
所轄庁 社会福祉法人名 法人名よみがな 郵便番号 法人所在地 電話番号 代表者名

薩摩川内市 愛育会 あいいくかい 895-0005 薩摩川内市永利町4134-1 0996-20-8151 田中　実

日置市 愛育福祉会 あいいくふくしかい 899-2504 日置市伊集院町郡字杉ケ迫2056-1 099-273-1277 東　ひとみ

県（障害福祉課） 愛光会 あいこうかい 891-2301 鹿屋市海道町729-6 0994-46-2821 指宿　興一

鹿児島市 愛真会 あいしんかい 892-0871 鹿児島市吉野町10749番地1 099-243-0016 棈松　泰成

県（高齢者生き生き推進課） 愛心会 あいしんかい 891-0144 鹿児島市下福元町9057 099-284-6383 義山　正浩

鹿児島市 愛人会 あいじんかい 891-0145 鹿児島市錦江台1丁目20番20号 099-263-0055 川島　裕雄

県（障害福祉課） 愛生会 あいせいかい 899-7301 曽於郡大崎町菱田字宇都口3596 099-477-1171 新平　金道

県（障害福祉課） 愛誠会 あいせいかい 894-0411 大島郡龍郷町赤尾木1356 0997-62-3392 竪山　榮三

鹿児島市 愛泉福祉会 あいせんふくしかい 891-0144 鹿児島市下福元町7624番地 099-261-8168 今和泉　悦子

志布志市 愛泉福祉会 あいせんふくしかい 899-7102 志布志市志布志町帖6565-1 099-472-0544 吉徳　伸一

姶良市 姶良市社会福祉協議会 あいらししゃかいふくしきょうぎかい 899-5432 姶良市宮島町26-19 0995-65-7757 深浦　卓二

県（子育て支援課） 愛和会 あいわかい 891-0113 鹿児島市東谷山5丁目28番9号 099-268-3081 東郷　千鶴子

薩摩川内市 愛和会 あいわかい 895-0005 薩摩川内市永利町4311-5 0996-27-1110 田中　憲夫

志布志市 愛訪会 あいわかい 899-7512 志布志市有明町野神字田渕3935-3 099-471-5550 諏訪　直文

薩摩川内市 青山福祉会 あおやまふくしかい 895-0044 薩摩川内市青山町4194 0996-20-0775 石原　良子

南さつま市 あかり会 あかりかい 897-1121 南さつま市加世田唐仁原5848 0993-52-0294 柳田  隆宏

県（子育て支援課） 秋津会 あきつかい 891-7102 大島郡徳之島町亀徳1640-9 0997-83-3232 名城　忍

阿久根市 阿久根市社会福祉協議会 あくねししゃかいふくしきょうぎかい 899-1626 阿久根市鶴見町167 0996-72-3800 西田　幸作

日置市 曙福祉会 あけぼのふくしかい 899-3303 日置市吹上町湯之浦2758 099-296-2308 佐野　公一

阿久根市 阿光保育園 あこうほいくえん 899-1626 阿久根市鶴見町162 0996-73-1775 太田　宣子

鹿児島市 吾子の里 あこのさと 892-0871 鹿児島市吉野町10793番地1 099-244-3220 十島　雍藏

県（子育て支援課） 旭保育園 あさひほいくえん 895-2104 薩摩郡さつま町柏原5183 0996-59-8675 友清　恭爾

県（障害福祉課） あすなろ福祉会 あすなろふくしかい 891-0705 南九州市頴娃町上別府字西場6543  0993-39-1206 山本　森満

鹿屋市 アソカ福祉会 あそかふくしかい 893-0006 鹿屋市向江町4-2 0994-42-3801 佐々木　哲生

県（子育て支援課） 東福祉会 あずまふくしかい 899-1401 出水郡長島町鷹巣2376-3 0996-86-0074 平山　文子

県（社会福祉課） 天城町社会福祉協議会 あまぎちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-7611 大島郡天城町天城462 0997-85-5093 川村　善良

県（高齢者生き生き推進課） 奄美慈敬会 あまみじけいかい 894-2236 大島郡瀬戸内町伊子茂187-1 0997-76-0808 伊東　一宏

奄美市 奄美市社会福祉協議会 あまみししゃかいふくしきょうぎかい 894-0036 奄美市名瀬長浜町5-6 0997-52-7601 福山　敏裕

奄美市 奄美市社会福祉事業団 あまみししゃかいふくしじぎょうだん 894-0032 奄美市名瀬柳町6-1 0997-52-9508 東　美佐夫

社会福祉法人一覧（五十音順）
令和４年４月１日現在
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県（高齢者生き生き推進課） 奄美同仁会 あまみどうじんかい 891-7425 大島郡徳之島町花徳字後里久620 0997-84-0811 宮上　寛之

南さつま市 あやの会 あやのかい 897-1301 南さつま市笠沙片浦9878 0993-58-8000 大迫　章生

県（高齢者生き生き推進課） 有明会 ありあけかい 893-1615 肝属郡東串良町川東3800番地 0994-63-8018 北園　洋一

南九州市 粟ケ窪保育所 あわがくぼほいくしょ 891-0702 南九州市頴娃町牧之内9453-4 0993-36-0276 湯田　幸二

西之表市 安納双葉福祉会 あんのうふたばふくしかい 891-3102 西之表市安納981－3 0997-25-1070 原田　敏郎

鹿屋市 安養寺福祉会 あんようじふくしかい 893-0011 鹿屋市打馬2-12-33 0994-43-2475 久野　清志

薩摩川内市 育英福祉会 いくえいふくしかい 895-0072 薩摩川内市中郷4-187 0996-22-3467 大薗　純子

鹿児島市 育珠会 いくじゅかい 892-0811 鹿児島市玉里団地3丁目30番6号 099-229-1263 赤塚　幸士郎

垂水市 育友会 いくゆうかい 891-2114 垂水市新城西鳥ヶ尾5284 0994-35-3000 吉川　正彦

姶良市 池島福祉会 いけじまふくしかい 899-5654 姶良市永池町9-3 0995-65-1033 小川　浩史

指宿市 池田福祉会 いけだふくしかい 891-0312 指宿市池田3880 0993-26-2116 蔵園　幾史

日置市 伊作田福祉会 いざくだふくしかい 899-2203 日置市東市来町伊作田2014-1 099-274-2857 濵田　安正

伊佐市 伊佐市社会福祉協議会 いさししゃかいふくしきょうぎかい 895-2701 伊佐市菱刈前目711-1 0995-26-4120 野村　治男

鹿児島市 伊敷福祉会 いしきふくしかい 890-0008 鹿児島市伊敷7丁目8番20号 099-228-9660 池堂　猛彦

鹿屋市 いしずえ福祉会 いしずえふくしかい 893-1604 鹿屋市串良町下小原4860-2 0994-63-2620 風呂井　敬

出水市 出水愛育会 いずみあいいくかい 899-0207 出水市中央町1323 0996-62-0062 古川　重雄

出水市 出水市社会福祉協議会 いずみししゃかいふくしきょうぎかい 899-0217 出水市平和町97 0996-63-2140 大田　正隆

出水市 出水福祉会 いずみふくしかい 899-0217 出水市平和町95 0996-63-0120 宮下　明雄

出水市 いずみ福祉会 いずみふくしかい 899-0211 出水市知識町299 0996-62-3291 隈﨑　哲也

県（子育て支援課） いせん いせん 891-8201 大島郡伊仙町伊仙2321-2 0997-86-2394 蔀　正良

県（社会福祉課） 伊仙町社会福祉協議会 いせんちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-8201 大島郡伊仙町伊仙2293-1 0997-86-4194 幸多　実

いちき串木野市 いちき串木野市社会福祉協議会 いちきくしきのししゃかいふくしきょうぎかい 896-0035 いちき串木野市新生町183 0996-32-3183 内屋　照男

いちき串木野市 市来福祉会 いちきふくしかい 899-2101 いちき串木野市湊町1丁目253 0996-36-2166 牧田　京子

県（高齢者生き生き推進課） 市比野福祉会 いちひのふくしかい 895-1203 薩摩川内市樋脇町市比野3200-118 0996-38-1515 鉾之原　律子

指宿市 一子地福祉会 いっしじふくしかい 891-0405 指宿市湊1-11-22 0993-22-4407 宮地　最勝

指宿市 いぶすきケアネット いぶすきけあねっと 891-0404 指宿市東方10235-1 0993-23-5511 大重　力

指宿市 指宿市社会福祉協議会 いぶすきししゃかいふくしきょうぎかい 891-0497 指宿市十町2424 0993-22-5543 西元　文雄

姶良市 いわお福祉会 いわおふくしかい 899-5543 姶良市下名60 0995-65-2531 岩男　正子

鹿屋市 以和貴会 いわきかい 893-1601 鹿屋市串良町細山田5902-3 0994-62-2430 西丸　晴彦
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県（障害福祉課） ウイズ福祉会 ういずふくしかい 895-1401 薩摩川内市入来町副田6542-1 0996-21-4221 大園　章子

県（社会福祉課） 宇検村社会福祉協議会 うけんそんしゃかいふくしきょうぎかい 894-3301 大島郡宇検村湯湾2937-87 0997-67-2295 松井　寿一

県（高齢者生き生き推進課） 内之浦会 うちのうらかい 893-1401 肝属郡肝付町北方588 0994-67-3312 吉重　康裕

鹿児島市 英愛会 えいあいかい 891-0133 鹿児島市平川町4660番地 099-210-8811 丸田　恭嗣

県（子育て支援課） 栄光会 えいこうかい 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北1897-2 0994-24-2131 中村　剛

鹿屋市 永生会 えいせいかい 893-0051 鹿屋市大姶良町226 0994-48-2588 中原　晋一

出水市 えいふく福祉会 えいふくふくしかい 899-0123 出水市下鯖町1520 0996-67-4051 日置　達治

日置市 慧光会 えこうかい 899-3302 日置市吹上町中之里866-1 099-296-3888 山﨑　淳朗

薩摩川内市 可愛会 えのかい 895-0065 薩摩川内市宮内町2539-2 0996-25-3327 今村　英世

鹿屋市 円鏡福祉会 えんきょうふくしかい 893-0025 鹿屋市西祓川町374-1 0994-43-9000 米永　新人

鹿児島市 桜華会 おうかかい 892-0862 鹿児島市坂元町502番地 099-248-5100 藤井　勝己

鹿児島市 桜岳会 おうがくかい 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722番地45 099-293-2800 今村　進一

日置市 扇尾福祉会 おうぎおふくしかい 899-3203 日置市日吉町吉利7274-1 099-292-4775 諸正　陽子

阿久根市 桜仁会 おうじんかい 899-1611 阿久根市赤瀬川265 0996-73-0391 古郷　節子

南さつま市 大浦福祉協会 おおうらふくしきょうかい 897-1201 南さつま市大浦町7742-2 0993-62-3643 清水　摂

県（子育て支援課） 大潟福祉会 おおがたふくしかい 899-2503 日置市伊集院町妙円寺1-64-1 099-208-0101 潟山　康博

霧島市 大川福祉会 おおかわふくしかい 899-4204 霧島市霧島川北246 0995-57-0202 下登　千吉

南九州市 大川福祉会 おおかわふくしかい 891-0704 南九州市頴娃町別府6597-3 0993-27-4858 瀧　義道

県（社会福祉課） 大崎町社会福祉協議会 おおさきちょうしゃかいふくしきょうぎかい 899-7305 曽於郡大崎町假宿1870 099-476-3663 東　靖弘

曽於市 おおすみ会 おおすみかい 899-8212 曽於市大隅町月野1582 099-482-4100 竹山　隆司

奄美市 大津福祉会 おおつふくしかい 894-0045 奄美市名瀬平松町462-1 0997-52-0500 大津　幸久

薩摩川内市 大村福祉会 おおむらふくしかい 895-1501 薩摩川内市祁答院町下手3001-2 0996-55-0126 唐仁原　珍武

薩摩川内市 大村報徳学園 おおむらほうとくがくえん 895-1501 薩摩川内市祁答院町下手4481 0996-55-0034 柳田　正子

薩摩川内市 岡野会 おかのかい 895-1502 薩摩川内市祁答院町藺牟田295-1 0996-56-0033 岡野　龍信

出水市 沖田福祉会 おきだふくしかい 899-0125 出水市黄金町811 0996-63-2266 松下　勝志

南さつま市 尾下福祉会 おくだりふくしかい 899-3403 南さつま市金峰町尾下2240 0993-77-0256 加治屋　亮一

県（障害福祉課） 大多福会 おたふくかい 899-8604 曽於市末吉町諏訪方10231 0986-76-6883 福永　俊一

鹿児島市 落穂会 おちほかい 891-1206 鹿児島市皆与志町2503番地 099-238-4821 水流　純大

薩摩川内市 開吉福祉会 かいきちふくしかい 895-1202 薩摩川内市樋脇町塔之原5173-2 0996-37-2034 春山　由美子
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出水市 鶴寿会 かくじゅかい 899-0136 出水市汐見町93 0996-67-3161 吉井　八郎

曽於市 覚照福祉会 かくしょうふくしかい 899-8102 曽於市大隅町岩川6591 099-482-1672 平島　典雄

県（障害福祉課） 岳風会 がくふうかい 893-1101 鹿屋市吾平町上名6162-2 0994-58-5051 松下　隆治

鹿児島市 鶴陽会　 かくようかい 891-0104 鹿児島市山田町2017番地1 099-264-6600 大勝　隆一

県（社会福祉課） 鹿児島いのちの電話協会 かごしまいのちのでんわきょうかい 890-8691 鹿児島中央郵便局私書箱13号 099-250-1890 鹿島　友義

県（高齢者生き生き推進課） 鹿児島黒潮会 かごしまくろしおかい 891-9111 大島郡和泊町手々知名781 0997-92-1825 山岸　祐子

県（社会福祉課） 鹿児島県共同募金会 かごしまけんきょうどうぼきんかい 890-8517 鹿児島市鴨池新町１－７ 099-257-3750 山田　裕章

県（社会福祉課） 鹿児島県社会福祉協議会 かごしまけんしゃかいふくしきょうぎかい 890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 099-257-3855 布袋　嘉之

県（社会福祉課） 鹿児島県社会福祉事業団 かごしまけんしゃかいふくしじぎょうだん 890-8517 鹿児島市鴨池新町１－７ 099-257-7667 森　　秀樹

県（障害福祉課） 鹿児島県身体障害者福祉協会 かごしまけんしんたいしょうがいしゃふくしきょうかい 890-0021 鹿児島市小野１－１－１ハートピアかごしま内 099-228-6271 藤田　満

県（障害福祉課） 鹿児島県手をつなぐ育成会 かごしまけんてをつなぐいくせいかい 890-0021 鹿児島市小野１－１－１ハートピアかごしま内 099-220-7062 花木　千鶴

県（子育て支援課） 鹿児島県保育連合会 かごしまけんほいくれんごうかい 893-0063 鹿児島市鴨池2-30-8 099-812-2099 幸多　健次

県（子ども家庭課） 鹿児島県母子寡婦福祉連合会 かごしまけんぼしかふふくしれんごうかい 890-8517 鹿児島市鴨池新町１－７ 099-258-2984 久保　郁子

鹿児島市 鹿児島市社会事業協会 かごしまししゃかいじぎょうきょうかい 892-0816 鹿児島市山下町15番1号 099-226-5222 椎木　明彦

鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 かごしまししゃかいふくしきょうぎかい 892-0816 鹿児島市山下町15番1号 099-221-6070 上之園　彰

鹿児島市 鹿児島市身体障害者福祉協会 かごしまししんたいしょうがいしゃふくしきょうかい 890-0067  鹿児島市真砂本町58番30号（ゆうあい館内） 099-253-9771 財部　工

鹿児島市 鹿児島市手をつなぐ育成会 かごしましてをつなぐいくせいかい 891-0109 鹿児島市清和1丁目2番2号 099-267-0041 三反園　輝男

鹿児島市 鹿児島虹の福祉会 かごしまにじのふくしかい 891-0105 鹿児島市中山町5028番地80 099-267-3977 水谷　吉伸

鹿児島市 鹿児島福祉会 かごしまふくしかい 892-0874 鹿児島市緑ヶ丘町5番5号 099-244-1590 棈松　基

県（子育て支援課） 笠木福祉会 かさぎふくしかい 899-8103 曽於市大隅町中之内4674-2 099-482-2661 中根　賢明

鹿屋市 笠之原福祉会 かさのはらふくしかい 893-0023 鹿屋市笠之原町46-15 0994-42-2919 川元　和朗

鹿児島市 佳成会 かせいかい 892-0871 鹿児島市吉野町10877番地18 099-295-5005 小田原　良治

南さつま市 加世田福祉会 かせだふくしかい 897-0002 南さつま市加世田武田17444-5 0993-53-2088 出井　貴之

南さつま市 加世田福祉協会 かせだふくしきょうかい 897-1124 南さつま市加世田宮原1206-1 0993-52-3021 藤　直亮

鹿屋市 鹿屋恵友会 かのやけいゆうかい 891-2304 鹿屋市花岡町3979-1 0994-46-5050 林　幸香

鹿屋市 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 893-0009 鹿屋市大手町1-1 リナシティかのや２Ｆ 0994-44-2951 宮下　昭廣

県（子育て支援課） 神川福祉会 かみかわふくしかい 893-2301 肝属郡錦江町神川3239 0994-22-0768 濵田　ひとみ

鹿屋市 上名福祉会 かみみょうふくしかい 893-0032 鹿屋市川西町3985-4 0994-45-6201 杉本　正和

出水市 カラーズ から－ず 899-0204 出水市麓町11-1 0996-63-2171 西　憲厚　
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鹿児島市 川上福祉会 かわかみふくしかい 892-0875 鹿児島市川上町3472番地 099-243-2932 田知行　義久

姶良市 川野福祉会 かわのふくしかい 899-5241 姶良市加治木町木田757 0995-62-2677 立山　経一

県（子育て支援課） 関白福祉会 かんぱくふくしかい 892-0875 鹿児島市川上町1041-1 099-243-2366 田渕　マサ子

県（子育て支援課） 甘露会 かんろかい 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地808-1 0996-53-3130 野﨑　流見

鹿児島市 環和会 かんわかい 891-0132 鹿児島市七ツ島一丁目2番27号 099-204-7226 有村　和久

鹿児島市 喜入会 きいれかい 891-0205 鹿児島市喜入前之浜町7788番地 099-343-1168 新田　美和

鹿児島市 喜入保育園 きいれほいくえん 891-0203 鹿児島市喜入町7251番地2 099-345-0680 栗脇　哲祥

県（社会福祉課） 喜界町社会福祉協議会 きかいちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-6201 大島郡喜界町赤連22 0997-65-0887 佐藤　伸一郎

県（高齢者生き生き推進課） 岸良福祉会 きしらふくしかい 893-1511 肝属郡肝付町岸良392－1 0994-45-6776 佐々木　真也

県（子育て支援課） 吉祥福祉会 きっしょうふくしかい 895-1811 薩摩郡さつま町虎居町1779-1 0996-53-0305 永田　隆生

県（子育て支援課） 希望ケ丘福祉会 きぼうがおかふくしかい 899-6303 霧島市横川町中ノ5645-1 0995-72-1010 大久保　直義

県（社会福祉課） 肝付町社会福祉協議会 きもつきちょうしゃかいふくしきょうぎかい 893-1207 肝属郡肝付町新富5589-8 0994-68-8188 松元　一昭

南九州市 休道福祉会 きゅうどうふくしかい 897-0304 南九州市知覧町東別府15635 0993-84-2111 若宮　浩二

鹿児島市 教恵福祉会 きょうけいふくしかい 892-0871 鹿児島市吉野町6039番地10 099-243-7728 吉井　恵

鹿屋市 共生会 きょうせいかい 893-0064 鹿屋市西原3-9-23 0994-44-7043 田原　一德

県（障害福祉課） 暁星会 ぎょうせいかい 891-3604 熊毛郡中種子町野間6584-1 0997-27-0377 橋口　勝

志布志市 橋友会 きょうゆうかい 899-7103 志布志市志布志町志布志2-27-18 099-472-8485 橋口　渡

垂水市 協和福祉会 きょうわふくしかい 891-2101 垂水市海潟651-2 0994-32-0554 岩元　寛昭

鹿児島市 旭生会 きょくせいかい 891-0133 鹿児島市平川町1382番地 099-262-2222 園田　希和子

薩摩川内市 清色福祉会 きよしきふくしかい 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名790-1 0996-44-4670 今村　純博

霧島市 きりしま愛和会 きりしまあいわかい 899-4346 霧島市国分府中町18-56 0995-48-7546 木野田　幸洋

霧島市 霧島会 きりしまかい 899-4201 霧島市霧島田口字白土2737-36 0995-57-0100 堀之内　康弘

霧島市 霧島市社会福祉協議会 きりしまししゃかいふくしきょうぎかい 899-4332 霧島市国分中央3-33-10 0995-45-1557 福永　洊

志布志市 きりたけ福祉会 きりたけふくしかい 899-7602 志布志市松山町泰野3721 099-487-8355 下平　晴行

指宿市 錦江会 きんこうかい 891-0304 指宿市東方828ーロ 0993-22-4149 肥後　高春

県（社会福祉課） 錦江町社会福祉協議会 きんこうちょうしゃかいふくしきょうぎかい 893-2302 肝属郡錦江町城元963 0994-22-2000 新田　敏郎

県（子育て支援課） 錦光福祉会 きんこうふくしかい 895-2201 薩摩郡さつま町求名2735-7 0996-57-0882 島子　興喜

志布志市 欣生会 きんせいかい 899-7402 志布志市有明町野井倉2006-1 099-474-0808 遠矢　知仁

薩摩川内市 近陵会 きんりょうかい 895-0061 薩摩川内市御陵下町29-50 0996-25-3273 伊達　直子
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県（高齢者生き生き推進課） クオラ くおら 895-1804 薩摩郡さつま町船木2315-1 0996-53-0026 松下　兼一

鹿児島市 久遠福祉会 くおんふくしかい 890-0056 鹿児島市下荒田2丁目49番20号 099-253-3338 長江　正博

鹿児島市 くすの木会 くすのきかい 891-1205 鹿児島市犬迫町7771番地 099-238-0346 日笠山　大介

西之表市 国上会 くにがみかい 891-3222 西之表市国上2119 0997-28-0036 長倉　義秋

薩摩川内市 隈之城福祉協会 くまのじょうふくしきょうかい 895-0041 薩摩川内市隈之城町1434 0996-22-3619 新原　春ニ

霧島市 クローバー福祉会 くろーばーふくしかい 899-5102 霧島市隼人町内514番1 0995-43-3672 山口　義幸

鹿児島市 くろしお会 くろしおかい 891-1108 鹿児島市郡山岳町2208番地 099-245-6630 中川　潔

県（障害福祉課） 黒潮会 くろしおかい 899-0404 出水市高尾野町下高尾野2216-1 0996-64-2006 中村　興二

薩摩川内市 敬愛会 けいあいかい 896-1201 薩摩川内市上甑町中甑1236 09969-2-0100 村永　艶子

南九州市 恵愛会 けいあいかい 897-0303 南九州市知覧町永里4577-3 0993-83-3077 小田代　卓也

鹿児島市 恵愛福祉会 けいあいふくしかい 891-0105 鹿児島市中山町2301番地3 099-268-9645 青木　春生

県（子育て支援課） 恵光福祉会 けいこうふくしかい 895-2202 薩摩郡さつま町中津川1986-1 0996-57-0845 蓑牟田　律子

薩摩川内市 渓州会 けいしゅうかい 899-1801 薩摩川内市西方町小迫3111 0996-28-1010 濵田　聡

曽於市 恵昭会 けいしょうかい 899-4101 曽於市財部町南俣5229－3 0986－75－1211 片田　昭一

鹿児島市 恵心会 けいしんかい 891-0104 鹿児島市山田町3828番地 099-264-0001 藤川　忠宏

鹿屋市 敬心会 けいしんかい 893-0057 鹿屋市今坂町12405-47 0994-43-7920 郷原　建樹

鹿屋市 恵仁会 けいじんかい 893-0024 鹿屋市下祓川町1800 0994-43-2546 池田　志保子

南九州市 敬仁会 けいじんかい 897-0202 南九州市川辺町清水10131-2 0993-56-0018 牧角　香奈子

県（子育て支援課） 恵心福祉会 けいしんふくしかい 893-1207 肝属郡肝付町新富4990-1 0994-35-0010 畑中　貫之

鹿児島市 慶生会 けいせいかい 891-0144 鹿児島市下福元町1732番地 099-263-3588 川窪　眞由美

県（高齢者生き生き推進課） 恵誠会 けいせいかい 893-1203 肝属郡肝付町後田5375 0994-65-4738 吉川　洋子

志布志市 傾聴福祉会 けいちょうふくしかい 899-7601 志布志市松山町新橋1564 099-487-2146 宮田　慶一郎

県（子育て支援課） 敬天会 けいてんかい 891-8114 大島郡伊仙町大字面縄1977 0997-86-2989 豊　幸一郎

姶良市 敬天会 けいてんかい 899-5241 姶良市加治木町木田1395-16 0995-64-3611 大友　良治

鹿児島市 敬天福祉会 けいてんふくしかい 892-0813 鹿児島市城山2丁目36番1号 099-222-5377 日高　正太

奄美市 恵寧会 けいねいかい 894-1116 奄美市住用町摺勝451-3 0997-56-2101 土持　圭子

伊佐市 啓明福祉会 けいめいふくしかい 895-2707 伊佐市菱刈徳辺2202-1 0995-26-0300 水間　信寿

県（障害福祉課） 恵友会 けいゆうかい 894-3304 大島郡宇検村須古字阿京757 0997-67-2314 大友　良治

日置市 恵里会 けいりかい 899-2203 日置市東市来町伊作田7078-1 099-246-6111 前原　くるみ
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県（障害福祉課） 敬和会 けいわかい 897-0302 南九州市知覧町郡9047-1 0993-83-4800 松久保　和俊

日置市 健康村 けんこうむら 899-2522 日置市伊集院町飯牟礼369-1 099-273-8211 藤井　勝己

阿久根市 顕浄会 けんじょうかい 899-1625 阿久根市波留1118-5 0996-72-2287 野元　一臣

姶良市 建昌福祉会 けんしょうふくしかい 899-5421 姶良市東餅田2602 0995-67-3333 伊東　安男

南九州市 顕真福祉会 けんしんふくしかい 897-0304 南九州市知覧町東別府6051 0993-84-2214 藤井　顕治

県（子育て支援課） 見真福祉会 けんしんふくしかい 893-2402 肝属郡錦江町田代川原275－1 0994-25-2037 林　正美

西之表市 現和会 げんなかい 891-3103 西之表市現和5916 0997-25-0058 上妻　健一郎

鹿児島市 光愛福祉会 こうあいふくしかい 890-0032 鹿児島市西陵3丁目9番3号 099-282-9620 山下　信照

日置市 光栄福祉会 こうえいふくしかい 899-2201 日置市東市来町湯田2231 099-274-0260 佐藤　常昭

県（障害福祉課） 幸喜会 こうきかい 894-2232 大島郡瀬戸内町勝能887 0997-73-2000 程　卓郞

南九州市 公宜会 こうぎかい 897-0302 南九州市知覧町郡17756-4 0993-83-4735 松清　すゞ子

姶良市 興教寺福祉会 こうきょうじふくしかい 899-5431 姶良市西餅田3397-5 0995-65-2177 上原　信

鹿児島市 興国学舎福祉会 こうこくがくしゃふくしかい 892-0854 鹿児島市長田町24番17号 099-222-6388 西田　隆資

県（子育て支援課） 光西福祉会 こうさいふくしかい 893-1206 肝属郡肝付町前田3839－3 0994-65-0432 畠中　親德

鹿児島市 宏修福祉会 こうしゅうふくしかい 891-0103 鹿児島市皇徳寺台3丁目31番5号 099-275-0733 内野　修一

鹿児島市 光樹会 こうじゅかい 890-0056 鹿児島市下荒田4丁目48番30号 099-213-5222 岩元　優子

県（高齢者生き生き推進課） 幸伸会 こうしんかい 893-2302 肝属郡錦江町城元3724-1 0994-22-3388 石踊　紳一郎

霧島市 公心会 こうしんかい 899-5103 霧島市隼人町小浜3070 0995-43-8088 日高　憲太郎

南さつま市 幸尋会 こうじんかい 897-1122 南さつま市加世田小湊528 0993-53-2477 池田　功

鹿児島市 厚生会 こうせいかい 892-0871 鹿児島市吉野町6077番地56 099-244-5588 加治木　久男

出水市 興正会 こうせいかい 899-0122 出水市境町1822 0996-67-5070 小幡　美枝子

南九州市 更生会 こうせいかい 891-0704 南九州市頴娃町別府4710-6 0993-38-0234 中村　邦彦

枕崎市 厚生福祉会 こうせいふくしかい 898-0048 枕崎市火之神町725 0993-76-2211 小原　該一

鹿児島市 厚徳会 こうとくかい 891-0116 鹿児島市上福元町7048番地１ 099-263-5501 厚地　良彦

県（子育て支援課） 宏徳福祉会 こうとくふくしかい 891-7101 大島郡徳之島町亀津3334 0997-82-0347 常山　太一朗

県（子育て支援課） 幸徳福祉会 こうとくふくしかい 891-8201 大島郡伊仙町伊仙2901-1 0997-86-3134 幸多　健次

曽於市 高之峯保育園 こうのみねほいくえん 899-8606 曽於市末吉町深川字寺山原3669-1 0986-76-0426 五十嵐　祥子

県（高齢者生き生き推進課） 幸風会 こうふうかい 891-3701 熊毛郡南種子町中之上1702-4 0997-26-2345 石堂　和雄

県（子育て支援課） 幸福福祉会 こうふくふくしかい 891-9214 大島郡知名町知名2151 0997-93-3033 神崎　千恵子
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指宿市 光明禅寺福祉会 こうみょうぜんじふくしかい 891-0402 指宿市十町2768-1 0993-22-2369 野口　マスミ

薩摩川内市 光明福祉会 こうみょうふくしかい 895-1202 薩摩川内市樋脇町塔之原1177 0996-37-2103 岡田　晃昭

姶良市 幸友会 こうゆうかい 899-5231 姶良市加治木町反土1420-1 0995-62-0657 髙田　昌美

県（子育て支援課） 高佑福祉会 こうゆうふくしかい 893-1206 肝属郡肝付町前田3971 0994-65-1155 赤木　沙里子

鹿児島市 向陽会 こうようかい 891-1206 鹿児島市皆与志町1779番地 099-238-4861 本重　博史

鹿児島市 孝養会 こうようかい 891-0104 鹿児島市山田町2405番地1 099-275-7160 上原　孝一郎

南さつま市 光陽会 こうようかい 899-3511 南さつま市金峰町宮崎4019 0993-77-0500 西田　保馬

鹿児島市 光陽福祉会 こうようふくしかい 891-1205 鹿児島市犬迫町4014番地 099-238-4461 東　泰宏

霧島市 光耀福祉会 こうようふくしかい 899-6404 霧島市溝辺町麓2560 0995-58-3005 藤谷　文孝

県（高齢者生き生き推進課） 光与会 こうよかい 891-9301 大島郡与論町茶花2179 0997-97-2285 池田　靖典

鹿児島市 高齢者介護予防協会かごしま こうれいしゃかいごよぼうきょうかいかごしま 890-0072 鹿児島市新栄町1番11号 099-813-1040 黒野　明日嗣

県（子育て支援課） 響流福祉会 こおるふくしかい 895-2101 薩摩郡さつま町鶴田3424-18 0996-59-3074 副　翠芳

南九州市 こだま会 こだまかい 897-0221 南九州市川辺町田部田3535 0993-56-3199 児玉　祐一

鹿児島市 小鳩会 こばとかい 891-0113 鹿児島市東谷山3丁目8番25号 099-268-2712 有満　麗子

鹿児島市 こまどり福祉会 こまどりふくしかい 890-0002 鹿児島市西伊敷2丁目1番2号 099-220-9722 羽生　悦朗

南さつま市 小湊福祉会 こみなとふくしかい 897-1122 南さつま市加世田小湊8895 0993-53-9839 音羽　文雄

南九州市 御領福祉会 ごりょうふくしかい 891-0703 南九州市頴娃町御領3450-2 0993-36-3900 宮元　裕一

日置市 金剛樹心会 こんごうじゅしんかい 899-3101 日置市日吉町日置3450-2 099-292-3279 那須  良彦

霧島市 金剛福祉会 こんごうふくしかい 899-4501 霧島市福山町福山4930-2 0995-56-2867 原村　光慈

志布志市 西光福祉会 さいこうふくしかい 899-7511 志布志市有明町原田2298 099-475-0105 藤井　龍道

鹿児島市 西寿寺福祉会 さいじゅじふくしかい 891-1416 鹿児島市桜島武町648番地 099-293-3115 村永　やすよ

鹿児島市 坂栄寿会 さかえいじゅかい 892-0862 鹿児島市坂元町28番5号 099-298-9674 為國　忠彦

鹿児島市 桜ヶ丘福祉会 さくらがおかふくしかい 891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1 099-264-3952 徳田　直子

鹿屋市 さくら福祉会 さくらふくしかい 893-0064 鹿屋市西原2-37-10 0994-42-4455 郷原　英昭

鹿児島市 笹桐福祉会 ささぎりふくしかい 890-0031 鹿児島市武岡2丁目29番地１ 099-281-8401 基　ヨシ子

垂水市 さざなみ福祉会 さざなみふくしかい 891-2116 垂水市柊原3377 0994-35-2661 黒川　徹

県（子育て支援課） 指江福祉会 さすえふくしかい 899-1303 出水郡長島町指江146-1 0996-88-5009 正覺　智成

薩摩川内市 薩摩川内市社会福祉協議会 さつませんだいししゃかいふくしきょうぎかい 895-0005 薩摩川内市永利町4107-1 0996-22-2355 上屋　和夫

県（社会福祉課） さつま町社会福祉協議会 さつまちょうしゃかいふくしきょうぎかい 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2117-1 0996-52-1123 二階堂　清一
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薩摩川内市 薩摩ひまわり さつまひまわり 895-0005 薩摩川内市永利町4107-6 0996-20-3324 別府　則夫

薩摩川内市 里福祉会 さとふくしかい 896-1101 薩摩川内市里町里1621-1 09969-6-3820 純浦　勝志

鹿児島市 三愛会 さんあいかい 890-0065 鹿児島市郡元3丁目4番15号 099-812-6095 川村　美智子

いちき串木野市 サンガ さんが 896-0013 いちき串木野市栄町23 0996-32-3006 井上　弘顕

奄美市 三環舎 さんかんしゃ 894-0772 奄美市名瀬西仲勝314-6 0997-55-7088 向井　扶美

出水市 参同会 さんどうかい 899-0124 出水市美原町3151 0996-63-8561 今村　シヅ子

県（高齢者生き生き推進課） 三峰会 さんぽうかい 899-7301 曽於郡大崎町菱田家戸原3063 099-477-0372 風呂井　敬

霧島市 山陵会 さんりょうかい 899-6404 霧島市溝辺町麓947-3 0995-58-3714 徳永　正義

県（障害福祉課） 慈愛会 じあいかい 892-0822 鹿児島市泉町1-15  099-222-1644 今村　英仁

鹿児島市 しおん会 しおんかい 891-1301 鹿児島市西佐多町4627番地1 099-295-1900 八木　まゆみ

垂水市 慈恩福祉会 じおんふくしかい 891-2123 垂水市本町68 0994-32-0007 磯脇　正道

出水市 慈恵福祉会 じけいふくしかい 899-0402 出水市高尾野町柴引2061 0996-82-2932 笠置　信行

鹿児島市 慈孝会 じこうかい 892-0871 鹿児島市吉野町5652番地1 099-243-5003 四元　孝英

いちき串木野市 慈昂会 じこうかい 899-2103 いちき串木野市大里992 0996-36-3060 丸田　大剛

指宿市 慈光福祉会 じこうふくしかい 891-0513 指宿市山川岡児ケ水2013 0993-35-0903 大石　大教

薩摩川内市 慈晃福祉会 じこうふくしかい 895-1401 薩摩川内市入来町副田6046-25 0996-44-4381 勝田　芳孝

志布志市 慈寂福祉会 じじゃくふくしかい 899-7104 志布志市志布志町安楽1786-8 099-472-0098 原口　済

県（高齢者生き生き推進課） 志翔会 ししょうかい 895-1817 薩摩郡さつま町湯田1575-1 0996-55-9850 立志　公和

鹿児島市 紫清会 しせいかい 890-0082 鹿児島市紫原4丁目4番1号 099-210-5099 尾辻　伸朗

霧島市 実往福祉会 じつおうふくしかい 899-4201 霧島市霧島田口807 0995-57-1482 苅屋　龍栄

姶良市 実窓寺福祉会 じっそうじふくしかい 899-5241 姶良市加治木町木田3453-7 0995-63-1914 六反　一成

鹿児島市 慈風会 じふうかい 890-0068 鹿児島市東郡元町11番6号 099-814-7716 山中　弘子

志布志市 志布志市社会福祉協議会 しぶしししゃかいふくしきょうぎかい 899-7103 志布志市志布志町志布志3222-1 099-472-1800 溝口　敏久

霧島市 至宝福祉会 しほうふくしかい 899-6301 霧島市横川町上ノ4503-1 0995-73-2371 前原　寛

出水市 下水流福祉会 しもずるふくしかい 899-0405 出水市高尾野町下水流2759-18 0996-82-0030 畠中　大喜

県（子育て支援課） しゃくなげ福祉会 しゃくなげふくしかい 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2485-101 0997-42-0800 相良　ソノ子

枕崎市 秀京会 しゅうけいかい 898-0022 枕崎市宮田町181 0993-78-3110 鮫島　秀弥

県（高齢者生き生き推進課） 脩寿会 しゅうじゅかい 895-2103 薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077-1 0996-59-8004 林田　功

南さつま市 秀風会 しゅうふうかい 897-1123 南さつま市加世田高橋2190 0993-52-3056 市坪　秀彦
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県（高齢者生き生き推進課） 州鵬会 しゅうほうかい 899-8511 鹿屋市輝北町市成2121番地3 099-485-1902 吉元　みどり

鹿児島市 寿康会 じゅこうかい 891-1304 鹿児島市本名町234番地 099-294-2510 前田　榮子

鹿屋市 潤心会 じゅんしんかい 893-0014 鹿屋市寿8-3-32 0994-42-2531 躯川　勝

志布志市 純真福祉会 じゅんしんふくしかい 899-7402 志布志市有明町野井倉8547-1 099-474-1506 横峯　吉文

県（高齢者生き生き推進課） 潤生会 じゅんせいかい 894-1507 大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西7-3 0997-72-3364 藤野　耕一

県（高齢者生き生き推進課） 淳成会 じゅんせいかい 891-4312 熊毛郡屋久島町船行字龍天1068-3 0997-46-3114 仲　淳一郎

鹿児島市 正栄会 しょうえいかい 891-1103 鹿児島市川田町1090番地 099-298-8153 上片平  栄昭

南九州市 勝縁福祉会 しょうえんふくしかい 891-0701 南九州市頴娃町郡11334-7 0993-36-0102 田宮　日出男

姶良市 晶貴会 しょうきかい 899-5241 姶良市加治木町木田4700 0995-62-9111 日髙　晶子

県（子育て支援課） 上宮福祉会 じょうぐうふくしかい 895-1807 薩摩郡さつま町平川1872-2 0996-54-2672 原田　千尋

県（高齢者生き生き推進課） 松恵会 しょうけいかい 890-0033 鹿児島市西別府町1920番地 099-282-7520 中村　奈美子

薩摩川内市 祥健会 しょうけんかい 895-1106 薩摩川内市東郷町斧渕2501 0996-42-2111 松尾　眞一郎

日置市 松秀福祉会 しょうしゅうふくしかい 899-2202 日置市東市来町長里1775 099-274-2430 徳山　孝一

県（高齢者生き生き推進課） 成心会 じょうしんかい 899-1304 出水郡長島町城川内2331-8 0996-88-6800 飯尾　一登

曽於市 正心福祉会 しょうしんふくしかい 899-8212 曽於市大隅町月野3659-1 099-482-3302 島見　教信

鹿児島市 松青福祉会 しょうせいふくしかい 891-0141 鹿児島市谷山中央4丁目4907番地11 099-268-4247 松元　公志郎

県（高齢者生き生き推進課） 城西福祉会 じょうせいふくしかい 892-0828 鹿児島市金生町7番10号4階 099-295-3237 日髙　憲太郎

指宿市 尚徳会 しょうとくかい 891-0513 指宿市山川岡児ヶ水1212-1 0993-35-0220 橋口　尚文

鹿屋市 正徳福祉会 しょうとくふくしかい 893-1603 鹿屋市串良町岡崎3445-2 0994-63-2186 白坂　芳春

鹿屋市 浄土福祉会 じょうどふくしかい 893-1103 鹿屋市吾平町麓1257－4 0994-58-7800 平田　伸長

伊佐市 正念寺福祉会 しょうねんじふくしかい 895-2507 伊佐市大口大田58-1 0995-22-2327 吾孫子　幹

指宿市 浄念地福社会 じょうねんちふくしかい 891-0602 指宿市開聞川尻5677 0993-32-2141 宮地　最勝

鹿屋市 正念福祉会 しょうねんふくしかい 893-1101 鹿屋市吾平町上名7681 0994-58-8220 藤　正導

鹿児島市 翔風会 しょうふうかい 891-0203 鹿児島市喜入町6987番地 099-202-0080 濵田　巳則

県（障害福祉課） 松風会 しょうふうかい 893-1614 肝属郡東串良町新川西20-1 0994-63-0233 岩重　元栄

県（高齢者生き生き推進課） 昭芳会 しょうほうかい 899-6105 姶良郡湧水町般若寺358 0995-75-4622 林　芳郎

霧島市 照明福祉会 しょうみょうふくしかい 899-6405 霧島市溝辺町崎森2705-3 0995-58-2245 藤谷　憲秀

鹿児島市 翔洋会 しょうようかい 891-0104 鹿児島市山田町338番地 099-265-7500 寺田　洋一

鹿児島市 松和会 しょうわかい 891-1206 鹿児島市皆与志町2261番地1 099-238-5560 長柄　英男
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鹿児島市 ショコラ しょこら 890-0034 鹿児島市田上6丁目22番18号 099-801-4550 西本　紀一郎

県（障害福祉課） 白鳩会 しらはとかい 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北2105 0994-24-2517 中村　隆一郎

日置市 白百合福祉会 しらゆりふくしかい 899-2504 日置市伊集院町郡1684-10 099-273-6279 鮫島　尊美

鹿児島市 城山会 しろやまかい 892-0854 鹿児島市長田町32番地1 099-219-6030 中村　佐知子

伊佐市 慈和会 じわかい 895-2507 伊佐市大口大田132 0995-23-0322 犬塚　優子

鹿児島市 仁愛会 じんあいかい 891-0143 鹿児島市和田2丁目41番12号 099-267-2370 田上　晴朗

県（子育て支援課） 心光福祉会 しんこうふくしかい 899-6201 姶良郡湧水町木場1036 0995-74-2034 藤谷　康紀

薩摩川内市 伸志会 しんしかい 895-1502 薩摩川内市祁答院町藺牟田2153-1 0996-56-0360 高江　政伸

垂水市 新城福祉会 しんじょうふくしかい 891-2114 垂水市新城280-4 0994-35-3651 友岡　晃晶

日置市 信成会 しんせいかい 899-2201 日置市東市来町湯田字平原7107-8 099-274-2061 河野　史代

奄美市 真正会 しんせいかい 894-0041 奄美市名瀬朝仁新町25－18 0997-53-4738 加世田　洋

指宿市 新西方福祉会 しんにしかたふくしかい 891-0313 指宿市新西方725 0993-25-2861 吉留　浩一郎

県（障害福祉課） 真奉会 しんぽうかい 899-5116 霧島市隼人町内2068 0995-44-7111 大村　貢

指宿市 心和会 しんわかい 891-0404 指宿市東方字王子迫365 0993-22-2480 伊藤　眞木子

薩摩川内市 親和会 しんわかい 895-0066 薩摩川内市五代町7450 0996-27-6780 新須　和男

南さつま市 真和会 しんわかい 897-0004 南さつま市加世田内山田2397 0993-52-3054 下園　守昭

出水市 信和会 しんわかい 899-0133 出水市福ノ江町1030 0996-67-2166 岡　　和徳

鹿屋市 親和福祉会 しんわふくしかい 893-1601 鹿屋市串良町細山田5295-1 0994-62-3377 大田　香月

西之表市 住吉がじゅまる会 すみよしがじゅまるかい 891-3104 西之表市住吉3363-1 0997-23-8015 山下　千里

鹿児島市 すみれ福祉会 すみれふくしかい 891-0143 鹿児島市和田1丁目9番3号 099-268-2113 青木　和彦

霧島市 すめら福祉会 すめらふくしかい 899-4201 霧島市霧島田口2512-19 0995-57-0527 中村　公紀

薩摩川内市 諏訪福祉会 すわふくしかい 895-0061 薩摩川内市御陵下町19-5 0996-22-2764 帯田　博美

鹿児島市 星愛福祉会 せいあいふくしかい 891-0102 鹿児島市星ヶ峯4丁目3番1号 099-265-3477 迫田　雄介

県（高齢者生き生き推進課） 聖光会 せいこうかい 893-2504 肝属郡南大隅町根占山本1250-1 0994-24-3100 津崎　貴春

日置市 清光福祉会 せいこうふくしかい 899-2501 日置市伊集院町下谷口1895-3 099-273-4457 齊藤　格

指宿市 清志会 せいしかい 891-0603 指宿市開聞十町2807 0993-32-2100 福岡　亮一

県（高齢者生き生き推進課） 聖寿会 せいじゅかい 899-2701 鹿児島市石谷町3523 099-278-2720 本庄　茂

鹿児島市 正聖会 せいしょうかい 891-0117 鹿児島市西谷山2丁目16番8 099-269-5075 上村　正則

県（子育て支援課） 青松会 せいしょうかい 899-7304 曽於郡大崎町横瀬1994 0994-76-0555 三浦 敏春
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県（子育て支援課） 青松福祉会 せいしょうふくしかい 891-8327 大島郡伊仙町犬田布犬當778-3 0997-86-9468 松永　晶子

県（高齢者生き生き推進課） 誠心会 せいしんかい 893-2402 肝属郡錦江町田代川原369 0994-25-2174 濵畑　和人

鹿児島市 清心福祉会 せいしんふくしかい 892-0877 鹿児島市吉野2丁目44番29号 099-243-8973 福重　陽一

鹿児島市 青鳥会 せいちょうかい 892-0871 鹿児島市吉野町10791番地18 099-295-3017 牧　美輝

霧島市 政典会 せいてんかい 899-4301 霧島市国分重久269番地3 0995-70-1500 鎌田　善政

鹿屋市 西南保育園 せいなんほいくえん 893-0036 鹿屋市萩塚町3257-5 0994-49-2102 藏ヶ﨑　譲

県（高齢者生き生き推進課） 清風 せいふう 899-1131 阿久根市脇本9090-23 0996-75-2200 槝之浦　良文

鹿児島市 清風会 せいふうかい 890-0036 鹿児島市田上台1丁目43番1号 099-286-6363 森山　高明

霧島市 清風会 せいふうかい 899-4304 霧島市国分清水1-25-45 0995-46-0789 永園　達朗

いちき串木野市 生福笑顔会 せいふくえがおかい 896-0078 いちき串木野市生福8671 0996-32-3359 川嵜　秀弥

鹿児島市 清豊福祉会 せいほうふくしかい 891-0116 鹿児島市上福元町5682番地 099-268-5122 中野　兵衛

鹿児島市 清明福祉会 せいめいふくしかい 890-0031 鹿児島市武岡3丁目13番地1 099-281-3733 四本　德夫

県（障害福祉課） 清流苑 せいりゅうえん 899-0215 出水市武本5294-9 0996-63-8023 中島　雅恵

薩摩川内市 清流福祉会 せいりゅうふくしかい 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名7517-3 0996-44-2391 椋　奈緒子

阿久根市 青陵会 せいりょうかい 899-1611 阿久根市赤瀬川887-1 0996-73-3280 折橋　嘻典

鹿児島市 正和会 せいわかい 891-0144 鹿児島市下福元町3481番地 099-260-2811 有村　茂樹

鹿児島市 積仁会 せきじんかい 891-0104 鹿児島市山田町1451番地8 099-265-1223 尾上 マリ

鹿児島市 瀬々串福祉会 せせくしふくしかい 891-0201 鹿児島市喜入瀬々串町3500番地 099-347-0081 内木場　司

県（社会福祉課） 瀬戸内町社会福祉協議会 せとうちちょうしゃかいふくしきょうぎかい 894-1506 大島郡瀬戸内町古仁屋船津16-1 0997-72-4144 濱田　益弘

志布志市 泉秀福祉会 せんしゅうふくしかい 899-7103 志布志市志布志町志布志287-1 099-472-1369 坂田　ツミ子

鹿児島市 泉心会 せんしんかい 891-0105 鹿児島市清和3丁目2番5号 099-268-9898 堀之内　学

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

薩摩川内市 川内ハチス福祉会 せんだいはちすふくしかい 899-1922 薩摩川内市小倉町605-3 0996-22-2461 加藤　信行

薩摩川内市 川内東福祉協会 せんだいひがしふくしきょうかい 895-0003 薩摩川内市中村町7126-2 0996-29-2714 小牧　勝一郎

伊佐市 宗希福祉会 そうきふくしかい 895-2511 伊佐市大口里2602 0995-22-5473 原田平　輝志

奄美市 蒼寿会 そうじゅかい 894-0047 奄美市名瀬知名瀬2369-13 0997-55-6001 向井　奉文

志布志市 創風 そうふう 899-7603 志布志市松山町尾野見41-1 099-487-9545 山下　修一

曽於市 曽於市社会福祉協議会 そおししゃかいふくしきょうぎかい 899-4101 曽於市財部町南俣504-1 0986-72-0460 山本　ひとみ

県（子育て支援課） 速證福祉会 そくしょうふくしかい 899-6104 姶良郡湧水町川西800-1 0995-75-2040 石神　慶正
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県（障害福祉課） そてつ会 そてつかい 891-0511 指宿市山川福元4856-1 0993-35-2131 岡村　もも子

伊佐市 大一会 だいいちかい 895-2526 伊佐市大口宮人463-133 0995-23-0115 大保　潤一郎

県（子育て支援課） 大照福祉会 だいしょうふくしかい 891-4409 熊毛郡屋久島町粟生1284 0997-48-2050 田嶋　辰夫

指宿市 大成福祉会 たいせいふくしかい 891-0515 指宿市山川小川602-1 0993-35-2275 福岡　秀樹

鹿児島市 太陽会 たいようかい 892-0871 鹿児島市吉野町5066番地 099-243-6639 福森　悦子

姶良市 太陽の風 たいようのかぜ 899-5431 姶良市西餅田3306-1 0995-67-1155 小牧　伸一郎

曽於市 太陽の子福祉会 たいようのこふくしかい 899-8212 曽於市大隅町月野2243-1 099-482-2927 持田　初穂

いちき串木野市 太陽福祉会 たいようふくしかい 896-0005 いちき串木野市西塩田町73-1 0996-32-7910 吉尾　逸郎

南さつま市 大笠会 だいりゅうかい 897-1302 南さつま市笠沙町赤生木11372-376 0993-58-8222 本坊　輝雄

薩摩川内市 高江町福祉会 たかえちょうふくしかい 895-0131 薩摩川内市高江町1875 0996-27-2225 兒玉　次任

鹿屋市 高隈福祉会 たかくまふくしかい 893-0132 鹿屋市下高隈町4681-5 0994-45-3078 有村　達郎

南さつま市 高橋福祉会 たかはしふくしかい 899-3404 南さつま市金峰町高橋2069 0993-77-1557 田中　利幸

薩摩川内市 高城福祉協会 たきふくしきょうかい 895-0211 薩摩川内市高城町1445 0996-30-2920 田中　保

薩摩川内市 拓洋会 たくようかい 895-1202 薩摩川内市樋脇町塔之原4020 0996-37-2861 高橋　洋治

鹿児島市 汰功樹会 たこうじゅかい 890-0082 鹿児島市紫原3丁目41番25号 099-251-2922 古薗　春則

日置市 田代福祉会 たしろふくしかい 899-2311 日置市東市来町養母6274-1 099-274-9420 東福　泰則

県（子育て支援課） たちばな会 たちばなかい 890-0082 鹿児島市紫原6丁目40番27号 099-251-4041 冨田　隆文

霧島市 たちばな会 たちばなかい 899-4501 霧島市福山町福山838 0995-55-2121 松下　兼介

県（社会福祉課） 龍郷町社会福祉協議会 たつごうちょうしゃかいふくしきょうぎかい 894-0102 大島郡龍郷町瀬留967 0997-62-5020 牧　智登美

鹿屋市 達定福祉会 たつじょうふくしかい 899-8511 鹿屋市輝北町市成1467 099-485-1154 藤　達

鹿屋市 辰巳福祉会 たつみふくしかい 893-0026 鹿屋市祓川町4498 0994-42-2250 有村　テル子

県（子育て支援課） 立神福祉会 たてがみふくしかい 898-0051 枕崎市中央町261 0993-72-0315 酒匂　明彦

出水市 だるま福祉会 だるまふくしかい 899-0204 出水市麓町1459 0996-62-6722 秋吉　靖成

垂水市 垂水市社会福祉協議会 たるみずししゃかいふくしきょうぎかい 891-2104 垂水市田神11-1 0994-32-6277 木佐貫　泰英

垂水市 垂水福祉事業協会 たるみずふくしじぎょうきょうかい 891-2124 垂水市錦江町1-226 0994-32-0063 小島　憲男

鹿児島市 たんぽぽ会 たんぽぽかい 891-0102 鹿児島市星ヶ峯4丁目2番6号 099-265-1267 藤田　泰洋

  - 千草会 ちぐさかい    -     -     -     -

県（高齢者生き生き推進課） 智光会 ちこうかい 899-6207 姶良郡湧水町米永2387 0995-74-1111 永田　浩三

県（子育て支援課） ちどり福祉会 ちどりふくしかい 890-0056 鹿児島市下荒田2-7-2 099-255-5521 佐多　洋子
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県（社会福祉課） 知名町社会福祉協議会 ちなちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-9213 大島郡知名町瀬利覚287 0997-93-5261 宗岡　須賀美

県（子育て支援課） ちびっこ福祉会 ちびっこふくしかい 899-8313 曽於郡大崎町野方6095-38 0994-78-2324 吉岡　順一

県（子育て支援課） 長光福祉会 ちょうこうふくしかい 899-1304 出水郡長島町城川内601 0996-88-5563 山本　定満

垂水市 長和会 ちょうわかい 891-2112 垂水市本城221 0994-32-2851 重吉　孝二

南九州市 知覧中央福祉会 ちらんちゅうおうふくしかい 897-0305 南九州市知覧町瀬世5383-7 0993-84-0628 上之　悦子

南九州市 知覧二葉福祉会 ちらんふたばふくしかい 897-0302 南九州市知覧町郡16758-2 0993-83-2228 小田代　憲一

日置市 九十九会 つくもかい 899-2202 日置市東市来町長里360-1 099-274-3770 久保　哲

指宿市 槌橋保育園 つちはしほいくえん 891-0315 指宿市岩本2808 0993-25-2020 堀口　健一郎

南さつま市 津貫福祉会 つぬきふくしかい 899-3611 南さつま市加世田津貫6550 0993-55-2132 本坊　松美

鹿児島市 つぼみ会 つぼみかい 891-0143 鹿児島市和田1丁目41番3号 099-269-5177 堂前　耕子

霧島市 つぼみの会 つぼみのかい 899-4461 霧島市国分上之段2287-1 0995-48-2776 北郷　利美

南九州市 滴々会 てきてきかい 897-0302 南九州市知覧町郡2072-2 0993-58-7171 山内　知枝

いちき串木野市 照島会 てるしまかい 896-0037 いちき串木野市別府3570 0996-32-5780 和田　力

県（子育て支援課） 天松院福祉会 てんしょういんふくしかい 893-2302 肝属郡錦江町城元777 0994-22-0010 鬼塚　久明

県（障害福祉課） 天上会 てんじょうかい 893-1203 肝属郡肝付町後田5501 0994-65-2340 前田　智史

伊佐市 天照福祉会 てんしょうふくしかい 895-2512 伊佐市大口元町9-10 0995-22-6195 中村　大立

鹿児島市 天祐会 てんゆうかい 890-0082 鹿児島市紫原5丁目13番18号 099-256-2729 長田　美智代

薩摩川内市 藤花精舎 とうかしょうじゃ 895-0022 薩摩川内市白和町9-5 0996-23-4798 押野　慶明

霧島市 桃蹊会 とうけいかい 899-6603 霧島市牧園町高千穂3617 0995-78-2318 古江　増蔵

薩摩川内市 東郷福祉会 とうごうふくしかい 895-1106 薩摩川内市東郷町斧渕4490-1 0996-42-1106 柳田　弘毅

鹿児島市 東西福祉会 とうざいふくしかい 891-1301 鹿児島市西佐多町789番地２ 099-295-2603 大丸　法照

薩摩川内市 藤照会 とうしょうかい 895-0007 薩摩川内市百次町649-1 0996-22-5703 藤本　功庸

県（高齢者生き生き推進課） 同仁会 どうじんかい 895-2201 薩摩郡さつま町求名13341-1 0996-57-0695 柿添　信義

県（高齢者生き生き推進課） 東長会 とうちょうかい 899-1401 出水郡長島町鷹巣740-2 0996-86-1000 田中　　悟

鹿児島市 塔ノ原福祉会 とうのはらふくしかい 892-0871 鹿児島市吉野町2223番地6 099-243-7704 堂園　晴彦

鹿児島市 東風会 とうふうかい 892-0871 鹿児島市吉野町10005番地4 099-247-6470 日髙　道生

県（子育て支援課） 同朋福祉会 どうほうふくしかい 899-6205 姶良郡湧水町幸田1770-1 0995-74-2292 渕山　正子

県（障害福祉課） 常盤会 ときわかい 890-0054 鹿児島市荒田町1-2-13 099-230-7271 久木元　司

県（高齢者生き生き推進課） 徳之島愛心会 とくのしまあいしんかい 891-7101 大島郡徳之島町亀津5546-1 0997-83-1551 長川　哲也
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県（社会福祉課） 徳之島町社会福祉協議会 とくのしまちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-7101 大島郡徳之島町亀津7674 0997-83-1205 安田　司

県（高齢者生き生き推進課） 徳之島福祉会 とくのしまふくしかい 891-8201 大島郡伊仙町伊仙2124-1 0997-86-2149 樺山　八壽代

県（高齢者生き生き推進課） ともお会 ともおかい 891-9214 大島郡知名町知名1952-1 0997-93-5151 本部　卓志

鹿屋市 友岡福祉協会 ともおかふくしきょうかい 893-0016 鹿屋市白崎町15-18 0994-42-3589 友岡　善寛

県（障害福祉課） ともしび会 ともしびかい 899-5204 姶良市加治木町日木山2455-1 0995-63-5677 﨑元　哲郎

県（子育て支援課） どんぐり福祉会 どんぐりふくしかい 899-7301 曽於郡大崎町菱田2601 0994ｰ77-0568 甲斐崎　中

鹿児島市 中江報徳園 なかえほうとくえん 891-1205 鹿児島市犬迫町5407番地2 099-238-2140 長友　医継

県（社会福祉課） 長島町社会福祉協議会 ながしまちょうしゃかいふくしきょうぎかい 899-1401 出水郡長島町鷹巣1659-1 0996-86-0190 中納　武徳

県（子育て支援課） 長島福祉会 ながしまふくしかい 899-1302 出水郡長島町平尾338-1 0996-88-2634 清原　卓英

県（社会福祉課） 中種子町社会福祉協議会 なかたねちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-3604 熊毛郡中種子町野間6584-2 0997-27-1845 森山　辰郎

薩摩川内市 永利福祉協会 ながとしふくしきょうかい 895-0007 薩摩川内市百次町1069-22 0996-22-5620 徳永　武次

鹿児島市 中名福祉会 なかみょうふくしかい 891-0202 鹿児島市喜入中名町1006番地 099-345-0112 桑鶴　ミヨ子

鹿児島市 なかよし会 なかよしかい 892-0862 鹿児島市坂元町1166番地3 099-813-7110 中村　佳子

日置市 なかよし福祉会 なかよしふくしかい 899-2513 日置市伊集院町麦生田734-2 099-273-1160 今村　啓二

霧島市 なないろ福祉会 なないろふくしかい 899-4325 霧島市国分松木町19-14 0995-48-7716 川畑　寿光

指宿市 成川福祉会 なりかわふくしかい 891-0516 指宿市山川成川1182-2 0993-34-1263 野口　義幸

県（障害福祉課） 南恵会 なんけいかい 891-7623 大島郡天城町瀬滝1006-1 0997-83-2418 吉留　康洋

県（子育て支援課） 南光福祉会 なんこうふくしかい 899-7305 曽於郡大崎町仮宿字西迫1554-2 0994-76-0025 濱上　正信

県（子育て支援課） 南日福祉会 なんにちふくしかい 893-1203 肝属郡肝付町後田9886－3 0994-65-3816 上原　樹縁

鹿児島市 南陽会 なんようかい 891-0144 鹿児島市下福元町1926番地6 099-267-2252 伊藤　美和

出水市 南嶺山福祉会 なんれいさんふくしかい 899-0213 出水市西出水町367 0996-62-0577 鶴田　孝雄

薩摩川内市 西方福祉協会 にしかたふくしきょうかい 899-1801 薩摩川内市西方町2605-1 0996-28-0049 山元　一彦

西之表市 西之表市社会福祉協議会 にしのおもてししゃかいふくしきょうぎかい 891-3117 西之表市桜が丘7779-94 0997-22-0506 種子島　秀洲

鹿児島市 仁田尾福祉会 にたおふくしかい 899-2701 鹿児島市石谷町1596番地3 099-278-2510 四元　生世

鹿児島市 生見福祉会 ぬくみふくしかい 891-0206 鹿児島市喜入生見町2842番地9 099-343-0108 宮原　正紘

出水市 ぬくもりの里 ぬくもりのさと 899-0131 出水市明神町1845-1 0996-67-0050 尾上　利明

鹿屋市 野里福祉会 のざとふくしかい 893-0056 鹿屋市上野町4776-3 0994-42-3577 利水　實司

鹿児島市 のぞみ会 のぞみかい 890-0031 鹿児島市武岡1丁目121番9号 099-814-7222 佃　　望

県（高齢者生き生き推進課） 野の花会 ののはなかい 897-0002 南さつま市加世田武田13877 0993-52-8715 吉井　敦子
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指宿市 ハイビスカス福祉会 はいびすかすふくしかい 891-0313 指宿市新西方2860-3 0993-27-9110 徳永　勝憲

薩摩川内市 白寿会 はくじゅかい 895-0042 薩摩川内市中福良町2911-1 0996-23-4488 手塚　弘毅

曽於市 博寿会 はくじゅかい 899-8212 曽於市大隅町月野字池尻1045 099-482-3488 大迫　信博

曽於市 白鳥会 はくちょうかい 899-8609 曽於市末吉町上町4丁目13番地5 0986-76-3331 白鳥　公子

曽於市 博風会 はくふうかい 899-8605 曽於市末吉町二之方3070-2 0986-76-0009 濵田　恭亮

曽於市 博友会 はくゆうかい 899-4102 曽於市財部町北俣736 0986-72-2000 桑迫　勇登

県（高齢者生き生き推進課） 博楽福祉會 はくらくふくしかい 899-3516 南さつま市金峰町浦之名1430 0993-77-2611 石堂　博司

いちき串木野市 羽島福祉会 はしまふくしかい 896-0064 いちき串木野市羽島3595-3 0996-35-0045 岩下　尚功

鹿児島市 はちす会 はちすかい 890-0014 鹿児島市草牟田1丁目14番10号 099-222-3306 寺本　真照

伊佐市 羽月福祉会 はつきふくしかい 895-2524 伊佐市大口堂崎562-6 0995-22-6388 曽山　忠

鹿屋市 花岡福祉会 はなおかふくしかい 891-2304 鹿屋市花岡町4043 0994-46-3764 藤園　恒弘

いちき串木野市 浜ヶ城福祉会 はまがじょうふくしかい 896-0069 いちき串木野市浜ヶ城12011-1 0996-32-4712 児島　喜代子

伊佐市 林の森 はやしのもり 895-2511 伊佐市大口里1564-39 0995-22-5678 林　隆秀

伊佐市 隼仁会 はやひとかい 895-2504 伊佐市大口青木3023-14 0995-22-2333 有村　紀子

県（子育て支援課） ハレルヤ福祉会 はれるやふくしかい 891-9301 大島郡与論町茶花2002－1 0997-97-4285 徳永　哲秀

南さつま市 万世福祉会 ばんせいふくしかい 897-1123 南さつま市加世田高橋2765-9 0993-53-3203 竹中　雅彰

県（障害福祉課） ひいらぎ会 ひいらぎかい 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地670-2 0996-53-2940 城森　直人

日置市 日置市社会福祉協議会 ひおきししゃかいふくしきょうぎかい 899-3101 日置市日吉町日置1132-1 099-246-8561 井上　幸一

日置市 日置福祉会 ひおきふくしかい 899-3101 日置市日吉町日置字梅山197 099-246-8177 東　正樹

県（社会福祉課） 東串良町社会福祉協議会 ひがしくしらちょうしゃかいふくしきょうぎかい 893-1612 肝属郡東串良町池之原2157 0994-63-4760 北園　洋一

鹿屋市 東原福祉会 ひがしはらふくしかい 893-0021 鹿屋市東原町3298-7 0994-43-5095 深水　嘉寿

県（子育て支援課） ひかり福祉会 ひかりふくしかい 893-2604 肝属郡南大隅町佐多馬籠3471 0994-26-0134 北村　龍史

鹿児島市 光山福祉会 ひかりやまふくしかい 891-0151 鹿児島市光山2丁目12番1号 099-261-6654 青木　浩一

曽於市 ひこばえ福祉会 ひこばえふくしかい 899-8604 曽於市末吉町諏訪方8567 0986-76-4743 植松　照草

伊佐市 菱刈中央福祉会 ひしかりちゅうおうふくしかい 895-2701 伊佐市菱刈前目2525-27 0995-29-5010 星山　耕作

伊佐市 菱刈福祉会 ひしかりふくしかい 895-2701 伊佐市菱刈前目781 0995-26-2145 冨重　真直

伊佐市 菱刈本城福祉会 ひしかりほんじょうふくしかい 895-2813 伊佐市菱刈南浦290-1 0995-26-4161 尻屋　チズ子

枕崎市 火の神福祉会 ひのかみふくしかい 898-0041 枕崎市塩屋北町646 0993-72-8403 小湊　俊二

鹿児島市 陽の児ら会 ひのこらかい 891-0116 鹿児島市上福元町6384番地3 099-203-0525 小寺　絵美
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鹿児島市 日之出福祉会 ひのでふくしかい 890-0086 鹿児島市日之出町26番5号 099-837-8626 堀之内　衛

指宿市 ひばり福祉会 ひばりふくしかい 891-0402 指宿市十町543 0993-22-5254 出口　和代

鹿児島市 ひまわり福祉会 ひまわりふくしかい 891-0143 鹿児島市和田1丁目29番10号 099-268-2099 古川　和子

薩摩川内市 ひまわり会 ひまわりかい 895-0056 薩摩川内市宮里町3048-9 0996-25-4522 若松　大介

伊佐市 ひまわり福祉会 ひまわりふくしかい 895-2441 伊佐市大口曽木885 0995-25-2578 冨永　あつ子

霧島市 白蓮福祉会 びゃくれんふくしかい 899-6401 霧島市溝辺町有川503 0995-59-2321 加来　宗暁

薩摩川内市 平佐福祉会 ひらさふくしかい 895-0012 薩摩川内市平佐町3879-2 0996-23-2552 若田　吉朗

県（高齢者生き生き推進課） 福寿会 ふくじゅかい 893-1612 肝属郡東串良町池之原2077-1 0994-63-0700 福留　利郎

鹿屋市 福泉会 ふくせんかい 893-0067 鹿屋市大浦町14028-6 0994-42-0808 飯隈　忠仁

鹿児島市 福徳会 ふくとくかい 891-0103 鹿児島市皇徳寺台1丁目30番2号 099-275-0502 徳田　義孝

鹿児島市 福平会 ふくひらかい 891-0133 鹿児島市平川町1578番地1 099-261-2116 東　盛曉

南九州市 藤蔭福祉会 ふじかげふくしかい 891-0701 南九州市頴娃町郡1390 0993-36-0139 佐藤　一洋

枕崎市 富士福祉会 ふじふくしかい 898-0084 枕崎市板敷西町321 0993-73-1245 岩下　修一

鹿児島市 二葉園 ふたばえん 892-0838 鹿児島市新屋敷町23番29号 099-222-3820 佐藤　京子

出水市 双葉会 ふたばかい 899-0502 出水市野田町下名4975-2 0996-84-2904 来仙　隆洋

鹿児島市 双葉福祉会 ふたばふくしかい 891-0150 鹿児島市坂之上6丁目25番38号 099-261-4644 山之内　勝己

県（子育て支援課） 二葉福祉会 ふたばふくしかい 893-0061 鹿屋市上谷町11657-3 0994-44-6107 野元　廣和

鹿屋市 船隈福祉会 ふなぐまふくしかい 893-0032 鹿屋市川西町4796 0994-42-4480 船隈　洋見

県（高齢者生き生き推進課） 普門会 ふもんかい 891-7602 大島郡天城町松原784-4 0997-85-3384 富林　てい子

西之表市 ふよう会 ふようかい 891-3101 西之表市西之表16347 0997-22-1413 大山　順子

鹿屋市 古江福祉会 ふるえふくしかい 891-2321 鹿屋市古江町820 0994-46-2067 前田　祥

鹿屋市 平和福祉会 へいわふくしかい 893-0037 鹿屋市田崎町2294-1 0994-42-4487 新穂　道浩

県（子育て支援課） 別府福祉会 べっぷふくしかい 898-0086 枕崎市別府西町136 0993-76-2003 俵積田　修治

鹿屋市 朋愛会 ほうあいかい 893-0014 鹿屋市寿2-2-1 0994-41-3340 小濱　康彦

西之表市 豊山会 ほうざんかい 891-3103 西之表市現和8455-5 0997-25-1199 遠藤　隆

県（高齢者生き生き推進課） 豊生会 ほうせいかい 899-5112 霧島市隼人町松永895-3 0995-43-8111 熊丸　日出生

県（高齢者生き生き推進課） 望洋会 ぼうようかい 893-2604 肝属郡南大隅町佐多馬籠3466-3 0994-26-1310 山本　正昭

鹿児島市 宝林福祉会 ほうりんふくしかい 891-1205 鹿児島市犬迫町7939-1 099-238-0224 奥村　昭

阿久根市 北薩福祉会 ほくさつふくしかい 899-1131 阿久根市脇本637 0996-75-3310 森川　忠光
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鹿屋市 細山田保育園 ほそやまだほいくえん 893-1601 鹿屋市串良町細山田4833-4 0994-62-2026 紫雲　智昭

姶良市 ほのぼの会 ほのぼのかい 899-5413 姶良市豊留9 0995-66-3469 羽月　幹男

指宿市 ほほえみ会 ほほえみかい 891-0403 指宿市十二町88-15 0993-26-3111 田畑　博規

鹿児島市 保暢会 ほようかい 892-0841 鹿児島市照国町3番26号 099-226-3141 内村暢二郎

県（子育て支援課） 本城福祉会 ほんじょうふくしかい 893-1203 肝属郡肝付町後田3342－1 0994-65-0125 平野　兼弘

鹿児島市 前之浜福祉会 まえのはまふくしかい 891-0205 鹿児島市喜入前之浜町7076番地2 099-343-0074 有村　国昭

枕崎市 枕崎市社会福祉協議会 まくらざきししゃかいふくしきょうぎかい 898-0062 枕崎市寿町180 0993-72-7450 赤木　正勝

鹿屋市 まこと福祉会 まことふくしかい 893-0046 鹿屋市横山町1566 0994-48-2931 平川　真英

霧島市 松永福祉会 まつながふくしかい 899-5112 霧島市隼人町松永1710 0995-42-0608 津田和　亨

鹿屋市 松の木福祉会 まつのきふくしかい 893-0064 鹿屋市西原1-22-23 0994-42-2769 松下　孝志

鹿児島市 松元中央福祉会 まつもとちゅうおうふくしかい 899-2702 鹿児島市福山町111番地1 099-278-1576 田中　了子

県（高齢者生き生き推進課） 松山やっちく会 まつやまやっちくかい 899-7602 志布志市松山町泰野字松ケ迫1111 099-487-8188 渡辺　紘三

鹿屋市 まどか福祉会 まどかふくしかい 893-0201 鹿屋市輝北町上百引3989 099-486-0562 三島　慶昭

阿久根市 三笠会 みかさかい 899-1131 阿久根市脇本7371-1 0996-75-3238 黒木　康文

薩摩川内市 三蔵会 みくらかい 895-1503 薩摩川内市祁答院町上手500-7 0996-55-1313 川田　篤子

南さつま市 みさかえ学園 みさかえがくえん 899-3404 南さつま市金峰町高橋3075-39 0993-58-4507 堂園　善一

霧島市 みさき会 みさきかい 899-4332 霧島市国分中央3-12-29 0995-73-8300 藤﨑　剛斎

薩摩川内市 水引福祉協会 みずひきふくしきょうかい 899-1921 薩摩川内市水引町4795 0996-26-2124 永田　義晴

県（障害福祉課） 瑞穂会 みずほかい 894-0104 大島郡龍郷町浦字脇田1820 0997-62-2480 竪山　倫史

南九州市 みずほ福祉会 みずほふくしかい 891-0705 南九州市頴娃町上別府4567 0993-39-0236 山﨑　鈴子

南九州市 緑が丘福祉会 みどりがおかふくしかい 897-0215 南九州市川辺町平山2522 0993-56-1505 室屋　徹

県（子育て支援課） みどり福祉会 みどりふくしかい 895-2511 伊佐市大口里1842-2 0995-22-2611 後庵　卯

県（社会福祉課） 南大隅町社会福祉協議会 みなみおおすみちょうしゃかいふくしきょうぎかい 893-2502 肝属郡南大隅町根占川南3256-3 0994-24-4218 石畑　博

南九州市 南九州市社会福祉協議会 みなみきゅうしゅうししゃかいふくしきょうぎかい 897-0302 南九州市知覧町郡17848 0993-83-3961 森田　隆志

南さつま市 南さつま市社会福祉協議会 みなみさつまししゃかいふくしきょうぎかい 897-0003 南さつま市加世田川畑2641-2 0993-53-5590 當房　公夫

県（社会福祉課） 南種子町社会福祉協議会 みなみたねちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-3701 熊毛郡南種子町中之上2283 0997-26-1703 日髙　幸男

曽於市 南之郷 みなみのさと 899-8608 曽於市末吉町南之郷8130-1 0986-78-1107 富永　勇次

姶良市 美野里会 みのりかい 899-5652 姶良市平松1180-3 0995-66-3990 山之内　一秀

姶良市 三船福祉会 みふねふくしかい 899-5403 姶良市増田468-2 0995-65-2830 大渕　秀徹
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南さつま市 宮崎福祉会 みやざきふくしかい 899-3511 南さつま市金峰町宮崎3533 0993-77-1453 前野　秀文

県（子育て支援課） 宮之城ひまわり会 みやのじょうひまわりかい 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2115 0996-52-3203 遠矢　德博

日置市 美山福祉会 みやまふくしかい 899-2431 日置市東市来町美山1076 099-274-0312 馬場　譲二

枕崎市 妙見福祉協会 みょうけんふくしきょうかい 898-0063 枕崎市妙見町751 0993-72-0613 下窪　健太郎

南九州市 明光福祉会 みょうこうふくしかい 897-0304 南九州市知覧町東別府20782-2 0993-85-3292 日谷　淨邦

県（子育て支援課） 明星会 みょうじょうかい 891-4311 熊毛郡屋久島町安房字向エ野2359－14 0997-46-3139 川東　節男

枕崎市 明星福祉会 みょうじょうふくしかい 898-0096 枕崎市まかや町678 0993-76-3461 牧角　寛郎

鹿児島市 みらい育心会 みらいいくしんかい 899-2704 鹿児島市春山町1212番地7 099-278-5445 坂上　竜次

県（障害福祉課） 麦の芽福祉会 むぎのめふくしかい 892-0875 鹿児島市川上町680-3 099-244-8201 内田　芳夫

鹿児島市 紫原福祉会 むらさきばるふくしかい 890-0082 鹿児島市紫原5丁目14番3号 099-254-9521 榎園　克寿

伊佐市 明生福祉会 めいせいふくしかい 895-2708 伊佐市菱刈川北2112 0995-26-0640 嶽崎　至六郎

南さつま市 明澈会 めいてつかい 897-0003 南さつま市加世田川畑5630 0993-52-1131 上薗　昭二郎

霧島市 明徳会 めいとくかい 899-4503 霧島市福山町福沢4611 0995-56-2234 束田　悟

日置市 明和会 めいわかい 899-2511 日置市伊集院町下神殿1420-1 099-273-0522 桑水流　久子

鹿児島市 恵会 めぐみかい 891-0144 鹿児島市下福元町9563番地 099-262-3700 松村　武久

曽於市 めぐみ会 めぐみかい 899-8604 曽於市末吉町諏訪方5105 0986-76-7111 徳留　晋一

鹿児島市 めぐみ福祉会 めぐみふくしかい 890-0073 鹿児島市宇宿1丁目56番4号 099-254-9769 前迫　邦尚

鹿児島市 八重山会 やえやまかい 891-1105 鹿児島市郡山町4092番地6 099-245-6020 北郷　利美

県（社会福祉課） 屋久島町社会福祉協議会 やくしまちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2467-19 0997-42-2711 局　富美男

指宿市 山川福祉会 やまがわふくしかい 891-0511 指宿市山川福元6541-2 0993-35-0365 新原　進也

鹿児島市 山下福祉会 やましたふくしかい 892-0861 鹿児島市東坂元2丁目61番25号 099-247-2050 山下　淳子

県（社会福祉課） 大和村社会福祉協議会 やまとそんしゃかいふくしきょうぎかい 894-3211 大島郡大和村戸円1882-3 0997-58-3434 神田　雄一

伊佐市 山野福祉会 やまのふくしかい 895-2635 伊佐市大口山野4275-1 0995-22-1476 椎木　京子

鹿児島市 山鳩福祉会 やまばとふくしかい 892-0875 鹿児島市川上町3754番地 099-243-7785 外園　聡子

曽於市 唯信会 ゆいしんかい 899-8605 曽於市末吉町二之方2125 0986-76-4757 熊田　順正

日置市 友愛会 ゆうあいかい 899-2431 日置市東市来町美山1481-1 099-274-2912 大迫　信夫

鹿児島市 遊学会 ゆうがくかい 892-0871 鹿児島市吉野町3735番地1 099-294-5211 福元　和子

鹿児島市 ゆうかり ゆうかり 891-1201 鹿児島市岡之原町1005番地 099-243-0535 水流　源彦

鹿児島市 優心会 ゆうしんかい 890-0045 鹿児島市武一丁目34番22号 099-297-5800 溝　里美
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鹿屋市 友心会 ゆうしんかい 893-1602 鹿屋市串良町有里7441-1 0994-62-4100 内倉　伸一

県（社会福祉課） 湧水町社会福祉協議会 ゆうすいちょうしゃかいふくしきょうぎかい 899-6104 姶良郡湧水町川西3079-2 0995-75-2200 竹畑　國輝

県（子育て支援課） 湧水美空福祉会 ゆうすいみそらふくしかい 899-6202 姶良郡湧水町北方805 0995-74-2052 恒岡　松盛

鹿児島市 悠誠会 ゆうせいかい 890-0036 鹿児島市田上台2丁目27番1号 099-254-2811 吉永　眞二

指宿市 遊星福祉会 ゆうせいふくしかい 891-0404 指宿市東方8255-１ 0993-22-2830 川元　浩二

鹿児島市 ユーミー福祉会 ゆうみいふくしかい 890-0064 鹿児島市鴨池新町28番1号 099-256-1693 山下　毅

薩摩川内市 裕裕会 ゆうゆうかい 895-0031 薩摩川内市勝目町4174-1 0996-25-8403 川原　裕一

指宿市 友和会 ゆうわかい 891-0604 指宿市開聞仙田6529-1 0993-32-4000 宮薗　尊仁

県（子育て支援課） 雪山福祉会 ゆきやまふくしかい 893-1613 肝属郡東串良町川西1902 0994-63-5533 本木下　恵理子

県（高齢者生き生き推進課） 百合砂 ゆりさ 891-3101 西之表市西之表6087 0997-23-6161 田上　容祥

鹿児島市 陽光会 ようこうかい 892-0875 鹿児島市川上町46番地 099-295-7171 肥後　武史

県（障害福祉課） 養浩会 ようこうかい 893-2301 肝属郡錦江町神川1619 0994-22-1223 小幡　悦朗

鹿児島市 養母福祉会 ようぼふくしかい 899-2704 鹿児島市春山町388番地 099-248-7525 石本　正幸

鹿児島市 陽明会 ようめいかい 892-0873 鹿児島市下田町353番地 099-294-0233 梅津　龍哉

県（子ども家庭課） 善き牧者会 よきぼくしゃかい 891-0117 鹿児島市西谷山1丁目1番15号 099-268-2045 頭島　　光

鹿児島市 吉田向陽会 よしだこうようかい 891-1306 鹿児島市牟礼岡1丁目3番1号 099-294-8979 川原園　勝夫

鹿屋市 吉留福祉会 よしどめふくしかい 893-0013 鹿屋市札元2-3721-1 0994-43-9353 上村　利也

県（社会福祉課） 与論町社会福祉協議会 よろんちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-9301 大島郡与論町茶花2643-3 0997-97-5042 大田　元茂

鹿児島市 力智会 りきちかい 891-0141 鹿児島市谷山中央1丁目4319番地 099-263-3000 三宅　智

志布志市 隆愛会 りゅうあいかい 899-7104 志布志市志布志町安楽2903-1 099-472-5555 玉利　道満

県（高齢者生き生き推進課） 竜泉会 りゅうせんかい 894-0104 大島郡龍郷町浦561 0997-62-5800 重枝　哲二

鹿屋市 陵幸会 りょうこうかい 893-1103 鹿屋市吾平町麓3805 0994-58-5055 長﨑　治能

県（高齢者生き生き推進課） 陵風会 りょうふうかい 890-0032 鹿児島市西陵1-43-1 099-282-4373 徳田　恵子

県（障害福祉課） 緑喜会 りょくきかい 891-6201 大島郡喜界町赤連38 0997-65-0488 三原　和裕

県（高齢者生き生き推進課） 緑虹会 りょくこうかい 894-3304 大島郡宇検村須古字美長良2-4 0997-67-2288 前田　キヨ子

日置市 緑風会 りょくふうかい 899-2504 日置市伊集院町郡杉ヶ迫2075 099-273-3211 瀬戸山  かよ子

鹿屋市 林愛会 りんあいかい 893-0064 鹿屋市西原2-33-2 0994-43-6229 白坂　茂美

曽於市 輪光福祉会 りんこうふくしかい 899-8101 曽於市末吉町岩崎971-1 099-482-1047 山内　大宣

鹿屋市 隣の会 りんのかい 893-0023 鹿屋市笠之原町7402-5 0994-41-0771 齋藤　鈴子
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県（障害福祉課） ルピナス会 るぴなすかい 893-1614 肝属郡東串良町新川西4996-1 0994-63-8855 小蓬原　千津留

阿久根市 蓮華保育園 れんげほいくえん 899-1625 阿久根市波留字小牟田458 0996-72-0043 飯尾　章寛

鹿児島市 蓮隆福祉会 れんりゅうふくしかい 891-0141 鹿児島市谷山中央6丁目15番11号 099-268-6269 青木　貞俊

霧島市 若鮎会 わかあゆかい 899-5112 霧島市隼人町松永1431 0995-42-9888 小城　竪

志布志市 若草会 わかくさかい 899-7211 志布志市志布志町内之倉1808-10 099-479-2164 武石　由美子

鹿児島市 わかくさ福祉会 わかくさふくしかい 890-0024 鹿児島市明和4丁目17番34号 099-282-1960 迫田　節子

鹿屋市 若潮福祉会 わかしおふくしかい 893-0054 鹿屋市高須町1389 0994-47-2029 永友　良一

出水市 若竹福祉会 わかたけふくしかい 899-0214 出水市五万石町980 0996-63-3696 池田　真吾

鹿児島市 わかば福祉会 わかばふくしかい 891-0175 鹿児島市桜ヶ丘6丁目47番地1 099-264-2393 鮫島　紀子

鹿屋市 若葉福祉会 わかばふくしかい 893-0014 鹿屋市寿4-8-14 0994-44-5234 野平　稔泰

南九州市 和順福祉会 わじゅんふくしかい 891-0704 南九州市頴娃町別府3684-3 0993-38-1904 佐藤　隆文

姶良市 和生会 わしょうかい 899-5305 姶良市蒲生町白男325-1 0995-52-0118 山下　浩一

県（障害福祉課） 和笑会 わしょうかい 891-7425 大島郡徳之島町花徳1637 0997-81-6360 富田　保子

県（社会福祉課） 和泊町社会福祉協議会 わどまりちょうしゃかいふくしきょうぎかい 891-9112 大島郡和泊町和泊字石川平39-3 0997-92-2299 前　幸貴
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