
種別 法人名 施設名 郵便番号 住所 電話番号 事業内容

1 児童養護施設 社会福祉法人　善き牧者会 愛の聖母園 891-0116 鹿児島市西谷山1-1-15 099-268-2045 
児童福祉法により、保護者のいない児童、又は家庭環境等の事情で適切な保護に欠ける満2才から18才までの児童
を児童相談所を通して受け入れ、日常生活のすべての体験を通して将来社会の一員となり得るよう育成支援するこ
とを目的とする。

2 児童養護施設 社会福祉法人　明澈会 南さつまこどもの家 897-0003 南さつま市加世田川畑5630番地 0993-52-1131 

9千平方米の台地からは幾重にも山なみが望まれます。一戸建ての4棟には、虹・雲・空・風の家と名付けられ、各7
名の子どもたちが住んでいます。15の個室をもつ自立支援棟には、中・高校生が居住しています。毎月2回は、全員
が集まり夕食を摂っています。皆で外に集まり、パン作りやカレー作りを楽しむこともあります。小舎制ではあります
が、大舎の長所も加味して、子どもたちの生活を考慮しています。

3 児童養護施設 社会福祉法人　鹿児島県社会福祉事業団 若葉学園 899-5411 姶良市鍋倉190-2 0995-65-4313

児童福祉法に基づき、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を受け入れ、養
護し、あわせて退所した児童に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的としています。定員８８名(現
員７４名)の大きな施設ですが、幼児棟(２０名のユニット1つ)女子棟(２０名のユニット1つ・８名の小規模グループケア
ユニット1つ)男子棟(２０名のユニット2つ)に分かれて子ども達はのびのびと生活しています。受容と語り込みを基本と
し、子ども達一人ひとりのおもいを大切にしながら、日々支援しています。

種別 法人名 施設名 郵便番号 住所 電話番号 事業内容

4 障害者支援施設 社会福祉法人　青鳥会 愛光園 892-0871 鹿児島市吉野町11081 099-243-5632

障害者支援施設
・施設入所支援(定員50名)・生活介護(定員60名)・短期入所(定員5名)・日中一時支援　H24.4新築移転
・相談支援事業
・ケアホーム(定員4名)　　H24年4月開設

5 障害者(児)通所施設 社会福祉法人　正栄会 アリス 891-1103 鹿児島市川田町191－1 099-298-8184

児童発達支援
保育所等訪問支援
放課後等デイサービス
生活介護
地域生活支援事業（日中一時支援）
児童計画相談、特定計画相談支援

6 障害者支援施設 社会福祉法人　更生会 榎山学園 891-0704 南九州市頴娃町別府4710-6 0993-38-0234

・障害者支援施設　榎山学園
施設入所支援、生活介護、短期入所(空床型)、日中一時支援
・榎山学園　居宅介護事業
居宅介護事業、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
・グループホーム響
挙動生活援助(介護サービス包括型)、短期入所(空床型)

7 指定医療型障害児入所施設 社会福祉法人　たちばな会 オレンジ学園 899-4501 霧島市福山町福山838 0995-55-2121
療養介護施設
医療型障害児入所施設

8 障害福祉サービス事業所 社会福祉法人　天上会 カイロス 893-1203 肝属郡肝付町後田5501 0994-65-2340 就労継続支援B型

9 障害者通所施設 社会福祉法人　常磐会 奏の丘 899-2701 鹿児島市石谷町1653番地1 099-295-6571
生活介護(定員40名)
主に知的の障害のある方に対して、お一人お一人の実態に合わせて、自立に向けた食事や排泄などの生活支援及
び作業活動、個別活動といった日中活動支援を行うことでの、その方々の日々の充実を目指しています。

10 障害者支援施設 社会福祉法人　吾子の里 きずな学園 892-0871 鹿児島市吉野町10793-1 099-244-3220 主に、知的障害を持たれた方(大人)への日中活動支援、余暇活動支援、社会参加活動支援などを行っています。

11 障害者支援施設 社会福祉法人　松風会 光祐の里 893-1614 肝付郡東串良町新川西20番1 0994-63-0233 生活介護、施設入所支援、短期入所、日中一時支援

12 障害者支援施設 社会福祉法人　愛光会 桜町学園 891-2301 鹿屋市有武町855-3 0994-46-3212
・生活介護
・施設入所支援
・短期入所

13 障害者支援施設 社会福祉法人　更生会 慈生園 891-0704 南九州市頴娃町別府4710番地6 0993-38-2522

第1種社会福祉事業
・障害者支援施設　慈生園
施設入所支援/生活介護/就労継続支援Ｂ型
第2種社会福祉事業
・短期入所　慈生園
・グループホーム　アムール(介護サービス包括型共同生活援助)
・認定生活困窮者就労訓練事業

14 障害者支援施設 社会福祉法人　敬和会 就労支援センターハーモニー 891-0150 鹿児島市坂之上8丁目7195-1 099-297-6311
就労継続支援B型
就労移行支援

15 障害者支援施設 社会福祉法人　太陽会 しょうぶ学園 892-0871 鹿児島市吉野町5066 099-243-6639
・地域生活支援センター「Be　しょうぶ」「ケアホームしょうぶ」
・入所支援施設「しょうぶ学園」
・ワークサポートセンター「Do　しょうぶ」

16 障害者支援施設 社会福祉法人　天上会 新樹楽園 893-0041 鹿屋市星塚町4204番地4 0994-65-2340
施設に入所する障害者の方に対し、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の支援を行います。利用者
の一人ひとりがその人らしく生活していけるように朝起きて、夜寝るまでの支援はもちろん健康管理や日々の暮らし
の中で日中活動・余暇支援などそれぞれの想いを尊重しながらサポートしています。

17 障害者支援施設 社会福祉法人　光陽福祉会 誠光園 891-1205 鹿児島市犬迫4014-1 099-238-4461 生活介護、施設入所支援、短期入所、日中一時支援

18 障害者支援施設 社会福祉法人　吾子の里 セカンドハウスきずな野 891-0144 鹿児島市下福元町8190番地4 099-284-2188 生活介護/施設入所支援

19 障害者支援施設 鹿児島県　社会福祉事業団 川内自興園 895-0007 薩摩川内市百次町1110番 0996-22-4801
・施設入所支援　・生活介護　・就労移行支援　・短期入所　・自立訓練(生活訓練)　・就労継続支援B型　・日中一時
支援　　・共同生活援助　・放課後等デイサービス

20 指定特定相談支援・障害児相談支援事業所 社会福祉法人　愛生会 相談支援センターサポート愛生 899-7301 曽於郡大崎町菱田3596番地 099-477-1171 計画相談支援・障害児相談支援

21 障害者支援施設 社会福祉法人　敬和会 知覧育成園 897-0302 南九州市知覧町郡9047-1 0993-83-4800 施設入所支援　生活介護　就労移行支援　短期入所

22 障害者支援施設 社会福祉法人　そてつ会 竹山苑 891-0511 指宿市山川福元字間瀬戸4856番1 0993-35-2131 障害者の相談、生活援助

⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

＜子ども分野＞

＜障害児・者分野＞



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

23 障害者支援施設 社会福祉法人　八重山会 ときわの家 891-1105 鹿児島市郡山町4092番地6 099-245-6020

①ときわの家
生活介護(定員50人)
施設入所(定員50人)
短期入所併設型(定員10人)
②第二ときわの家
生活介護(定員25人)

24 障害者支援施設 社会福祉法人　南恵会 徳州園 891-7102 大島郡徳之島町亀徳3345 0997-83-2418
･入所支援
・生活介護

25 障害者支援施設 社会福祉法人　秀風会 光の里 897-1123 南さつま市加世田高橋2190 0993-52-3056 知的障害者の生活介護、施設入所支援

26 障害者支援施設 社会福祉法人　富士福祉会 ふじ美の里 898-0084 枕崎市板敷西町321 0993-72-0243
①施設入所施設　　②生活介護　　③就労継続支援Ｂ型　　④短期入所　　⑤相談支援　　⑥宿泊型自立訓練
⑦自立訓練(生活訓練)　　⑧就労移行訓練　　⑨共同生活援助

27 障害者支援施設 社会福祉法人　信成会 ふるさと学園 899-2201 日置市東市来町湯田7107番地8 099-274-2061

・施設入所支援事業
・生活介護
・就労移行支援事業
・短期入所
・居宅介護
・行動援護
・移動支援
・日中一時支援
・相談支援事業

28
指定障害福祉サービス事業

所(通所施設)
社会福祉法人　燦燦会 ふれあいの里 886-0003 宮崎県小林市堤2950番地 0984-23-4478

・生活介護事業
・自立(生活)訓練事業
・就労移行支援事業
・就労継続支援Ｂ型事業
・日中一時支援事業
・レストラン(夢/ヘルシー)
・施設外就労(ゴルフ場等)
・園内活動(体操、手指の訓練、委託作業、音楽活動等)
知的障害、精神障害、身体障害のある方の日常生活相談や就労に向けた作業訓練、日中活動支援等をおこない、
地域で生活しながらいきいきと暮らせるように援助します。

29 障害者支援施設 社会福祉法人　クリスト・ロア会 星窪きらり 894-0411 大島郡龍郷町赤尾木1490-1 0997-62-5065
・生活介護
・通所入所支援
・就労継続支援Ｂ型

30 多機能型指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 社会福祉法人　麦の会 まんさく園 866-0885 熊本県八代市永碇町961-1 0965-31-7440
・就労移行支援
・就労継続支援B型
　⇒手織物の製作およびカフェ運営を通じて障害のある方々の就労を支援します。

31 指定医療型障害児入所施設 社会福祉法人　向陽会 やまびこ医療福祉センター 891-1206 鹿児島市皆与志町1779番地 099-238-2755

・医療型障害児入所施設
・療養介護
・短所入所
・日中一時支援

32 障害者支援施設 社会福祉法人　ゆうかり ゆうかり学園 891-1201 鹿児島市岡之原町1005 099-243-0535

･施設入所支援
・生活介護
・自立(生活)訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・短期入所
・日中一時支援

33 就労継続支援Ａ型事業所 株式会社　1,2の3 ライフサポート出水 899-0213 出水市西出水町1272番地 0996-62-1488

・乾物等の袋詰め
・梱包作業
・出荷作業
・きくらげ・椎茸栽培
・事業定員15名

34 障害者支援施設 社会福祉法人　大一会 大口園 895-2526 伊佐市大口宮人463-30 0995-23-0143 施設入所、生活介護、短期入所、共同生活援助

35 児童通所施設 社会福祉法人　落穂会 地域生活支援センターあさひが丘 891-1201 鹿児島市岡之原町1392番地 099-243-1112
児童発達支援事業
保育所等訪問支援
放課後等デイサービス

36 就労継続支援B型事業所 株式会社　インビクト 就労継続支援事業所ひとつ 890-0046 鹿児島市西田2丁目27-16 099-296-1541
・PC入力　・小物作成　・無水洗車　・公園清掃　・野菜袋詰め　　・お墓清掃
・施設外就労(病院清掃、工場での野菜選別)

37 放課後等デイサービス 医療法人　いとう耳鼻科 きっずスペース2 896-0001 いちき串木野市曙町95-3 0996-29-5230

定員10名
活動内容
（個別課題、パソコンスキル、ソーシャルスキルトレーニング、トールペイント、体感トレーニング、クッキング、外出活
動）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法人事業所
・放課後等デイサービス事業所きっずスペースｉ　　・児童発達支援あいあいスペース　　・就労移行支援ｉテラス
・就労継続支援Ｂ型ワークスペースｉ　　・相談支援事業スマイルスペースｉ　　・共同生活援助ナカヨシハウス

38 相談支援事業所 社会福祉法人　天上会 相談支援事業所　拓 893-1203 肝属郡肝付町後田5501 0994-65-7504
計画相談支援
障害児相談支援

39 放課後等デイサービス 社会福祉法人敬和会 サポートセンターら・フロレゾン 891-0150 鹿児島市坂之上4-8-50 099-814-7455

・児童発達支援
1日の定員10名　未就学のお子さんを対象に療育を行います。
・放課後等デイサービス
1日の定員10名　主に小・中学校、高校、特別支援学校などに通っている障害のあるお子さんや発達に特性のあるお
子さんを対象に放課後や土曜日、長期休暇等に福祉サービスを提供します。
・共同生活援助(グループホーム)
定員10名(男性5名　女性5名)　日中は会社で仕事をしたり、福祉サービスを利用している障害のある方が支援を受
けながら生活する場所です。
・短期入所(ショートステイ)
定員4名(男性2名　女性2名)　普段在宅で生活している障害のある方(児童を含む)が、ご家族の病気や休養等で自
宅での生活が難しい場合に、短期間利用して、必要な支援を受けながら生活する場所です。



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

40 障害者支援センター 社会福祉法人　真奉会 ワークショップはやと 899-5116 霧島市隼人町内20068 0995-44-7111

就労移行支援事業(定員6名)
就労継続支援B型事業(定員40名)
生活介護事業(定員12名)
就労定着支援事業

41 障害者就業・生活支援センター 社会福祉法人敬和会 なんさつ・障害者就業・生活支援センター 897-0302 南九州市知覧町郡135 0993-58-7020

【事業内容】
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等によ
り指導、相談を実施
＜就業支援＞
・就職に向けた準備支援
・求職活動支援
・職場定着支援
・事業所に対する障害者の障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言
・関係機関との連絡調整
＜生活支援＞
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
・関係機関との連絡調整

】

種別 自治体名 機関名 郵便番号 住所 電話番号 事業内容

42 福祉事務所 鹿児島県奄美市 奄美市福祉事務所 894-8555 奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111
社会福祉法第4条第1項の規定に基づき、奄美市を所轄区域とする福祉行政機関であり、生活保護法、児童福祉
法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護育成又は更生の
措置に関する事務をつかさどる。

43 福祉事務所 鹿児島県鹿児島市 鹿児島市福祉事務所 892-8677 鹿児島市山下町11番1号 099-216-1244

・生活保護法
・児童福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法
・老人福祉法
・身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務

種別 法人名 施設名 郵便番号 住所 電話番号 事業内容

44 社会福祉協議会 社会福祉法人　姶良市社会福祉協議会 姶良市社会福祉協議会 899-5432 姶良市宮島町13番地9 0995-65-7757

1 会務の運営　理事会・評議会の開催及び監査の実施
2広報活動等の推進(広報啓発事業)①広報誌の発行　②心配ごと相談　③携帯情報配信サービス　④福祉まつりの
開催　⑤福祉大運動会の開催
3地域福祉活動の推進　①地域活動の支援と連携及び連絡調整　②ふれあいいきいきｻﾛﾝ事業　③子育てｻﾛﾝ事業
④福祉ｺﾐｭﾆﾃｨづくり活動の支援　⑤各種福祉団体との連絡調整及び活動支援
4ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の促進　①各種ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座の開催　②福祉教育の実施　③ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動機材の貸出　④ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動保険の普及　⑤ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰとﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体及びNPOとの連携
5在宅福祉、高齢者福祉及び障害者福祉事業の推進　①訪問介護事業　②訪問入浴介護事業　③居宅介護支援事
業　④予防ﾌﾟﾗﾝ作成業務・要介護認定調査業務　⑤居宅介護・重度訪問介護事業　⑥介護予防事業　ア 介護予防
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業　イ 食の自立支援  ウ 生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業　⑦障害入浴ｻｰﾋﾞｽ事業　⑧地域自立生
活支援事業　⑨あいら子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業
6指定管理施設の適正な管理・運営　①姶良市社会福祉会館の管理運営　②高齢者福祉ｾﾝﾀｰ、福祉ｾﾝﾀｰ及びふ
れあいｾﾝﾀｰの管理運営　③ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの管理運営
7福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業
8心配ごと相談の運営
9収益事業の実施　①祭壇貸出事業　②墓守ｻｰﾋﾞｽ事業
10共同募金運動　①一般募金・歳末たすけあい募金運動の実施及び運動の啓発　②配分の適正化　③透明性の確
保
11低所得世帯等の多重債務の未然防止及びｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能の役割　①生活福祉資金の貸付及び償還促進　②援
護資金貸付事業の実施
12その他の事業　①日本赤十字社員増強運動への協力　②災害援助(見舞金・見舞品の支給）

45 社会福祉協議会 社会福祉法人　奄美市社会福祉協議会 奄美市社会福祉協議会 894-0036 奄美市名瀬長浜町5-6 0997-52-7601

本所・笠利支所・住用支所・老人福祉会館にて下記の事業を実施。
・介護保険関係事業
・障がい福祉関係事業
・受託関係事業
・地域福祉関係事業

46 社会福祉協議会 社会福祉法人　いちき串木野市社会福祉協議会 いちき串木野市社会福祉協議会 896-0035 いちき串木野市新生町183番地 0996-32-3183

●地域福祉活動の推進　   ●ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業　　　●総合相談事業    ●生活福祉資金の貸付
●生活援護資金貸付事業　●訪問給食ｻｰﾋﾞｽ事業　　　　　●地域活動支援ｾﾝﾀｰ「串木野福祉作業所」
●居宅介護支援事業　      ●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業　　　　　　　　　●福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業
●ﾍﾞｯﾄﾞ・車いすの無償貸与事業　　　　　　　　　　　　　　　　 ●赤い羽根共同募金・日本赤十字社活動への協力
●高齢者福祉ｾﾝﾀｰ等の指定管理業務　                       ●福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情・相談窓口

47 社会福祉協議会 社会福祉法人　鹿屋市社会福祉協議会 鹿屋市社会福祉協議会 893-0009
鹿屋市大手町1番1号

　リナシティかのや２F福祉プラザ内
0994-44-2951

地域福祉活動の推進、相談事業、福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援、低所得世帯等の福祉の増進、福祉機器貸出し事業、災害
援護事業、
赤い羽根共同募金運動への協力、日本赤十字社事業の推進、介護保険事業、高齢者自立支援事業、高齢者生き
がい対策事業、
障がい者自立支援関連事業、障がい者の社会参加のための支援事業、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の促進、子育て支援事業、福
祉ﾌﾟﾗｻﾞ事業、
広報活動等の推進、収益事業

48 社会福祉協議会 社会福祉法人　肝付町社会福祉協議会 肝付町社会福祉協議会 893-1206 肝付郡肝付町前田3690 0994-68-8188

・地域福祉推進事業　　・心配ごと相談事業
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業　　・権利擁護事業
・共同募金事業　　　　　・日本赤十字社活動
・在宅介護支援センター(西部地区、南部地区)
・地域包括支援センター(南部地区)
・介護保険事業(訪問介護・入浴介護、居宅介護支援、通所介護)

49 社会福祉協議会 社会福祉法人　霧島市社会福祉協議会 霧島市社会福祉協議会 899-4332 霧島市国分中央3丁目33番10号 0995-45-1557

・地域福祉活動事業　　　   　　・高齢者福祉活動事業
・障害児(者)福祉活動事業   　・児童福祉活動事業
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業　　　    　　・各種相談活動事業
・福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業  　 ・介護保険事業
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業   　 ・県.市からの受託事業
・資金貸付事業                   ・祭壇事業
・その他社会福祉事業

＜社会福祉協議会＞

＜福祉事務所分野＞



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

50 社会福祉協議会 社会福祉法人　薩摩川内市社会福祉協議会 薩摩川内市社会福祉協議会 895-0005 薩摩川内市永利町4107番地1 0996-22-2355

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施　(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡　(6)共同募金事業への協力　(7)心配ごと相談事業
(8) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興
(9) 居宅介護等事業の経営　(10) 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の経営　(11) 訪問入浴介護事業の経営　(12)居宅介護支援
事業の経営
(13)老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業の経営　(14)老人短期入所事業の経営　(15)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業　(16)生活福祉資金等
貸付事業
(17)総合福祉会館の経営　(18)特別養護老人ﾎｰﾑの経営　(19)養護老人ﾎｰﾑの経営　(20)高齢者福祉ｾﾝﾀｰの経営
(21)高齢者生活支援ﾊｳｽの経営
(22)在宅介護支援ｾﾝﾀｰの経営　(23)訪問給食ｻｰﾋﾞｽ事業の経営　(24)高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣
事業
(25)児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業の経営　(26)知的障害児通園施設の経営　(27)老人福祉ﾊﾞｽ及び障害者福祉ﾊﾞｽの経営 (28)
保育所の経営
(29)児童ｸﾗﾌﾞ館の経営　(30)樋脇もくもくふれあい館の経営　(31)地域包括支援ｾﾝﾀｰの経営　(32)その他この法人の
目的達成のため必要な事業

51 社会福祉協議会 社会福祉法人　さつま町社会福祉抗議会 さつま町社会福祉協議会 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2117番地1 0996-52-1123

(事業)
(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡  (6)共同募金事業への協力 (7)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興
(8)法外援護資金に関する事業
(9)居宅介護等事業の経営　(10)居宅介護支援事業の経営(11)訪問入浴介護事業の経営(12)福祉用具貸与事業の
経営　(13)心配ごと相談事業
(14)福祉給食ｻｰﾋﾞｽ事業　(15)在宅介護支援ｾﾝﾀｰの経営　(16)宮之城ひまわり館の経営　(17)さつま町老人福祉ｾﾝ
ﾀｰ「いぬまき荘」の経営
(18)鶴田保健ｾﾝﾀｰの経営　(19)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業　(20)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の経営　(21)相談支援事業の経
営
(22)その他この法人の目的達成のため必要な事業

52 社会福祉協議会 社会福祉法人　志布志市社会福祉協議会 志布志市社会福祉協議会 899-7103 志布志市志布志町志布志3.222番地1 099-472-1800

事業内容
(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施　(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助(3)社会福
祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事
業の健全な発達を図るために必要な事業　(5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡　(6)共同
募金事業への協力　(7)居宅介護支援事業　(8)居宅介護等事業(9)訪問入浴介護事業　(10)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(志布志
市社会福祉協議会通所介護事業所) 　(11)生きがい活動支援事業の委託経営(12)心配ごと相談事業　(13)小口資金
貸付事業　(14)生活福祉資金貸付事業　(15)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業　(16)福祉給食ｻｰﾋﾞｽ事業の受託経営(17)志
布志市健康ふれあいﾌﾟﾗｻﾞの管理・経営　(18)志布志市市民ｾﾝﾀｰの管理・経営　(19)志布志市老人福祉ｾﾝﾀｰの管
理・経営(20)志布志市老人憩の家の管理・経営　(21)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興　(22)その他この法人の目的達成のため
必要な事業

53 社会福祉協議会 社会福祉法人　瀬戸内町社会福祉協議会 瀬戸内町社会福祉協議会 894-1506 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地 0997-72-4144

事業内容（定款記載事項）
①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施　②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
④①から③のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
⑤保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡　⑥共同募金事業への協力　⑦居宅介護等事業の経
営
⑧居宅介護支援事業の経営　⑨心配ごと相談事業　⑩ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興　⑪民生安定資金貸付事業
⑫福祉有償運送事業　⑬その他この法人の目的達成のため必要な事業

54 社会福祉協議会 社会福祉法人　曽於市社会福祉協議会 曽於市社会福祉協議会 899-4101 曽於市財部町南俣504番地1 0986-72-0460

・地域福祉活動推進事業
（校区社会福祉協議会活動推進、ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業、子育てｻﾛﾝ事業、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ事業、
社会福祉大会の開催、住民参加型ｲﾍﾞﾝﾄの開催、福祉教育・啓発活動の実施、小口福祉資金貸付事業、生活福祉
資金貸付事業、福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業、曽於市社会福祉協議会情報紙「手と手」の発行、ささえあい・ﾈｯﾄﾜｰｸ事
業、災害救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業、心配ごと相談事業）
・在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
（①介護保険事業・指定居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業・小規模多機能型居
宅介護事業　②自立支援法に基づくｻｰﾋﾞｽ・居宅介護事業・地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業　③独自事業・ｵﾑﾂ支給事業・
給食ｻｰﾋﾞｽ事業）
・受託事業
（指定管理者事業、地域支援事業、高齢者訪問給食事業）
・共同募金授業
・日本赤十字社事業

55 社会福祉協議会 社会福祉法人　水俣市社会福祉協議会 水俣市社会福祉協議会 867-0005
熊本県水俣市牧ノ内3番1号

(水俣市総合もやい直しセンター内)
0996-63-2047

1．ケアワーク関係
　①住民ニーズの早期発見・把握と相談機能の充実
　　　ふれあい総合相談所/安心センター/各種調査活動
　②福祉情報の提供と広報活動の推進
　　　社協だより/ホームページ/福祉ライブラリー
　③高齢者の生活に必要かつ利用しやすいサービスの提供や支援体制づくり
　　　地域包括支援センターの受託/二次予防事業対象者把握事業の受託/水俣市民後見人推進事業の受託
　　　認知症施策総合推進事業の受託/訪問入浴介護事業/介護者リフレッシュ事業/福祉用具貸与事業
　　　地域福祉権利擁護事業/社会参加推進事業
　④障害者の生活に必要かつ利用しやすいサービスの提供や支援体制づくり
　　　障害者移動入浴車派遣事業の受託/水俣市障がい者支援区分認定調査の受託/指定特定・相談支援事業所
　　　介護者リフレッシュ事業/福祉用具貸与事業/地域福祉権利擁護事業
　⑤子供が健やかに育つための環境づくりと子育てを地域で支援する体制づくり
　　　ひとり親家庭ふれあい学童クラブ参加支援事業
　⑥援護関係
　　　生活困窮者自立支援事業/生活福祉資金貸付事業の受託/福祉金庫貸付事業/法外援護事業/災害弔意・見
舞

2．コミュニティワーク関係
　①ふれあいネットワークの推進
　　　ふれあい活動員/ふれあい活動連絡会/リーダー交流会/ふれあい研修/ふれあい・いきいきサロン
　　　出前福祉講座/地参地笑のみなまたづくり事業(地域リビング、各種介護予防活動など)
　　　見守り活動等支援事業の受託/夢実現事業の受託/もやいでチャレンジの受託
　　　福祉車輛貸与事業/マタニティ倶楽部
　②ボランティア活動の推進
　　　福祉教育推進校助成事業/福祉体験学習/ボランティア登録/ボランティア活動保険/各種団体助成

56 社会福祉協議会 社会福祉法人　南さつま市社会福祉協議会 南さつま市社会福祉協議会 897-0003 南さつま市加世田川畑2.641-2 0993-53-5590

・社会福祉協議会本所業務　　　　・地域福祉活動
・居宅介護支援事業所　　　　　　　・訪問介護事業所
・訪問入浴介護事業所　　　　　　　・通所介護事業所
・生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所　　　　・訪問給食事業所
・居宅介護事業所　　　　　　　　　　・相談支援事業所

種別 法人名 施設名 郵便番号 住所 電話番号 事業内容

57 病院 医療法人　慈風会 厚地リハビリテーション病院 892-0841 鹿児島市照国町13-37 099-226-1288 医療

58 病院 医療法人　青仁会 池田病院 893-0024 鹿屋市下祓川町1830番地 0994-43-3434

病院
（内科、整形外科、腎臓内科、神経内科、循環器内科、血液内科、消化器内科、肝臓内科、呼吸器内科、糖尿病内
科、透析内科、放射線科、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、ﾘｳﾏﾁ科、歯科）
老人保健施設ひだまり
鹿屋訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

＜医療分野＞



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

59 病院 公益財団法人　慈愛会 今村総合病院 890-0064 鹿児島市鴨池新町11番23号 099-251-2221

・医業
・標榜診療科
（内科、血液内科、人工透析内科、腎臓内科、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、
耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、皮膚科、脳神経外科、整形外科、精神科、病理診断料、放射線科、救急科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科、麻酔科
・人間ドック

60 病院 社会医療法人　恒心会 恒心会おぐら病院 893-0023 鹿屋市笠之原町27番22号 0994-44-7171
外科、整形外科、神経内科を柱とした一般急性期と回復期リハビリテーション機能に特化した病院で介護分野、在宅
にいたるまで、シームレスなサービスで患者さん、地域に開かれた病院づくりを目指しています。

61 病院 医療法人　厚生会 小原病院 898-0003 枕崎市折口町109番地 0993-72-2226

・一般病床89床(内亜急性期病床6床）
・回復期リハ病棟29床
【診療科目】内科、外科、消化器内科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、循環器内科、循環器外科、肛門科、婦
人科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
【関連病院・施設】
立神ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ温泉病院、介護老人保健施設ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ立神、
介護老人福祉施設ﾋﾟｰｽﾌﾙ立神、小規模多機能ﾎｰﾙ花渡川・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ宝寿庵

62 病院 独立行政法人　国立病院機構 鹿児島医療センター 892-0853 鹿児島市城山町8番1号 099-223-1151
【診療科】　・内科・腫瘍内科・脳血管内科・消化器内科・小児科・消化器外科・心臓血管外科・婦人科・リハビリテー
ション科・麻酔科・歯科口腔外科・救急科（休診中）・血液内科・糖尿病・内分泌内科・神経内科・循環器内科・外科・
脳神経外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・放射線科・皮膚腫瘍科　皮膚科・病理診断科・眼科(休診中）

63 病院 鹿児島県厚生農業協同組合連合会 鹿児島厚生連病院 890-0061 鹿児島市天保山町22－25 099-252-2228

【診療科目】内科、肝臓内科、糖尿病内科、外科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線科、
リハビリテーション科、麻酔科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、病理診断科　【指定等】鹿児島県がん診断指定病院、救
急告示病院、病院群輪番制病院、協力型臨床研修病院、鹿児島県肝疾患診療専門医療機関、(財)日本医療機能評
価機構認定(Ver.6.0)　等　【病床数】一般病床184床（うち地域包括ケア病棟55床)

64 病院 日本赤十字社鹿児島支部 鹿児島赤十字病院 891-0133 鹿児島市平川町2545 099-261-2111

開設者：日本赤十字社鹿児島県支部長　　　　　　　　開設年月日：大正12年12月1日
診療科目：内科、ﾘｳﾏﾁ科、呼吸器科、整形外科、脳神経外科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、麻酔科
入院の基準：一般病棟入院基本料(7:1入院基本料）DPC対象病院
医療機関の指定等：へき地医療拠点病院、災害拠点病院(地域災害医療ｾﾝﾀｰ)など多数
鹿児島赤十字病院は、下記のような理念及び基本方針のもと、医療を通じて社会に貢献するよう努めています。
■理念　　わたしたちは、人道・博愛の赤十字精神に基づき、心のこもった医療を提供します。
■基本方針
患者中心の医療：患者の人権と意思を尊重し、十分な説明と同意に基づき、わかりやすい医療を提供します。
救急医療と災害救護の充実：地域に信頼される救急医療を目指すとともに、災害・事故などへの救護活動を使命とし
ます。
専門性の高い医療の提供と地域との連携：ﾘｳﾏﾁ関節、脊椎、脳神経疾患を中心に専門性の高い医療を提供し、地
域医療機関と連携強化に努めます。
離島・へき地医療の充実：離島・へき地の住民の方々の健康と心の支えとなる診療に尽くします。
医療従事者の教育と研修の推進：研修・研鑽を積むとともに、次代を担う医療従事者の教育・研修の場を提供しま
す。
職場の活性化と健全経営：全職員が協力して、安全な管理と健全な運営を目指し、笑顔で働き甲斐のある病院にし
ます。
　赤十字の使命である災害救護業務はもとより、離島・へき地医療や専門性の高い医療および脳神経外科を中心と
した救急医療の提供を行い、全診療科において多職種によるﾁｰﾑ医療を行っています。人間ﾄﾞｯｸﾞなどの健診や頚動
脈ｴｺｰ検診などを通して生活習慣病の予防、健康づくりを支援しており、また居宅介護支援などにおいても各医療機
関やｻｰﾋﾞｽ事業所等と連携し、より良い支援ができるよう努めています。研修医をはじめとする医師、看護師、理学
療法士、ﾚﾝﾄｹﾞﾝ技師、介護福祉士、社会福祉士などの教育研修施設としての役割も大きくなり、県内外より多数の
研修生・実習生を受け入れています。

65 病院 医療法人　玉昌会 加治木温泉病院 899-5241 姶良市加治木町木田4714 0995-62-0001

＊診療科目(12科目):内科、消化器内科、腎臓内科(人工透析)、肝臓内科、循環器内科、神経内科、泌尿器科、耳鼻
咽喉科、頭頸部外科、リハビリテーション科、外科、消化器外科、歯科＊常勤医師数:17名*病床数：３５０床＊病床種
別：地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、医療病棟、介護療養型医療施設（療養機能強化型Ａ取得）
指定許可・認定：慢性期医療認定病院、国土交通省(JCAB）指定航空身体検査機関、アメリカ連邦航空局（FAA）指
定航空身体検査機関、(財)日本医療機能評価機構認定、(財)日本医療機能評価機構「リハビリテーション機能」認
定、エコアクション21在宅事業部：居宅介護支援事業、住宅型有料老人ホーム、小規模多機能ホーム、グループ
ホーム、訪問看護ステーション、訪問介護ステーション

66 病院 医療法人　玉水会 玉水会病院 890-0004 鹿児島市下伊敷1丁目1-5 099-223-3330

・一般病棟
・回復期リハビリテーション病棟
・地域包括ケア病棟
・訪問リハビリテーション等

67 病院 医療法人　愛誠会 昭南病院 899-8106 曽於市大隅町下窪町１番地 099-482-0623

主に鹿児島県曽於市地域を診療圏とし、医療活動を展開しています。
≪関連施設≫
　①北地域診療所　②総合在宅ケアセンターやごろう苑　③大隅地域訪問介護ステーション　④ケアセンターやごろ
う苑
　⑤曽於市大隅町在宅介護支援センター　⑥ケアステーションすえよし　　⑦ケアステーションありあけ
　⑧ふれ愛の家「おじゃったもんせ」　⑨グループホーム「あがいやんせ」

68 病院 公益社団法人 川内市医師会立市民病院 895-0061 薩摩川内市永利町4107番地7 0996－22－1111

【医業】当院は、川内市医師会が地域社会とかかりつけ医が安心と信頼を寄せられる地域医療支援病院として、平
成5年4月に設立された急性期病院です。24時間の高次救急医療体制のもと、高度先進医療機器を備えて患者様の
治療に当たっております。【基本理念】私たちは、地域の中核病院として、急性期医療を推進し、安全で信頼される医
療を提供します。【診療科】外科・脳神経外科・整形外科・心臓血管外科・循環器内科・呼吸器内科・神経内科・消化
器内科・麻酔科・放射線科・泌尿器科・リウマチ科・内分泌科【病床数】224床（一般病床、地域包括ケア病棟、回復期
ケア病棟）【関連施設】川内市医師会居宅介護支援事業所、川内市医師会訪問看護ステーション

69 病院 医療法人　玉昌会 高田病院 892-0824 鹿児島市堀江町5番1号 099-226-4325

・診療科目
内科、消化器科、泌尿器科、皮膚科、循環器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
・病床数：179床（回復期リハ病床30床、療養病床149床）
人工透析19台、訪問診療、訪問看護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
併設事業：居宅介護支援、訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能、通所介護、有料老人ホーム

70 病院 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 892-8512 鹿児島市長田町14-3 099-226-9111 病院業

71 病院 医療法人　慈圭会 八反丸リハビリテーション病院 892-0852 鹿児島市下竜尾町３番２８号 099-222-3111
鹿児島県鹿児島市の北部に位置し、回復期リハビリテーション116床、医療療養39床、計155床のリハビリテーション
に特化した病院です。急性期病院退院後の受け皿として、患者さんが早期に社会復帰できるよう良質な医療・看護・
リハビリテーションを提供し、地域への貢献を目指しています。

72 病院 独立行政法人　国立病院機構 南九州病院 899-5241 姶良市加治木町木田1882 0995-62-2121 医業



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

73 病院 社会医療法人　緑泉会 米盛病院 890-0062 鹿児島市与次郎1丁目7番1号 099-230-0100

整形外科・救急科を中心に、診療・手術・回復までの治療、退院後の長期にわたる支援を行っております。
・救急告示医療機関
・鹿児島県災害派遣医療チーム(鹿児島DMAT)指定病院
・地域リハビリテーション広域支援センター
・外国人患者受け入れ医療機関

74 病院 社会医療法人　青雲会 青雲会病院 899-5431 姶良市西餅田3011 0995-66-3080 医療・介護



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

75 病院 鹿児島医療生活協同組合 鹿児島生協病院 891-0141 鹿児島市谷山中央5-20-10 099-267-1455

事業内容
・緊急指定医療機関
・無料定額診療事業認可病院
・評榜科　救急科　内科　呼吸器内科　消化器内科　循環器内科　腎臓内科　人口透析内科　糖尿病内科　内分泌
内科　　神経内科　小児科　外科　肛門外科　整形外科　耳鼻咽喉科　眼科　婦人科　泌尿器科　麻酔科　放射線科
リハビリテーション科　リウマチ科　アレルギー科　病理診断科
・病床数
急性期一般病棟　226床　・回復期リハビリテーション病棟　40床　・地域包括ケア病棟　40床　　　計306床

76 病院 医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院 890-0056 鹿児島市下荒田3丁目8番1号 099-250-1110

〝真実の医療を求め生命をかけてチャレンジ″
私たち徳洲会グループは「生命だけは平等だ」の理念の下、「いつでも・どこでも・誰でもが最善の医療を受けられる
社会」を目指して、医療の原点である救命救急医療はもちろん、予防医療・慢性医療から先進医療に至るまで、地域
の皆さまの要望に応える医療を実践し、各地域で信頼と実績を積み重ねています。
・許可病床数：310床
・診療科目：内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・腎臓内科・外科・消化器外科・肛門外科・腎臓外科・整形
外科・形成外科・脳科神経外科・泌尿器科・精神科・放射線科・麻酔科・救急科・皮膚科・リハビリテーション科

77 病院 医療法人厚生会 立神リハビリテーション温泉病院 898-0048 枕崎市火之神町620番地 0993-72-7711

・医療療養病棟60床　・介護医療院50床
【診療科目】内科・リハビリテーション科
【関連病院・施設】小原病院、介護老人保健施設
エスポワール立神、介護老人福祉施設ピースフル立神
小規模多機能型居宅介護支援事業所芥渡川
グループホーム宝寿庵

種別 法人名 施設名 郵便番号 住所 電話番号 事業内容

78 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　旭生会 旭ヶ丘園 891-0133 鹿児島市平川町1382番地 099-262-2222

・特別養護老人ﾎｰﾑ
・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
・ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
・ｹｱﾊｳｽ
・居宅介護支援事業所

79 介護老人保健施設 医療法人　杏政会 あじさい苑 895-0023 薩摩川内市横馬場町8-11 0996-23-6000

・要介護者の在宅支援
・在宅復帰へ向けたリハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・通所リハビリテーション(デイケア)

80 養護老人ﾎｰﾑ 社会福祉法人　慈昂会 市来松寿園 899-2103 いちき串木野市大里992番地 0996-36-2114 
・養護老人ﾎｰﾑ（市来松寿園）
・特定施設入居者生活介護事業(外部ｻｰﾋﾞｽ利用型)
・訪問介護事業（市来松寿園ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ）

81 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　以和貴会 以和貴苑 893-1601 鹿屋市串良町細山田5902番地3 0994-62-2430

・介護老人福祉施設　以和貴苑
・短期入所生活介護(在宅老人ショートステイ)　以和貴苑
・認知症グループホーム　けやき
・通所介護事業所(デイ・サービスセンター)　以和貴苑

82 居宅介護支援事業所 医療法人　厚生会 エスポワール立神居宅介護支援事業所 898-0048 枕崎市火之神町630番地 0993-73-5017
契約者が居宅ｻｰﾋﾞｽ事業所を活用しながら、居宅において可能な限り自立した生活ができるように契約書（利用者）
の要望と選択に基づき、適切な保健、医療、福祉ｻｰﾋﾞｽが総合的、効果的に提供されるように公平・中立な立場で支
援する事業

83 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　恵仁会 鹿屋長寿園 893-0024 鹿屋市下祓川町1800番地 0994-43-2546

施設入所110床　短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）35床
介護・看護・栄養・ｹｱﾏﾈ・機能訓練等様々な職種が連携をとり、利用者様に対し、心身の安定と健康の維持を図るた
め介護計画に基づき、必要な援助や介護を行っている。法人として、他にも養護老人ﾎｰﾑ、介護付有料老人ﾎｰﾑ、
通所介護、訪問介護、訪問看護等様々な介護事業を運営している。

84 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　喜入会 喜入の里 891-0205 鹿児島市喜入町前之浜町7788 099-343-1168

第一種社会福祉事業
①特別養護老人ﾎｰﾑ　喜入の里　②軽費老人ﾎｰﾑ「ｹｱﾊｳｽｻﾝﾌｧﾐﾘｰきいれ」
第二種社会福祉事業
①老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業　②老人短期入所事業　③老人居宅介護等事業

85 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　曙福祉会 喜楽奈村 899-3303 日置市吹上町湯之浦2781番地 099-296-3400

・障害者支援施設吹上学園・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業（共同生活援助・共同生活介護）曙ﾎｰﾑ・第二曙ﾎｰﾑ
・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業（短期入所・訪問看護・行動援護・移動支援・日中一時支援）・障害者相談支援事業
・軽費老人ﾎｰﾑ吹上寿荘・特別養護老人ﾎｰﾑ喜楽奈村・日置市吹上在宅介護支援ｾﾝﾀｰ・居宅介護支援事業・老人
短期入所事業・老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
・老人訪問介護事業・すこやか配食事業・認知症対応型老人共同生活介護事業永喜村　・放課後児童健全育成事
業・子育て支援ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業

86 介護老人保健施設 垂水市 コスモス苑 891-2124 垂水市錦江町1番地140 0994-32-5200

・入所
・短期入所療養介護
・介護予防短期入所療養介護
・通所リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション

87 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　隼仁会 ことぶき園 895-2504 伊佐市大口青木3023-14 895-2504

社会福祉法人　隼仁会
・特別養護老人ホームことぶき園（入所・短期入所）
・介護老人保健施設はやひと（入所・短期入所・通所リハビリテーション）
・グループホームはやひと（認知症対応型共同生活介護）
・養護老人ホーム敬寿園（入所・短期入所）
・敬寿園デイサービスセンター（通所）
・はやひと居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
・ヘルパーステーション秋津（訪問介護）
・グリーンハイツ周山（ケアハウス）

88 在宅介護支援センター・居宅介護支援事業所 社会福祉法人　渓州会 在宅介護支援センターはまかぜ園 899-1801 薩摩川内市西方町3111 0996-28-1031

・在宅介護支援センターはまかぜ園　在宅介護支援センター　居宅介護支援事業所
併設施設
・特別養護老人ホームはまかぜ園
・デイサービスセンターはまかぜ園
・ヘルプサービスはまかぜ園
・デイサービス木もれび

89 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　寿康会 寿康園 891-1304 鹿児島市本名町234 099-294-2510
要介護1～5の方でご自宅で介護を受けることが困難な方に入居していただき、介護や日常生活上必要な支援を提
供します。

90 介護老人保健施設 社会福祉法人　晶貴会 シルバータウン加治木 899-5241 姶良市加治木町木田4719番地1 0995-62-5755
・介護老人保健施設　　　　　　・短期入所療養介護事業所
・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所　　 ・介護予防短期入所療養介護事業所
・介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所

＜高齢者分野＞



⑧ソーシャルワーク実習協力実習機関の名称、住所及び事業内容

鹿児島国際大学 ソーシャルワーク実習施設

91 介護老人保健施設 社会医療法人　青雲会 青雲荘 899-5431 姶良市西餅田3024-1 0995-65-8181
老健と隣接する急性期病院(青雲会病院)との連携により、利用者が安心して療養に専念可能。
これにより、急性期のみならず回復期から家庭までの一連の流れが完結する。

92 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　幸伸会 青山荘 893-2302 肝付郡錦江町城元3724-1 0994-22-3388

高齢者福祉施設
・特別養護老人ﾎｰﾑ青山荘
併設施設
・青山荘短期入所生活介護事業所
・青山荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
・青山荘指定居宅介護支援事業所
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ青山荘
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとも（鹿児島県鹿屋市田崎町1307-1)

93 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　照島会 潮風園 896-0037 いちき串木野市別府3570番地 0996-32-5780
ユニット型特別養護老人ホーム　定員88名
ユニット型短期入所生活介護　店員12名

94 介護老人保健施設 医療法人　参篤会 高原ナーシングホーム 899-8602 曽於市末吉町栄町2丁目11番地1 0986-76-1170
・入所施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション

95 介護老人保健施設 特定医療法人　左右会 つわぶき 899-7103 志布志市志布志町志布志1丁目13-3 099-472-5666

介護老人保健施設
・通所リハビリテーション
・入所、短期入所
・リハビリテーション

96 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　清風会 とそ清風園 890‐0036 鹿児島市田上台1丁目43‐1 099‐286‐6363

特別養護老人ホーム
デイサービスセンター
訪問介護事業所
居宅介護支援事業所

97 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 社会福祉法人　尚徳会 徳光苑在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 891-0513 指宿市山川岡児ヶ水1211番地 0993-35-0220

【介護保険事業】
①居宅介護支援事業
【指宿市委託事業】
①地域包括支援ｾﾝﾀｰ相談窓口業務　②在宅高齢者緊急時時間外対応業務　③新予防給付ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務

98 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　白梅福祉会 白梅荘 867-0008 水俣市浜4089-2 0966-63-4715

特別養護老人ホーム白梅荘
白梅荘通所介護事業所
白梅荘短期入所生活介護事業所
白梅ケアプランセンター
白梅ヘルパーステーション
特別養護老人ホーム　白梅の社

99 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　中江報徳園 ひまわり園 891-1205 鹿児島市犬迫町5407-2 099-238-2140
・特別養護老人ﾎｰﾑひまわり園　　・ｼｮｰﾄｽﾃｲひまわり園　　　　　　　　　　　・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり園
・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝひまわり園　　　　 ・訪問入浴ひまわり園                      ・介護支援ｾﾝﾀｰひまわり園
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻﾝひまわり　　　　　　・活き生きｾﾝﾀｰひまわり園

100 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　更生会 望洋の里 891-0702 南九州市頴娃町牧之内3.776-8 0993-36-3075
平成元年9月より事業開始。定員50名で短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援、障が
い者居宅介護、配食ｾﾝﾀｰ、在宅介護支援ｾﾝﾀｰを併設しています。法人設立は昭和46年で他事業として養護老人
ﾎｰﾑ、障がい者支援施設、障がい者援護施設を中心とした事業があり、地域に長く貢献し、親しまれています。

101 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　明徳会 牧之原むつみ園 899-4503 霧島市福山町福沢4611 0995-56-2234
・特別養護老人ﾎｰﾑ牧之原むつみ園　　　　　　　・牧之原むつみ園短期入所生活介護事業
・牧之原むつみ園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　　　　　　　　　・牧之原むつみ園ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ
・牧之原むつみ園指定居宅介護支援事業所　　 ・霧島市在宅介護支援ｾﾝﾀｰ牧之原むつみ園

102 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　クオラ マモリエあいら 899-5652 姶良市平松3360 0995-67-8181
「地域に根ざした施設」を目指し、ボランティア活動等地域での活動に参加することで地域との関係づくりを行ってい
ます。また、「入居者の望む暮らしを実現」するために、入居者やその家族と交流を深めたり、他職種・他事業所との
連携を図りながら、計画書を作成し、ケアを提供しています。

103 介護老人保健施設 社会医療法人　緑泉会 まろにえ 890-0014 鹿児島市草牟田2丁目26番45号 099-226-3276

まろにえ介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の方の自立を支援し、療養・訓練を行いながら、ご家庭へ
の復帰を目指しています。
・入所サービス
・（介護予防）短期入所療養介護、通所リハビリテーション

104 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　健康村 やはずの里 899-2522 日置市伊集院町飯牟礼369番１号 099-273-8211
・特別養護老人ﾎｰﾑ　　　　　　・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
・居宅介護支援事業所　　　　 ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ　　　　　・生活支援ﾊｳｽ

105 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　桃蹊会 霧島青寿園 899-6602 霧島市牧園町三体堂2003-5 0995-78-3340 特別養護老人ホーム

106 地域密着型特別養護老人ホーム 社会福祉法人　建昌福祉会 さざんか園 899-5655 姶良市船津1700-18 0995-66-2288
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・定員29名　3ユニット

107 居宅介護支援事業所 社会福祉法人　喜入会 ニコニコ介護相談センターきいれ 891-0203 鹿児島市喜入町7008-11 099-345-3939 居宅介護支援

108 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　愛人会 慈眼寺園 891-0145 鹿児島市錦江町1丁目20-20 099-263-0055

特別養護老人ホーム（慈眼寺園）
短期入所介護（慈眼寺園）
通所介護（慈眼寺園デイサービスセンター）
居宅介護支援（慈眼寺園指定居宅介護事業所）
訪問給食（慈眼寺園）

109 特別養護老人ホーム 社会福祉法人　孝養会 ふれあいの街ねむの里 891-0104 鹿児島市山田町2405番地-1 099-275-7160 ・介護老人福祉施設(70床)　　・短期入所生活介護(10床)　　・地域密着型通所介護/総合事業対応デイ(18名定員)

子ども分野 No.1～No.3　　（3施設）

障害児者分野 No.4～No.41　 　（38施設）

福祉事務所分野 No.42～No.43　　（2施設）

社会福祉協議会分野 No.44～No.56　　（13施設）

医療分野 No.57～No.77　　（20施設）

高齢者分野 No.78～No.109 　（33施設）

合計 6分野 109施設

※5月27日現在、情報開示に承諾いただいた施設のみ記載

内訳


	情報開示

