
③社会福祉法人

所轄庁 ⑴施設・事業所種別 ⑵名称 ⑴公益事業 ⑵収益事業

  社会福祉法人アソカ福
祉会

　あそかふくしかい 鹿屋市 893-0006 　鹿屋市向江町4-2 0994-42-3801 佐々木　次生 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・アソカ幼保連携型認定こども園 　・アソカ学童クラブ 無

　社会福祉法人安養寺
福祉会

　あんようじふくしかい 鹿屋市 893-0011 　鹿屋市打馬2-12-33 0994-43-2475 久野　清志 児童福祉施設
　・保育所 　・杉の子保育園 無 無

　社会福祉法人いしずえ
福祉会

　いしずえふくしかい 鹿屋市 893-1604 　鹿屋市串良町下小原4860-2 0994-63-2620 宮地　カヨ 児童福祉施設
　・保育所 　ふたば保育園 無 無

　社会福祉法人以和貴
会

　いわきかい 鹿屋市 893-1601 　鹿屋市串良町細山田5902-3 0994-62-2430 西丸　晴彦 高齢者福祉施設
　・特別養護老人ホーム
　・老人デイサービス事業
　・認知症対応型老人共同生活援
　　助事業介護(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)

　・特別養護老人ﾎｰﾑ　以和貴苑
　・ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ以和貴苑
　・ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくら通
　・認知症対応型通所介護事業所
　　さくら通
　・老人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさくら通

　・介護付有料老人ホーム秋桜苑
　・住宅型有料老人ホーム年輪
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　串良サブセンター事業

　・不動産賃貸事業
　・調理業務受託事業

　永生会 　えいせいかい 鹿屋市 893-0051 　鹿屋市大姶良町226 0994-48-2588 中原　晋一 高齢者福祉施設
　・特別養護老人ホ－ム
　・老人デイサービスセンター

　・特別養護老人ホーム慈恵園
　・慈恵園通所介護事業所

　・居宅介護支援事業、
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　サブセンター事業

無

児童福祉施設
　・保育所 　・円鏡保育園
高齢者保健福祉施設
　・老人デイサービス事業 　・デイサービスきずな

　笠之原福祉会 　かさのはらふくしかい 鹿屋市 893-0023 　鹿屋市笠之原町46-15 0994-42-2919 川元　和朗 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・笠之原こども園 無 無

　鹿屋恵友会 　かのやけいゆうかい 鹿屋市 891-2304 　鹿屋市花岡町3979-1 0994-46-5050 林　幸一 高齢者保健福祉施設
　・特別養護老人ホーム
　・軽費老人ホーム(ｹｱﾊｳｽ)
　・老人デイサービス事業
　・認知症対応型老人共同生活援
　　助事業

　・特別養護老人ホーム花岡の里
　・ケアハウスグリーンヒル花岡
　・通所介護事業所花岡の里
　・グループホーム花岡の里

　・居宅介護支援事業
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　サブセンター事業

無

　上名福祉会 　かみみょうふくしかい 鹿屋市 893-1101 　鹿屋市吾平町上名6646-3 0994-58-6262 杉本　正和 児童福祉施設
　・保育所

　
　・つるみね保育園
　（保育所型認定こども園）

無 無

　共生会 　きょうせいかい 鹿屋市 893-0064 　鹿屋市西原3-9-23 0994-44-7043 田原　一德 障害福祉サービス事業
　・就労継続支援（Ｂ型） 　・ トゥモロ－かのや 無 無
児童福祉施設
　・保育所 　・敬心保育園

　・寿敬心保育園
高齢者保健福祉施設
　・老人デイサービス事業 　・デイサービス　太陽の丘
指定障害児相談支援事業者
　・指定児童発達支援事業
　(児童発達支援センターを除く)
　・指定放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所
　・指定保育所等訪問支援事業所
　・指定障害児相談支援

　・ことぶき太陽の子
　・共生型地域自立支援センター
　　太陽の丘相談支援事業所

障害福祉サービス事業
　・就労移行支援
　・就労継続支援（B型）
　・共同生活援助
　・指定一般相談支援事業
　・指定特定相談支援事業

　・自立支援センター太陽の丘
　・共同生活援助、共同生活介護
　　太陽の丘
　・共生型地域自立支援センター
　　太陽の丘相談支援事業所

　恵仁会 　けいじんかい 鹿屋市 893-0024 　鹿屋市下祓川町1800 0994-43-2546 池田　志保子 高齢者保健福祉施設
　・特別養護老人ホ－ム
　・養護老人ホーム
　・老人デイサービス事業
　・認知症対応型老人共同生活援
　　助事業

　・特別養護老人ﾎｰﾑ鹿屋長寿園
　・養護老人ホーム寿光園
　・在宅老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鹿屋長
　　寿園
　・ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ花海家
　・ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ瑠璃ちゃん家
　・ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ舷揮くん家
　・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあいら
　・グループホームふれあい

　・鹿屋市高齢者等訪問給食サー
　　ビス事業
　・鹿屋市高齢者世話付市営住宅
　　生活援助員設置事業
　・居宅介護支援事業
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　（サブセンター）事業
　・有料老人ホーム

無

　さくら福祉会 　さくらふくしかい 鹿屋市 893-0064 　鹿屋市西原2-37-10 0994-42-4455 郷原　英昭 児童福祉施設
　・保育所 　・さくら保育園 無 無

　潤心会 　じゅんしんかい 鹿屋市 893-0014 　鹿屋市寿8-3-32 0994-42-2531 躯川　勝 児童福祉施設
　・乳児院 　・かのや乳児院 無 無

　正徳福祉会 　しょうとくふくしかい 鹿屋市 893-1603 　鹿屋市串良町岡崎3445-2 0994-63-2186 白坂　芳春 児童福祉施設
　・保育所 　・正徳保育園 無 無

　正念福祉会 　しょうねんふくしかい 鹿屋市 893-1101 　鹿屋市吾平町上名7681 0994-58-8220 藤　正導 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・あいら認定こども園 無 無

　浄土福祉会 　じょうどふくしかい 鹿屋市 893-1103 　鹿屋市吾平町麓1257－4 0994-58-7800 平田　伸長 児童福祉施設
　・保育所 　・瑞穂保育園 無 無

　親和福祉会 　しんわふくしかい 鹿屋市 893-1601 　鹿屋市串良町細山田5295-1 0994-62-3377 大田　香月 児童福祉施設
　・保育所 　・ひばり保育園 無 無

　西南保育園 　せいなんほいくえん 鹿屋市 893-0035 　鹿屋市飯隈町3065-1 0994-49-2102 藏ケ﨑　譲 児童福祉施設
　・保育所 　・西南保育園 無 無

　洗心福祉会 　せんしんふくしかい 鹿屋市 893-1602 　鹿屋市串良町有里460 0994-63-9192 下小野田　尚
子

児童福祉施設
　・保育所 　・洗心保育園 無 無

　高隈福祉会 　たかくまふくしかい 鹿屋市 893-0132 　鹿屋市下高隈町4681-5 0994-45-3078 有村　寿子 児童福祉施設
　・保育所
　・幼保連携型認定こども園

　・高隈保育園
　・認定こども園大黒保育園
　・認定こども園愛育園（大黒分園）

無 無

　達定福祉会 　たつじょうふくしかい 鹿屋市 899-8511 　鹿屋市輝北町市成1467 099-485-1154 藤　達 児童福祉施設
　・保育所 　・正覚寺保育園 無 無

　辰巳福祉会 　たつみふくしかい 鹿屋市 893-0026 　鹿屋市祓川町4498 0994-42-2250 有村　テル子 児童福祉施設
　・保育所 　・はらい川保育園 無 無

　友岡福祉協会 　ともおかふくしきょうかい 鹿屋市 893-0016 　鹿屋市白崎町15-18 0994-42-3589 友岡　善寛 児童福祉施設
　・保育所 　・白崎保育園 無 無

　野里福祉会 　のざとふくしかい 鹿屋市 893-0056 　鹿屋市上野町4776-3 0994-42-3577 利水　實司 児童福祉施設
　・保育所 　・野里保育園 無 無

　花岡福祉会 　はなおかふくしかい 鹿屋市 891-2304 　鹿屋市花岡町4043 0994-46-3764 藤園　恒弘 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・光華こども園 無 無

　東原福祉会 　ひがしはらふくしかい 鹿屋市 893-0021 　鹿屋市東原町3298-7 0994-43-5095 深水　嘉寿 児童福祉施設
　・保育所 　・東原保育園 無 無

　福泉会 　ふくせんかい 鹿屋市 893-0067 　鹿屋市大浦町14028-6 0994-42-0808 飯隈　維子 高齢者保健福祉施設
　・特別養護老人ホーム
　・軽費老人ホーム
　・老人デイサービス事業

　・特別養護老人ホーム悠々
　・ケアハウス悠々
　・デイサービスセンター悠々

　・居宅介護支援事業
　・認可外保育所
　・事業所内保育事業（小規模型）
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　（サブセンター）事業

無

　船隈福祉会 　ふなくまふくしかい 鹿屋市 893-0032 　鹿屋市川西町4796 0994-42-4480 船隈　洋見 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・こばと保育園

　・くまのこ保育園（こばと分園）
無 無

　古江福祉会 　ふるえふくしかい 鹿屋市 891-2321 　鹿屋市古江町820 0994-46-2067 前田　祥 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・古江保育園 無 無

　平和福祉会 　へいわふくしかい 鹿屋市 893-0037 　鹿屋市田崎町2294-1 0994-42-4487 平野　淑子 児童福祉施設
　・保育園 　・平和保育園 無 無

　朋愛会 　ほうあいかい 鹿屋市 893-0014 　鹿屋市寿2-2-1 0994-41-3340 小濱　康彦 高齢者保健福祉施設
　・特別養護老人ホーム
　・老人デイサービスセンター

　・特別養護老人ホーム朋愛園
　・通所介護事業所　朋愛園

　・居宅介護支援事業
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　（サブセンター）事業

無

　細山田保育園 　ほそやまだほいくえん 鹿屋市 893-1601 　鹿屋市串良町細山田4833-4 0994-62-2026 濱上　博幸 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・細山田こども園 無 無

　まこと福祉会 　まことふくしかい 鹿屋市 893-0046 　鹿屋市横山町1566 0994-48-2931 平川　真英 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・和光幼保連携型認定こども園 無 無

　松の木福祉会 　まつのきふくしかい 鹿屋市 893-0064 　鹿屋市西原1-22-23 0994-42-2769 松下　孝志 児童福祉施設
　・保育所 　・松下保育園

　・松下第２保育園
無 無

　まどか福祉会 　まどかふくしかい 鹿屋市 893-0201 　鹿屋市輝北町上百引3989 099-486-0562 三島　慶昭 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・光明子ども園 無 無

　友心会 　ゆうしんかい 鹿屋市 893-1602 　鹿屋市串良町有里7441-1 0994-62-4100 和田　道夫 障害福祉サービス事業
　・生活援助
　・施設入所支援
　・共同生活援助
　・指定特定相談支援事業

　・障害者支援施設　ゆらり
　・共同生活介護事業所ひまわり
　・特定相談支援事業所ゆらり

無 無

　吉留福祉会 　よしどめふくしかい 鹿屋市 893-0013 　鹿屋市札元2-3721-1 0994-43-9353 上村　利也 児童福祉施設
　・保育所 　・エンゼル保育園 無 無

　陵幸会 　りょうこうかい 鹿屋市 893-1103 　鹿屋市吾平町麓3805 0994-58-5055 長﨑　治能 高齢者保健福祉施設
　・特別養護老人ホ－ム
　・老人デイサービス事業
　・認知症対応型老人共同生活援
　　助事業

　・特別養護老人ホーム陵幸園
　・陵幸園デイサービスセンター
　・グループホーム陵幸園こころ

　・居宅介護支援事業
　・鹿屋市地域包括支援センター
　　（サブセンター）事業
　・鹿屋市高齢者住宅等安心確保
　　事業

無

　林愛会 　りんあいかい 鹿屋市 893-0064 　鹿屋市西原2-33-2 0994-43-6229 増元　忠治 児童福祉施設
　・児童養護施設 　・児童養護施設大隅学舎 無 無

　若潮福祉会 　わかしおふくしかい 鹿屋市 893-0054 　鹿屋市高須町1389 0994-47-2029 永友　良一 児童福祉施設
　・幼保連携型認定こども園 　・高須保育園

　・第二高須保育園
無 無

　若葉福祉会 　わかばふくしかい 鹿屋市 893-0014 　鹿屋市寿4-8-14 0994-44-5234 野平　稔泰 児童福祉施設
　・保育所 　・わかば保育園 無 無

　鹿屋市社会福祉協議会 　かのやししゃかいふくしきょうぎかい 鹿屋市 893-0009 　鹿屋市大手町1-1　 0994-44-2951 浜田　保 その他の保健福祉施設

⑥電話番号 ⑦代表者名
⑧法人が運営している主な施設・事業所 ⑨その他事業の概要（公益事業、収益事業）

米永　新人
　・有料老人ホームきずな
　・サービス付高齢者向け住宅
　　きずな

無

無

社  会  福  祉  法  人  一  覧  表
(平成30年４月１日現在)

①社会福祉法人名 ②法人名よみがな ④郵便番号 ⑤法人所在地

鹿屋市 893-0057 　鹿屋市今坂町12405-47 0994-44-6577 郷原　建樹
　・有料老人ホーム太陽の丘

　円鏡福祉会 　えんきょうふくしかい 鹿屋市 893-0025 　鹿屋市西祓川町376-2 0994-43-9000

　敬心会 　けいしんかい


