
名　　　　　　　　　　称 郵便番号 所　　　在　　　地

はまゆう 897-1302 南さつま市笠沙町赤生木11372-376

小規模特別養護老人ホーム　寿康園 891-1304 鹿児島市本名町2196-1

特別養護老人ホーム武岡ピュアハウス 890-0031 鹿児島市武岡1-121-9

かもいけ 890-0068 鹿児島市東郡元町11-6

城山苑別館 892-0854 鹿児島市長田町37－23

満青 899-1131 阿久根市脇本9090-23

あかり 899-1604 阿久根市山下8375-1

地域密着型特別養護老人ホーム　サンピアよつ葉 891-0404 指宿市東方10235-1

あいおいの郷 891-0403 指宿市十二町88-15

地域密着型特別養護老人ホーム　おおむら園 895-1503 薩摩川内市祁答院町上手500-7

喜楽奈家 899-3303 日置市吹上町湯之浦2758

地域密着型特別養護老人ホーム　そら 899-8606 曽於市末吉町深川1705-1

地域密着型特別養護老人ホーム　高松すわの森 899-8604 曽於市末吉町諏訪方6879-1

地域密着型特別養護老人ホーム　南之郷 899-8608 曽於市末吉町南之郷8130-1

青葉の里 899-4305 霧島市国分郡田1559-2

小規模特別養護老人ホーム　日当山の家 899-5112 霧島市隼人町松永1171

和顔施 899-3516 南さつま市金峰町浦之名1430

地域密着型介護老人福祉施設　ガレリア　ソル 897-0031 南さつま市加世田東本町8-10

地域密着型特別養護老人ホーム　さざんか園 899-5655 姶良市船津1700-11

さざ波 899-1212 出水郡長島町川床964-1

ひまわり園 891-1205 鹿児島市犬迫町5407-2

三船園 892-0871 鹿児島市吉野町10005-4

清谿園 891-0104 鹿児島市山田町3828

寿康園 891-1304 鹿児島市本名町234

錦江園 891-0133 鹿児島市平川町2530-1

美樹園 891-0144 鹿児島市下福元町1926-6

愛泉園 891-1103 鹿児島市川田町1090

泰山荘 891-1206 鹿児島市皆与志町2261-1

健生苑 899-2701 鹿児島市石谷町3523

睦園 892-0871 鹿児島市吉野町6077-56

 くすの木グリーンハイツ 891-1205 鹿児島市犬迫町7771

松恵園 890-0033 鹿児島市西別府町1920

喜入の里 891-0205 鹿児島市喜入前之浜町7788

桜島苑 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-45

旭ヶ丘園 891-0133 鹿児島市平川町1382

高喜苑 890-0031 鹿児島市武岡5-51-10

はっぴー園 891-0144 鹿児島市下福元町9563

とそ清風園 890-0036 鹿児島市田上台1-43-1

 ケアガーデンてらやま 892-0871 鹿児島市吉野町10877-18

城山苑 892-0854 鹿児島市長田町32-1

 にじの郷たにやま 891-0105 鹿児島市中山町5028-80

ひだまりの里 892-0875 鹿児島市川上町1041-1

配置医師が置かれている特別養護老人ホーム等一覧（平成30年７月１日現在）
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名　　　　　　　　　　称 郵便番号 所　　　在　　　地

さかもと園 892-0862 鹿児島市坂元町502

下田苑 892-0873 鹿児島市下田町353

あけぼの 891-0104 鹿児島市山田町2021

慈眼寺園 891-0145 鹿児島市錦江台1-20-20

みやび 891-0141 鹿児島市谷山中央1-4319

陽光苑 892-0875 鹿児島市川上町46

 西谷山わかくさの郷 891-0116 鹿児島市上福元町五本杉7048-1

 ふれあいの街ねむの里 891-0104 鹿児島市山田町2405-1

愛心苑 891-0143 鹿児島市和田3-40-1

花水木 890-0065 鹿児島市郡元3-4-15

グランパソ 89１-0108 鹿児島市中山2-13-15

びわやまの里 891-0203 鹿児島市喜入町6987

 介護老人福祉施設アルテンハイム鹿児島 890-0062 鹿児島市与次郎1-4-18

七福神 890-0002 鹿児島市西伊敷3-14-3

特別養護老人ホーム　ラ・コリーヌ伊敷台 890-0007 鹿児島市伊敷台1-14-1

特別養護老人ホームぶれーす谷山 891-0141 鹿児島市谷山中央4-4817-3

オアシスケア城西 890-0023 鹿児島市永吉2-37-14

特別養護老人ホーム花時計 892-0846 鹿児島市加治屋町16-6

鹿屋長寿園 893-0024 鹿屋市下祓川町1800

慈恵園 893-0051 鹿屋市大姶良町226

以和貴苑 893-1601 鹿屋市串良町細山田5902-3

陵幸園 893-1103 鹿屋市吾平町麓3805

みどりの園 899-8511 鹿屋市輝北町市成2121-3

朋愛園 893-0014 鹿屋市寿2-2-1

花岡の里 891-2304 鹿屋市花岡町3979-1

悠々 893-0067 鹿屋市大浦町14028-6

南方園 898-0096 枕崎市まかや町678

ピースフル立神 898-0048 枕崎市火之神町725

地域密着型特別養護老人ホーム　ピースフル立神 898-0048 枕崎市火之神町733

桜ヶ丘荘 899-1611 阿久根市赤瀬川265

鶴寿会たかおの 899-0401 出水市高尾野町大久保600

鶴寿園 899-0136 出水市汐見町93

野田の郷 899-0502 出水市野田町下名4975-2

出水の里 899-0122 出水市境町1822

湯之里園 891-0304 指宿市東方828

薩摩富士荘 891-0604 指宿市開聞仙田6529-1

徳光苑 891-0513 指宿市山川岡児ケ水1212-1

わかさ園 891-3101 西之表市西之表16347

百合砂苑 891-3101 西之表市西之表6087

現和苑 891-3103 西之表市現和5944-21

恵光園 891-2112 垂水市本城221

のぞみ園 895-1502 薩摩川内市祁答院町藺牟田2153-1

白寿園 895-0042 薩摩川内市中福良町2911-1

福和園 895-0061 薩摩川内市御陵下町29-50

翠泉苑 895-1203 薩摩川内市樋脇町市比野3200-118

博愛園 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名695

こしき園 896-1201 薩摩川内市上甑町中甑1236



名　　　　　　　　　　称 郵便番号 所　　　在　　　地

とうごう苑 895-1106 薩摩川内市東郷町斧渕2501

 薩摩川内市立甑島敬老園 896-1411 薩摩川内市下甑町長浜1185-2

幸せの里 895-0005 薩摩川内市永利町4311-5

はまかぜ園 899-1801 薩摩川内市西方町3111

鹿島園 896-1301 薩摩川内市鹿島町藺牟田1443-1

寿里苑 896-1101 薩摩川内市里町里1621-1

やしの実 895-0031 薩摩川内市勝目町4174-1

つきみ園 895-1503 薩摩川内市祁答院町上手500-8

永利 895-0005 薩摩川内市永利町2531

仁合院 895-0006 薩摩川内市田崎町630-3

 日置市青松園 899-3101 日置市日吉町日置1193-1

寿福園 899-2511 日置市伊集院町下神殿224-2

喜楽奈村 899-3303 日置市吹上町湯之浦2781

秋光園 899-2202 日置市東市来町長里360-1

やはずの里 899-2522 日置市伊集院町飯牟礼369-1

輪光無量寿園 899-8101 曽於市末吉町岩崎971-1

たからべ園 899-4102 曽於市財部町北俣736

おおすみ竹山園 899-8212 曽於市大隅町月野1582

財部寿豊苑 899-4103 曽於市財部町下財部2061-1

おおすみ苑 899-8212 曽於市大隅町月野1045

末吉まごころ園 899-8605 曽於市末吉町二之方5380-1

はるかぜの里 899-8605 曽於市末吉町二之方3076-2

牧之原むつみ園 899-4503 霧島市福山町福沢4611

霧島青寿園 899-6602 霧島市牧園町三体堂2003-5

フラワーホーム 899-6404 霧島市溝辺町麓947-3

横川緑風園 899-6303 霧島市横川町中ノ5645-1

みどりの里 899-6304 霧島市横川町中ノ5645-1

嘉祥園 899-4304 霧島市国分清水5-1-49

翔朋園 899-4201 霧島市霧島田口2737-36

みゆき苑 899-5112 霧島市隼人町松永895-3

ソ・ウェルこくぶちゅうおう 899-4332 霧島市国分中央3-12-29

潮風園 896-0053 いちき串木野市別府3570

吹上園 899-2103 いちき串木野市大里992

地域密着型小規模特別養護老人ホーム吹上園ふもと 896-0052 いちき串木野市上名2775－1

南さつま市和楽苑 898-0102 南さつま市坊津町泊5756

養徳園 897-1122 南さつま市加世田小湊528

金峰苑 899-3511 南さつま市金峰町宮崎4019

恵風園 897-1201 南さつま市大浦町24760-8

アルテンハイム加世田 897-0002 南さつま市加世田武田13877

石垣の里 897-1301 南さつま市笠沙町片浦9878

小松の里 899-7402 志布志市有明町野井倉2006-1

賀寿園 899-7104 志布志市志布志町安楽2903-1

やっちく 899-7602 志布志市松山町泰野1111

奄美佳南園 894-0014 奄美市名瀬平田町7-15

笠寿園 894-0504 奄美市笠利町節田1590

めぐみの園 894-0772 奄美市名瀬西仲勝965

住用の園 894-1116 奄美市住用町摺勝451-3



名　　　　　　　　　　称 郵便番号 所　　　在　　　地

芦穂の里 894-0351 奄美市名瀬芦花部1470

望洋の里 891-0702 南九州市頴娃町牧之内3776-8

涼松 891-0704 南九州市頴娃町別府5539-1

憩いの里 897-0303 南九州市知覧町永里4577-3

音野舎 897-0302 南九州市知覧町郡2072-2

ちらん敬和の郷 897-0302 南九州市知覧町郡5998-1

川辺みどり園 897-0202 南九州市川辺町清水10131-2

ビハーラ 891-0704 南九州市頴娃町別府6616-1

ことぶき園 895-2504 伊佐市大口青木3023-14

ガーデンハウス桜ヶ丘 895-2511 伊佐市大口里1564-39

千鳥園 895-2707 伊佐市菱刈徳辺2202-1

加治木望岳園 899-5241 姶良市加治木町木田4700

やすらぎの里 899-5543 姶良市下名2992

マモリエあいら 899-5652 姶良市平松3360

大楠苑 899-5305 姶良市蒲生町白男325-1

つつはの園 899-6105 姶良郡湧水町般若寺358

グリーン光芳 899-6207 姶良郡湧水町米永2387

地域密着型介護老人福祉施設　光陽の杜 899-5431 姶良市西餠田3306-1

マモリエ 895-1804 薩摩郡さつま町船木2315-1

さつま園 895-2201 薩摩郡さつま町求名13341-1

アルテンハイム鶴宮園 895-2103 薩摩郡さつま町紫尾4077-1

桃源郷 899-1401 出水郡長島町鷹巣740-2

あかね園 899-1304 出水郡長島町城川内2331-8

回生園 899-7301 曽於郡大崎町菱田家戸原3063

ルーピンの里 893-1612 肝属郡東串良町池之原2077-1

南松園 893-2402 肝属郡錦江町田代川原369

青山荘 893-2302 肝属郡錦江町城元3724-1

蒼水園 893-2504 肝属郡南大隅町根占山本1250-1

真寿園 893-2604 肝属郡南大隅町佐多馬籠3466-3

花神荘 893-1203 肝属郡肝付町後田5375

銀河の里 893-1401 肝属郡肝付町北方588

南界園 891-3607 熊毛郡中種子町田島327-1

芙蓉苑 891-3701 熊毛郡南種子町中之上1702-4

長谷の里 891-3701 熊毛郡南種子町中之上1702-4

縄文の郷 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2458-2

竜天園 891-4312 熊毛郡屋久島町船行1068-3

大和の園 894-3211 大島郡大和村戸円1903

虹の園 894-3304 大島郡宇検村須古2-4

奄美の園 894-1508 大島郡瀬戸内町古仁屋1283-27

加計呂麻園 894-2236 大島郡瀬戸内町伊子茂187-1

愛寿園 894-0104 大島郡龍郷町浦1874

龍郷の里 894-0331 大島郡龍郷町嘉渡787

 喜界町立喜界園 891-6201 大島郡喜界町赤連69

徳寿園 891-7101 大島郡徳之島町亀津5546-1

南風園 891-7425 大島郡徳之島町花徳620

天寿園 891-7602 大島郡天城町松原784-4

仙寿の里 891-8201 大島郡伊仙町伊仙2571



名　　　　　　　　　　称 郵便番号 所　　　在　　　地

しらゆりの園 891-9111 大島郡和泊町手々知名781

さくら園 891-9214 大島郡知名町知名1952-1

ヨロン園 891-9301 大島郡与論町茶花2179

生見クリニック 891-0206 鹿児島市喜入生見町623

介護老人保健施設光徳苑 891-0141 鹿児島市谷山中央二丁目4515番地

ぶれーす喜入ショートステイ 891-0203 鹿児島市喜入町8234-1

ショートステイいきいき館 893-0023 鹿屋市笠之原町3579番地1

介護付有料老人ホームいずみ 899-0122 出水市境町1840番地1

介護付有料老人ホーム　愛 891-0603 指宿市開聞十町1305番地

ショートステイやまびこ 891-3101 西之表市西之表14889番地5

ショートステイ　和 895-0005 薩摩川内市永利町4107番地5

すみよしの里 899-8605 曽於市末吉町二之方3070番地2

清水ショートステイ 899-4304 霧島市国分清水1-32-43

介護付有料老人ホーム今日館 899-5101 霧島市隼人町住吉188番地

ショートステイまつながの里 899-5112 霧島市隼人町松永1152番地6

ショートステイひかりの丘 899-7103 志布志市志布志町志布志1347番地

びろうの樹 899-7402 志布志市有明町野井倉8031番地1

ショートステイつまべに苑 891-3604 熊毛郡中種子町野間6584番地11

ショートステイ・ふりいじあ 891-3702 熊毛郡南種子町平山149番地

誠光園 891-1205 鹿児島市犬迫町4014番地1

障害者支援施設　みなよし療護園 891-1206 鹿児島市皆与志町1778番地

障害者支援施設　つわぶきの里 891-1205 鹿児島市犬迫町7939番地1

ゆうかり学園 891-1201 鹿児島市岡之原町1005番地

パソ松ヶ尾館 891-0144 鹿児島市下福元町字松ヶ尾1732番地

障害者支援施設　和光学園 891-2303 鹿屋市海道町156番地

障害者支援施設　陵北荘 893-1101 鹿屋市吾平町上名字笹ヶ尾原6162-2

ふじ美の里 898-0084 枕崎市板敷西町321番地

障害者支援施設　あいわの里障害者支援センター 899-1131 阿久根市脇本9185番地2

北星園 899-0124 出水市美原町3151番地

障害者支援施設　竹山苑 891-0511 指宿市山川福元字間瀬戸4856番地1

たちばな園 891-3103 西之表市現和8455番地5

障害者支援施設　薩来園 895-1401 薩摩川内市入来町副田6539-1

障害者支援施設　川内なずな園 895-0066 薩摩川内市五代町7450番地

障害者支援施設　亀山苑 895-0065 薩摩川内市宮内町2539番地2

川内自興園 895-0007 薩摩川内市百次町1110番地

吹上学園 899-3303 日置市吹上町湯之浦2758

ふるさと学園 899-2201 日置市東市来町湯田7107番地8

障害者支援施設みどりの里 899-2511 日置市伊集院町下神殿1420番地1

鹿児島太陽の里 899-2504 日置市伊集院町郡字杉ヶ迫2075

太陽の里療護園 899-2502 日置市伊集院町徳重東平原1693番地

高之峯園 899-8604 曽於市末吉町諏訪方5105

障がい者支援施設すみよしの里 899-8605 曽於市末吉町二之方3070番地2

末吉学園成人部 899-8604 曽於市末吉町諏訪方5091番地2

福山学園 899-4501 霧島市福山町福山838番地

指定障害者支援施設　つかわき 899-4461 霧島市国分上之段柳ノ谷2287番地1

指 定 障 害 者 支 援 施 設

指 定 短 期 ・ 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所



名　　　　　　　　　　称 郵便番号 所　　　在　　　地

障害者支援施設　霧島青葉園 899-6603 霧島市牧園町高千穂3617番地65

障害者支援施設　みさかえ学園 899-3404 南さつま市金峰町高橋3075番39

障害者支援施設　光の里 897-1123 南さつま市加世田高橋2190番地

障害者支援施設　かせだフレンドホーム 897-0004 南さつま市加世田内山田2580番地

障害者支援施設　愛の浜園 894-0047 奄美市名瀬知名瀬字野口2504番地

介護・支援事業所　聖の郷 891-0705 南九州市頴娃町上別府字西場6539番1

障害者支援施設榎山学園 891-0704 南九州市頴娃町別府4710-6

障害者支援施設　慈生園 891-0704 南九州市頴娃町別府4710-6

障害者支援施設　知覧育成園 897-0302 南九州市知覧町郡9047番1

障害者支援施設　大口園 895-2526 伊佐市大口宮人463番地30

障害者支援施設　星空の里 895-2526 伊佐市大口宮人463番地33

さちかぜ 899-5241 姶良市加治木町木田1395番地16

鹿児島サン・ヴィレッジ姶良 899-5652 姶良市平松字新開1180番3

障害者支援施設　喜びの里 899-5204 姶良市加治木町日木山2455番地1

障害者支援施設　あいのさと 899-7301 曽於郡大崎町菱田字宇都口3596番地

障害者支援施設　恵誠園 899-7301 曽於郡大崎町菱田字宇都口3596番地

障害者支援施設　光祐の里 893-1614 肝属郡東串良町新川西20番地1

障害者支援施設すずしろの里 893-2301 肝属郡錦江町神川1619

花の木ファーム 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北9466番地8

おおすみの園 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北2105

あかつき園 891-3604 熊毛郡中種子町野間6584番地1

障害者支援施設　滝の園 894-3304 大島郡宇検村須古字阿京757番地

障害者支援施設　なのはな園 894-2232 大島郡瀬戸内町勝能887番地

障害者支援施設　星の園 894-0411 大島郡龍郷町赤尾木1356番地

障害者支援施設　ワークセンター奄美 894-0104 大島郡龍郷町浦字脇田1820番地

障害者支援施設　はまゆり学園 891-6201 大島郡喜界町赤連38番地

障害者支援施設　徳州園 891-7102 大島郡徳之島町亀徳3345番地

鹿児島自然学園 891-1105 鹿児島市郡山岳町2208

療養介護事業所やまびこ医療福祉センター 891-1206 鹿児島市皆与志町1779

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

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

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設

療 養 介 護 事 業 所


