
令和３年３月１日現在

市町村 事業所番号 設置主体 事業所名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 定員 状態

1 鹿屋市 4610300115 社会福祉法人　愛光会
障害者支援施設　フレンド
リーホームいいぐま　短期入
所事業所

893-0035 鹿屋市 飯隈町３３６８番地１ 0994-49-3288 0994-49-3132
併設(2)
空床型

提供中

2 鹿屋市 4610300198 社会福祉法人　友心会 障害者支援施設　ゆらり 893-1602 鹿屋市
串良町有里７４４１番地
１

0994-62-4100 0994-62-4190 空床型 提供中

3 鹿屋市 4610300362 社会福祉法人　愛光会 障害者支援施設　桜町学園 891-2301 鹿屋市 有武町８５５番地３ 0994-46-3212 0994-46-3212
併設(2)
空床型

提供中

4 鹿屋市 4610300339 社会福祉法人　岳風会 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

0994-58-5051 0994-58-7758 併設(2) 提供中

5 鹿屋市 4610300099 社会福祉法人　愛光会
知的障害児・障害者支援施
設　和光学園

891-2303 鹿屋市 海道町１５６番地 0994-46-2956 0994-46-4130
併設(4)
空床型

提供中

6 鹿屋市 4610300206 社会福祉法人　州鵬会
特別養護老人ホームグリー
ンバード

899-8511 鹿屋市
輝北町市成２１２１番地
３

0994-85-1902 0994-85-1195
併設(11)
空床型

提供中

7 鹿屋市 4610300933 株式会社綾福祉会 ショートステイ　あや 893-0056 鹿屋市 上野町4790番地５ 0994-45-7136 0994-45-7138 併設(2) 提供中

8 鹿屋市 4613015116 社会福祉法人　天上会 障害者支援施設　新樹楽園 893-0041 鹿屋市 星塚町４２０４－４ 0994-49-3888 0994-49-3777 併設(３) 提供中

9 鹿屋市 4610301113
特定非営利活動法人隣
の会

共生ホーム・木精 893-0023 鹿屋市 笠之原町7402番地５ 0994-41-0771 0994-41-0971 空床型 提供中

10 鹿屋市 4610300974 株式会社ドルフィン 生活介護事業所　ドルフィン 893-0064 鹿屋市 西原１丁目８番２号 0994-35-1488 0994-35-1489
単独型
（４）

提供中

11 鹿屋市 4610301238 社会福祉法人　岳風会 短期入所事業所　舞ハウス 893-0023 鹿屋市 笠之原町９番11号 0994-35-1081 0994-35-1082 併設（２） 提供中

12 鹿屋市 4610301261
合同会社　Ｊｕｓｔ　ａ　Ｌｉｔｔｌ
ｅ

Chocott 893-0064 鹿屋市 西原二丁目553番地 0994-42-0443 0994-42-0443
単独型
（３）

提供中

13 垂水市 4641400033
医療法人　浩愛会　垂水
温泉病院

小規模多機能ホーム　くぬき
の里

891-2116 垂水市 柊原６２５番１ 0994-35-3636 0994-35-3636 単独(9) 提供中

14 垂水市 4641400025
医療法人　浩愛会　垂水
温泉病院

小規模多機能ホーム　ひま
わりの里

891-2124 垂水市 錦江町１番２３９ 0994-32-6666 0994-32-6666 単独(9) 提供中

15 垂水市 4641400017 社会医療法人　天陽会
小規模多機能ホーム　陽な
たぼっこの家　境

899-4631 垂水市 牛根境１０９０ 0994-34-2121 0994-34-2121 単独(5) 提供中

16 垂水市 4641400058 株式会社　正信会
小規模多機能ホームほほえ
み

891-2101 垂水市 海潟５０２番地１ 0994-32-5708 0994-32-5709 単独(5) 提供中

17 垂水市 4611400021 社会福祉法人　育友会 短期入所　城山学園 891-2114 垂水市
新城西鳥ヶ尾５２８４番
地

0994-35-3000 0994-35-3005 併設(4) 提供中

18 垂水市 4611400047 社会福祉法人　長和会
特別養護老人ホーム　恵光
園

891-2112 垂水市 本城２２１番地 0994-32-2851 0994-32-3258
併設(10)
空床型

提供中

19 曽於市 4611700073 社会福祉法人　めぐみ会 高之峯園 899-8604 曽於市
末吉町諏訪方5105番
地

0986-76-7111 0986-76-7111 併設(4) 提供中

20 曽於市 4611700131 社会福祉法人　博風会
短期入所事業所すみよしの
里

899-8605 曽於市
末吉町二之方３０７０番
地２

0986-76-0009 0986-76-0688 併設(4) 提供中

21 曽於市 4611700198
社会福祉法人　輪光福祉
会

特別養護老人ホーム輪光無
量寿園

899-8101 曽於市 末吉町岩崎９７１－１ 099-482-1047 099-482-1337
併設(9)
空床型

提供中

22 曽於市 4611700057 社会福祉法人　めぐみ会 末吉学園短期入所事業所 899-8604 曽於市
末吉町諏訪方5091番
地２

0986-28-1201 0986-28-1202 空床型 提供中

23 曽於市 4611700412 社会福祉法人　大多福会 のどか園短期入所 899-8604 曽於市 末吉町諏訪方10231 0986-76-6883 0986-76-6773 空床型 提供中

24 志布志市 4614100123 社会福祉法人　隆愛会 特別養護老人ホーム賀寿園 899-7104 志布志市
志布志町安楽2903番
地1

099-472-5555 099-473-3339 併設(4) 提供中

25 大崎町 4612900029 社会福祉法人　愛生会
障害者支援施設　あいのさ
と

899-7301 大崎町
菱田字宇都口３５９６番
地

099-477-1171 099-477-1589 併設(7) 提供中

26 大崎町 4612900037 社会福祉法人　愛生会 障害者支援施設　恵誠園 899-7301 大崎町
菱田字宇都口３５９６番
地

099-477-1588 099-477-1589 併設(10) 提供中

27 大崎町 4612900060 社会福祉法人　三峰会 特別養護老人ホーム回生園 899-7301 大崎町 菱田家戸原３０６３番地 0994-77-0372 099-477-0115
併設(10)
空床型

提供中

28 東串良町 4613000019 社会福祉法人　松風会 障害者支援施設　光祐の里 893-1614 東串良町 新川西２０番地１ 0994-63-0233 0994-63-0232 併設(6) 提供中

29 錦江町 4613005034 社会福祉法人　養浩会
障害者支援施設すずしろの
里

893-2301 錦江町 神川１６１９ 0994-22-1223 0994-22-2266 併設(2) 提供中

30 南大隅町 4613005026 社会福祉法人　白鳩会 花の木ファーム 893-2501 南大隅町 根占川北9466番地８ 0994-27-4737 0994-27-4744 空床型 提供中

31 南大隅町 4613010034 社会福祉法人　白鳩会 おおすみの園 893-2501 南大隅町 根占川北２１０５ 0994-24-2517 0994-24-3711 空床型 提供中

７－短期入所
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