがたま
ります。

・検診会場は地区や実施時期により異なります。
詳細は検診スケジュール一覧等で別途ご確認くだ
さい。

スポーツクラブ等の施設において実施。

子宮がん検診

腹部超音波検診

ダイエットマスター教室

運動サロン育成事業

健康増進課
【問合せ先】41-2110

一得！高齢者ねんりん生き活き週間

健康くらぶ

秋の健康まつり

健診等

大腸がん検診

乳がん検診

前立腺がん検診

事業・取組の名称

教室型介護予防教室

項目別検診

高齢福祉課
【問合せ先】31-1116

地域リハビリテーション活動支援事業

骨粗鬆症検診

鹿屋長寿園フィットネスクラブ

輝北地区　長寿園フィットネスクラブ

その他鹿屋市が実施する健康増進・介護予防に関する教室・研修・講演会等

笑いヨガ

地域包括支援センター
【問合せ先】45-6969

介護予防教室 講話・体操などを実施。

鹿屋長寿園
【問合せ先】43-2546

鹿屋長寿園　出前講座 健康教室・介護予防教室

ほっと会（介護家族の交流会）

来ませんのでご了承ください。
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NO. 事業所

22
生命の貯蓄体操鹿屋垂水準支部

【問合せ先】41-4434

23
生命の貯蓄体操肝属連絡所

【問合せ先】41-0374

24
（公社）日本３Ｂ体操協会

【問合せ先】090-5725-7833

25
鹿屋市歩こう会

【問合せ先】43-9457

26

27

28

29

30

31

32
大隅鹿屋病院

【問合せ先】40-1111

33
はるしま整形外科クリニック

【問合せ先】35-1118
（通所リハビリテーション　アダンの木）

34

池田病院
地域リハビリテーション広域支援セン

ター
【問合せ先】40-8758

35
ナーシングホーム　ひだまり

【問合せ先】41-1725

36
寿八丁目薬局

【問合せ先】40-9001
※おぐら病院横

37
デイサービスセンターまごころ

【問合せ先】31-7375

38

39

40

41

42

43
鹿屋市交通安全協会
【問合せ先】43-6973

―

社会福祉協議会
【問合せ先】44-2244

高齢期の健康課題である、ロコモティブシンドロー
ム、認知症予防を目的に、運動指導を行う。

温泉利用により、効果的な健康・体力づくりを推進
するため、個人のストレス状況、生活スタイル及び
健康度に応じた温泉利用メニューの提案を行う。

生活習慣病の予防・改善を目的に、３か月間、継
続的に食生活・運動・休養を取り入れた健康づくり
メニューを実践し、望ましい健康づくりスタイルの
定着を図る。

健康体操
・介護予防の講話
・介護予防体操
※高須町、浜田町

３Ｂ体操

―生命の貯蓄体操

生命の貯蓄体操

警察による交通安全指導

備考

生活習慣病の予防・改善を目的に、毎回テーマを
定めて疾病特有の栄養学的知識の普及と適切な
食生活指導や調理技術指導を行う。

鹿屋市民の健康づくりを目的に、毎回テーマを設
け、運動・栄養・休養に関する講話及び運動実践
を行う。

問診、身体計測、体力測定を実施し、各個人に応
じた健康づくりメニューの提案を行う。

健康づくり処方（体力測定）
　健康づくりコース・足腰元気コース

ウォーキング等による健康増進

事業・取組の名称

健康づくり栄養教室

美里吾平元気度アップ推進事業

鹿屋市わくわく元気塾

吾平郷中教育事業
・郷土伝統芸能伝承事業
・吾平史跡巡り事業
地域認知症対策事業
・認知症サポーター養成講座
・高齢者徘徊模擬訓練

健康づくりや地域づくりに関する講座やセミナーを
実施

体幹を鍛える体操の紹介

高齢者元気度アップ・ポイント事業研修会

各種ボランティア養成講座

医師による医療講演や看護師・コメディカルによる
健康教室

―

―

介護予防教室や講演会への参加

高齢者対象の交通安全教室

講演会への参加

地域リハビリテーション活動

美里吾平コミュニティ協議会
【問合せ先】58-6566

健康寿命を延ばす講演会

出張健康教室

温泉利用処方（すこやか温泉コース）

健康・支え合いに関する講座・講演会

健康相談会
・お薬相談会
・ロコモティブシンドロームの説明と対策  等

県民健康プラザ
健康増進センター

【問合せ先】52-0052

足腰元気会

健康づくり３か月チャレンジ教室

ノルディック・ポールを使用したウォーキングや体
操を実施

医療講演，健康教室

誰にでもできる体幹体操教室
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●その他（公開市民講座等）

NO.

1

2

3

4

5

事業所

社会福祉法人　恵仁会
【問合せ先】43-2546

肝属地区老人福祉施設協議会
【問合せ先】41-3340（朋愛園）

鹿屋市高齢者クラブ連合会
【問合せ先】44-3110

講演会への参加

講演会への参加

講演会への参加

県民健康プラザ　鹿屋医療センター
【問合せ先】42-5101

園芸，話し相手，院内案内，講演会への参加

講演会への参加

事業・取組の名称

鹿屋肝属地区の脳卒中を考える会
【問合せ先】44-1260
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２．ボランティア型ポイント対象一覧（校区別）

●高隈・鹿屋中学校校区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

下祓川町1800 随時

0994-43-2226 8:00～18:30

下祓川町1822 随時

0994-44-7161 随時

下祓川町1853 随時

0994-41-1200 随時

下祓川町1853 随時

0994-41-1200 随時

下祓川町1805 随時

0994—40-2588 随時

祓川町5204-3 随時

0994-43-6515 随時

祓川町5204-3 随時

0994-41-5566 10:00～15:00

祓川町5276 随時

0994-43-3028 14:00～16:00

祓川町5277 随時

0994-44-4608 14:00～16:00

祓川町5276 随時

0994-43-2514 14:00～16:00

上高隈町1579-1 随時

0994-45-2388 随時

下高隈町5039-8 火・金

0994—40-6100 13:30～14:30

下高隈町5030-2 随時

0994-43-6666 随時

本町3-3 月～土

0994-45-6337 10:00～15:00

王子町4328-1 月～土

0994—40-5115 14:30～15:30

東原町6006-1 月～日

0994-42-7112 9:00～17:00

古前城町9-43 火・木・土・日

0994-44-2255 13:30～15:00

西大手町11-11 随時

0994-36-8678 随時

西大手町8190-1 随時

0994—40-7855 随時

大手町1-1 第１土曜日

0994-44-2277 随時

大手町1-1 随時

0994-44-2244 9:00～16:00

子育てサロン・かのやっ子

小規模多機能ホーム
哲ちゃん家

デイサービスセンター
アザレア

デイサービスセンター
恵の里

見守り，話し相手，外出支援，レクリエーショ
ン

社協からのボランティア派遣
（事務所内で行う使用済み切手の切り取りなど軽
度な作業やイベント時などの託児など）

子どもとのふれあい，工作

グループホーム　和みの家

踊りや音楽でのレクリエーション，話し相手

見守り，食器洗い，レク（歌，踊り，楽器演奏な
ど），車イス洗浄，カーペット洗浄，居室壁洗浄など

活動内容

見守り，踊り，歌

話し相手，見守り，踊り，歌
※月・水・土は話し相手が出来る利用者が来られ
る。

話し相手，レクリエーション補助，外出補助

コミュニケーション

21

話し相手，イベント補助

5 グループホーム　ふれあい

6

グループホーム　だんだん

グループホーム　泉の里

グループホーム　詩音

デイサービスセンター
湧水の里

デイサービス志保の家

レクリエーション，話し相手

鹿屋市社会福祉協議会

傾聴（話し相手），レクリエーション

見守り，話し相手，趣味活動，レクリエーション

踊り，手品，歌

歌，踊り

話し相手，レクリエーション補助，お茶出し・下膳，
散歩・外出補助

話し相手，レクリエーション補助，お茶出し・下膳，
散歩・外出補助

話し相手，歌，踊りの披露，趣味を生かした作品作
りの講師，下膳，食器洗いなど

16 グループホーム　いきいき館

17

20

18

8

話し相手

グループホーム　湧水の里10

19

13

14

15

1

2
在宅老人デイサービスセンター
鹿屋長寿園

3

12

4
介護老人保健施設
ナーシングホームひだまり

11

7

特別養護老人ホーム
鹿屋長寿園

9

デイサービスセンター愛乃家

ミニデイサービス舷揮くん家

グループホーム　愛

事業者名

介護老人保健施設
ナーシングホームひだまり
通所リハビリテーション

NO.

話し相手

5



●鹿屋東中学校校区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

寿2-2-1 随時

0994-41-3340 随時

寿4丁目1-43 随時

0994-41-7800 随時

寿8丁目21-2 随時

0994-44-0021 随時

寿4丁目3034-21 月～日

0994—40-3888
10:30～12:30
14:00～16:00

寿4丁目15-12 月～金

0994-43-6136 １４時頃

笠之原町3579-1 月～日

0994-45-4316 9:00～16:00

笠之原町3579-1 月～日

0994-45-4316 9:00～16:00

笠之原町7401-5 随時

0994-41ｰ0771 随時

笠之原町3-44 随時

0994—40-9635 随時

笠之原町29-39-1 随時

0994-41-7420 随時

笠之原町49-22 随時

0994-43-2195 随時

笠之原町29-39 月～土

0994-41-7313 9:00～16:00

笠之原町45-52 随時

0994-42-2768 随時

寿4丁目3034-24 月～土

0994-45-7631 9:00～15:00

札元1-8-7 随時

0994-52-0052 随時

新川町１１４番地２ 随時

０９９４－３１－１１９０ 随時

15 県民健康プラザ健康増進センター
健康づくり教室やイベントの計測補助（身体計測・
体力測定），センター内の環境整備など

コミュニケーション，配膳など

4

7

グループホーム
ことぶき太陽の家

洗濯、清掃、作業時の声かけ、配膳、食器洗い
など

話し相手，レクリエーション，カラオケ，踊り，散歩，
手芸など

話し相手，清掃，慰問，趣味活動，レクリエーショ
ン，散歩

話し相手，レクリエーションなど

小規模多機能ホーム
サポートセンターおぐら２４

話し相手，お茶出しなど

踊り，歌，レクリエーション，散歩

慰問，その他ボランティアさんが行いたい活動

話し相手，作成補助

6 デイサービスいきいき館

介護老人保健施設
ハーモニーガーデン

5

12

デイサービス　あじさい

10
グループホーム
イーストサイドおぐら

9

活動内容

見守り，清掃，レクリエーション，行事支援，配膳・
下膳

1

ショートステイ　いきいき館

NPO法人ふれあいスペース
祓川　デイサービス寿苑

2

介護老人保健施設
ヴィラかのや

話し相手，レクリエーション，カラオケ，踊り，散歩，
手芸など

3

8

11

事業者名

特別養護老人ホーム朋愛園

14

グループホーム  かたらい

就労継続支援Ａ型事業所
サポートかのや

コミュニケーション，レクリエーション，趣味・特技の
披露，台所の手伝いなど

話し相手，慰問，踊り

養護老人ホーム 寿光園13

コミュニケーション

NO.

ＮＰＯ隣の会
しあわせデイサービス

16 東地区学習センター
・鹿屋市学校応援団活動（東地区学習センター）
・鹿屋市寺子屋事業の見守り隊（東サンサン塾、
寿北ランラン塾）
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●第一鹿屋中学校校区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

大浦町14028-6 随時

0994-42-0808 随時

郷之原町12584 随時

0994-42-7220 随時

大浦町14169-17 随時

0994-41-3778 随時

花岡町3979-1 月～金

0994-46-5050 9:00～16:00

花岡町3979-1 月～金

0994-46-5052 9:00～16:00

花岡町3988 随時

0994-31—8937 9:00～16:00

花岡町6268 月～土

0994-46-5007
10:00～12:00
14:00～16:00

花岡町6265 随時

0994-46-3001 随時

今坂町12557-1 随時

0994-45-6683 随時

今坂町12405-25 随時

0994-44-6581 午前中

上谷町9-5-5 随時

0994-45-5001 随時

上谷町11199-1 随時

0994—40-9502 随時

上谷町11514-4 月～土

0994—40-9251 10:00～16:00

野里町3456-8 随時

0994-45-4501 随時

野里町3456-7 随時

0994-42-7223 随時

野里町3456-9 随時

0994-42-7223 随時

古江町796-1 随時

0994-46-3083 午後

古江町796-1 月～金

0994-46-3056 午前中

古江町796-1 随時

0994-46-5255 午前中

有武町855-3 月～金

0994-46-3212 9:00～17:00

上野町4554-11 随時

0994-35-0531 随時

4

話し相手，清掃，踊り，工作，レクリエーション，散
歩

障害者支援施設
桜町学園

デイサービス凪

グループホーム　青い鳥

利用者とのふれあい

話し相手，清掃，踊り，工作，レクリエーション，散
歩

レクリエーション，趣味活動への指導補助，配膳，
話し相手，読み聞かせ

グループホーム　華蓮

コミュニケーション，レクリエーション，趣味活動

レクリエーション参加，お茶出し，話し相手

グループホーム  和音

2
グループホーム
ヴィラ　サフラン

5

特別養護老人ホーム
花岡の里

デイサービスセンター
花岡の里

レクリエーション参加，お茶出し，話し相手

活動内容

8

NO.

ハーモニカ，踊り，三味線，話し相手，皿洗いなど

デイサービス太陽の丘

1 特別養護老人ホーム 悠々

3

7

13

19

18

12
デイサービス
スマイルガーデンすみれ

16

14 デイサービス　華蓮

シニアあんしんデイサービス

15

デイサービス　花もも

9

グループホーム  太陽の家10

6 グループホーム　花岡の里

事業者名

青い鳥ディサービス

介護付有料老人ホーム
プライエボーリ優花里

デイサービス　きずな

話し相手，レクリエーション，散歩など

11

ミニデイサービス花海家

レクレーション、洗濯、掃除

話し相手，脳トレ，お茶出し，レクリエーション

話し相手，見守り，トイレ誘導，レクリエーション

見守り，話し相手

話し相手，レクリエーションなど

見守り，洗濯物干し，髪乾かし

20

17

話し相手，レクリエーションなど

21 デイサービス柳の里 踊り、話し相手等

7



●田崎・大姶良・旧高須中学校校区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

大姶良町226 随時

0994-48-2588 随時

大姶良町226 随時

0994-48-2646 随時

横山町1974-3 随時

0994-31—9101 随時

横山町1865 随時

0994-48-3164 随時

池園町2297-7 随時

0994-34-1008 9:00～17:00

浜田町903-7 随時

0994-31—7375 随時

浜田町951-3 月～土

0994—47-3070 随時

田崎町2222-17 随時

0994—40-7676 随時

田崎町2837-7 随時

0994-45-5050 随時

永野田町525-2 随時

0994-36-1111 随時

川西町2483 随時

0994-42-6667 随時

南町192 －

0994-42-6668 －

飯隈町2976番地 －

0994-49-2004 －

高須町1490-3 －

0994-47-3152 －

●吾平地区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

吾平町麓3805 随時

0994-58-5055 随時

吾平町麓3805 随時

0994-58-6255 随時

吾平町上名5324-2 随時

0994-58-5539 随時

吾平町麓3811-2 随時

0994-58-5055 随時

吾平町麓3766-1 随時

0994-58-5858 14:00～15:00

吾平町上名6162-2 随時

0994-58-5051 随時

吾平町上名3594番地 —

0994-58-7130 —

吾平町麓51-1 随時

0994-45-6969 随時
地域包括支援センター

認知症カフェにおける、お茶出しや話し相手、レク
リエーション等のボランティア活動

9 デイサービス　いち・に・さん

11 グループホーム  織月の郷

7
にっこりハウス
デイサービス浜田

8
ばらデイサービス
通所介護事業所

デイサービス未里

事業者名

特別養護老人ホーム 慈恵園

NO.

1

2

グループホーム  はぁと3

10

慈恵園通所介護事業所

デイサービスセンターまごころ

4

グループホーム 陵幸園こころ

8

NO.

3

6
社会福祉法人　岳風会
陵北荘

事業者名

1 特別養護老人ホーム 陵幸園

5

グループホーム　あいら

レクレーション支援、演芸披露、配膳・下膳　など

※感染症が発生する１２月～２月は自粛頂きたい

話し相手

コミュニケーション，見守り

2 話し相手陵幸園デイサービスセンター

介護老人保健施設 おさしお

4

話し相手

活動内容

話し相手

話し相手，清掃，踊り，レクリエーション

利用者とのコミュニケーション

コミュニケーション

話し相手，清掃，踊り，レクリエーション，趣味活動

話し相手，踊り，歌，レクリエーション

コミュニケーション，外出支援

コミュニケーション，外出支援

利用者とのコミュニケーション

活動内容

7 鶴峰小学校
鶴峰小学校児童の放課後見守り
教育活動支援

西俣小学校児童の放課後見守り

12 南小学校
南小学校児童の放課後見守り
教育活動支援

小規模多機能ホーム　はぁと

5

14 浜っ子みまもり 児童の放課後見守り

13 西俣小学校

グループホーム　西南

6

8



●輝北地区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

輝北町市成2121-3 随時

099-485-1902 随時

輝北町市成2124-1 随時

099-485-1300 随時

輝北町上百引2100-1 月1回

099-486-0777 10:30～12:00

輝北町上百引1919-1 随時

099-471-3456 随時

輝北町上百引2100-1 随時

099-486-0777 随時

●串良地区

所在地 受入曜日

電話番号 受入時間

串良町細山田5902-3 月～金

0994-62-2430 10:00～16:00

串良町細山田5902-3 随時

0994-62-4082 随時

串良町下小原3103-2 月～土

0994-62-8880 14:00～15:00

串良町下小原3103-2 随時

0994-62-8887 随時

串良町下小原3105-2 随時

0994-62-8805 随時

串良町下小原3100-2 随時

0994-62-8855 随時

串良町有里6284-1 随時

0994-62-8030 9:00～18:00

串良町細山田5340-2 随時

0994-31—0161 随時

5 鹿屋市社会福祉協議会輝北支所
輝北ふれあいセンター事業（サロン利用者の話し
相手，介助補助など）※活動場所：輝北ふれあい
センター

社会福祉法人以和貴会
指定通所介護事業所さくら通

2

グループホーム　ねむの樹

6
介護付有料老人ホーム
秋桜苑

5
小規模多機能型居宅介護
事業所　年輪

NO. 事業者名

輝北子育てサロン・てるぽっく

4 グループホーム　さくら通

8 グループホーム　元気

NO.

1

特別養護老人ホーム
みどりの園

3

7

コミュニケーション

コミュニケーション
特別養護老人ホーム
以和貴苑

3

コーポラス　いちなりの郷
グループホーム

事業者名

1

社会福祉法人以和貴会
以和貴苑指定通所介護事業所

2 イベントの手伝いなど

話し相手，レクリエーション

レクリエーション，散歩，創作活動

施設内外の清掃など

話し相手

コミュニケーション，レクリエーション，清掃

歌，踊り，話し相手

活動内容

子どもとのふれあい，工作，読み聞かせ

話し相手，見守り，散歩，裁縫

活動内容

4 グループホーム輝望の家
話し相手，移動の補助，食事等の配膳，レクリエー
ション支援　など
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