
特別養護老人ホーム

1 皇寿園 日向更生センター 日向更生センター 100 880-0835 宮崎市阿波岐原町４２７６－６５０ (0985)24-8518

2 長生園 舞鶴会 舞鶴会 40 880-0836 宮崎市山崎町浜川３７ (0985)39-2560

3 長生園（ユニット型） 舞鶴会 舞鶴会 40 880-0836 宮崎市山崎町浜川３７ (0985)39-2560

4 わにつか荘 善仁会 善仁会 63 889-1702 宮崎市田野町乙１７４２－３０ (0985)86-1323

5 悠楽園 凌雲堂 凌雲堂 91 880-2101 宮崎市跡江長割２３６６ (0985)47-5377

6 裕生園 信愛会 信愛会 74 880-2221 宮崎市高岡町内山２４０７－３ (0985)82-0196

7 みやざき荘 県事業団 県事業団 62 880-0911 宮崎市田吉４９７７－３７４ (0985)56-2510

8 星空の都さどわら 星空の都 星空の都 60 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂３１６５－１ (0985)73-5303

9 三愛園 親和会 親和会 53 880-0834 宮崎市新別府町前浜１４０１－２７１ (0985)23-5282

10 ゴールデンレイク 愛鍼福祉会 愛鍼福祉会 93 889-2161 宮崎市加江田曽山寺４５１４－２ (0985)65-2828

11 栄光園 宮崎長寿会 宮崎長寿会 60 880-0931 宮崎市古城町柳町５１５７－１ (0985)59-5050

12 芳生苑 芳生会 芳生会 60 880-0045 宮崎市大瀬町３１９０ (0985)41-0101

13 住之江 信和会 信和会 61 880-0121 宮崎市島之内２７５２ (0985)37-0228

14 六角堂 同潤会 同潤会 60 880-0121 宮崎市大字島之内7391番地 (0985)88-7800

15 リバーサイド学園木花 倫照会 倫照会 60 889-2156 宮崎市鏡洲５６０ (0985)55-3210

16 めぐみの里 めぐみ福祉会 めぐみ福祉会 66 880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂１２８０９－１ (0985)30-5241

17 星空の都みやざき 星空の都 星空の都 78 880-0841 宮崎市吉村町平塚甲１８２０ (0985)62-2700

18 江南よしみ園 敬尚会 敬尚会 66 880-0931 宮崎市古城町南川内６７６ (0985)64-0688

19 ヴィラ・サザン サザンクロス サザンクロス 60 880-0925 宮崎市本郷北方２７１７－１５ (0985)50-1700

20 しらふじ 凌雲堂 凌雲堂 53 880-2231 宮崎市糸原簗瀬４００番地 (0985)41-0012

21 寿幸園 孝慈会 孝慈会 63 889-1601 宮崎市清武町木原５２３２－２ (0985)84-2141

22 ふじ野園 広和会 広和会 50 880-0879 宮崎市宮崎駅東３丁目９－１０ (0985)27-6262

23 ふじ野園(地域密着型) 広和会 広和会 22 880-0879 宮崎市宮崎駅東３丁目９－１０ (0985)27-6262

24 城ヶ崎小戸の家 耕和会 耕和会 60 880-0917 宮崎市城ヶ崎３丁目３番地３ (0985)83-0017

25 かなえ かなえ会 かなえ会 60 880-0916 宮崎市恒久5311番地1 （0985）52-8001

26 霧島荘 県事業団 県事業団 60 889-1802 都城市山之口町花木2302-1 (0986)57-2165

27 白寿園 常陽事業団 常陽事業団 50 885-0114 都城市庄内町８６７３ (0986)37-0887

28 星空の都なかごう 常緑会 常緑会 90 885-0043 都城市豊満町２６４７ (0986)39-1111

29 星空の都なかごうハーモニー 常緑会 常緑会 40 885-0043 都城市豊満町２６４７ (0986)39-1111

30 豊望園 豊の里 豊の里 100 885-0044 都城市安久町４９９５－１ (0986)39-3993

31 高城園 観音の里 観音の里 50 885-1202 都城市高城町穂満坊３４１６ (0986)58-4550

32 高城園東館 観音の里 観音の里 30 885-1202 都城市高城町穂満坊３４３８番地１ (0986)58-4550

33 高崎苑 健生会 健生会 50 889-4503 都城市高崎町縄瀬１６２２－１７ (0986)62-5005

34 あさぎり園 あさぎり福祉会 あさぎり福祉会 50 889-4602 都城市山田町中霧島２５４６－６ (0986)64-3621

35 恵寿苑 恵愛会 恵愛会 50 885-0002 都城市太郎坊町５６３－１ (0986)38-8800

36 ほほえみの園 スマイリング・パーク スマイリング・パーク 50 885-1105 都城市丸谷町４６７０ (0986)45-3351

37 長遊園 莞爾会 莞爾会 30 885-0221 都城市高野町２９００番 (0986)45-5151

38 長遊園２号館（地域密着型） 莞爾会 莞爾会 25 885-0221 都城市高野町２９００番 (0986)45-5151

39 まりあ(地域密着型) まりあ まりあ 27 885-0093 都城市志比田町９５７３－１ (0986)46-2727

40 わかば 大淀福祉会 大淀福祉会 55 885-0042 都城市上長飯町2687番地1 (0986)21-6612

41 わかば(地域密着型) 大淀福祉会 大淀福祉会 27 885-0042 都城市上長飯町２６６４番地 (0986)21-8686

42 豊明苑(地域密着型) 豊の里 豊の里 27 885-0095 都城市蓑原町1846番地1 (0986)23-3993

43 ミューズの虹平塚(地域密着型) 報謝会 報謝会 27 885-0085 都城市平塚町３０３３－１ (0986)26-7081

44 島津乃荘 敬和福祉会 敬和福祉会 131 885-0006 都城市吉尾町２２００番地１ (0986)51-3111

45 敬寿園 康生会 康生会 155 882-0034 延岡市昭和町３丁目９番３ (0982)23-1655

46 みのり園 みのり会 みのり会 50 882-0075 延岡市岡元町６３０－１ (0982)38-0306

47 みのり園ユニット館 みのり会 みのり会 30 882-0075 延岡市岡元町６３０－１ (0982)38-0306

48 水明荘 康生会 康生会 53 889-0516 延岡市鯛名町９０８－１ (0982)37-2286

49 水明荘ユニット館 康生会 康生会 30 889-0516 延岡市鯛名町９０８－１ (0982)37-2286

50 千寿園 千寿会 千寿会 30 889-0301 延岡市北浦町古江２６９３ (0982)45-3737

51 千寿園ユニット館（地域密着型） 千寿会 千寿会 20 889-0301 延岡市北浦町古江13番地 (0982)45-3737

52 楓荘 三ツ葉会 三ツ葉会 60 882-0021 延岡市無鹿町１丁目２０３１－５ (0982)33-8572

53 ユニット楓荘（地域密着型） 三ツ葉会 三ツ葉会 20 882-0021 延岡市無鹿町１丁目２０３１－５ (0982)33-8572

54 ふれあいの里 ふれあい福祉会 ふれあい福祉会 85 882-0876 延岡市沖田町２２４０－１ (0982)35-0005

55 きたがわ荘 豊寿会 豊寿会 75 889-0102 延岡市北川町長井５５６５－８ (0982)46-3065
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56 ひえいの郷 川水流福祉会 川水流福祉会 88 882-0125 延岡市北方町川水流卯１８１０－８６ (0982)47-2266

57 昭寿園サンヒルズ 敬和会 敬和会 120 887-0034 日南市風田３２２４番地 (0987)23-1045

58 はまゆうの里 徳榮会 徳榮会 55 889-2514 日南市楠原１８４０ (0987)21-2080

59 河鹿の里 愛泉会 愛泉会 88 889-2401 日南市北郷町大藤甲３１８６－１ (0987)55-3738

60 くろしおの里 協同福祉会 協同福祉会 69 889-3204 日南市南郷町中村乙７０５１－１１１ (0987)64-3143

61 ひなもり園 ときわ会 ときわ会 85 886-0003 小林市堤４３８０ (0984)23-1478

62 美穂の里 そうあい そうあい 50 886-0112 小林市須木下田１１５２ (0984)48-3696

63 陽光の里 コスモス会 コスモス会 50 886-0007 小林市真方５０３８－１ (0984)23-5666

64 陽光の里こもれび コスモス会 コスモス会 30 886-0007 小林市真方５０３８－１ (0984)23-5666

65 きりしまの園 敬愛会 敬愛会 30 886-0213 小林市野尻町三ヶ野山４３３６－７４ (0984)44-3108

66 ユニット型きりしまの園 敬愛会 敬愛会 30 886-0213 小林市野尻町三ヶ野山４３３６－７４ (0984)44-3108

67 ソレイユの丘（地域密着型） ときわ会 ときわ会 29 886-0003 小林市堤３７０２番地２ (0984)22-1165

68 永寿園 ひまわり会 ひまわり会 40 883-0034 日向市富高岩崎５４６－１ (0982)53-4007

69 永寿園ユニット館 ひまわり会 ひまわり会 40 883-0034 日向市富高岩崎５４６－１ (0982)53-4007

70 牧水園 玉峰会 玉峰会 80 883-0102 日向市東郷町山陰丙１４２２－２ (0982)69-3355

71 立縫の里 立縫会 立縫会 55 889-1111 日向市美々津町４０７４ (0982)58-1100

72 伊勢の郷 博陽会 博陽会 60 883-0062 日向市日知屋６２２－１１６ (0982)50-1710

73 寿楽園 黒潮会 黒潮会 84 888-0005 串間市西方４３４１－１ (0987)72-3130

74 望洋の郷 黒潮会 黒潮会 50 888-0007 串間市南方金谷城４２０１－１ (0987)71-1171

75 ゆうゆうの森 幸寿会 幸寿会 30 888-0004 串間市串間１０９４ (0987)72-3010

76 幸楽荘 信和会 信和会 32 881-0037 西都市茶臼原９４１番地１ (0983)42-5369

77 幸楽荘花はな館 信和会 信和会 33 881-0037 西都市茶臼原９４１番地１ (0983)42-5369

78 とのこおり荘 百喜会 百喜会 55 881-0106 西都市岩爪１６４５ (0983)44-6511

79 三納の里 三星会 三星会 95 881-0102 西都市平郡菰田５９８番地１ (0983)41-2311

80 えびの涼風園 慈愛会 慈愛会 80 889-4161 えびの市岡松１番 (0984)37-1220

81 八幡の里 えびの明友会 えびの明友会 80 889-4301 えびの市原田本地原１４０３番地２７ (0984)27-4165

82 あけぼの園 えびの明友会 えびの明友会 50 889-4243 えびの市榎田北野５７９－１０ (0984)35-2667

83 星空の都みまた 常緑会 常緑会 62 889-1911 北諸県郡三股町長田１２６６－１ (0986)52-8455

84 星空の都みまたハーモニー 常緑会 常緑会 30 889-1911 北諸県郡三股町長田１２６６－１ (0986)52-8455

85 ミューズの虹高原 報謝会 報謝会 58 889-4414 西諸県郡高原町広原4961番地7 (0984)42-0605

86 はるかぜ（地域密着型） のぞみ会 のぞみ会 29 889-4412 西諸県郡高原町西麓180-3 (0984)25-6001

87 さくら苑 慶明会 慶明会 74 880-1114 東諸県郡国富町三名初田２６２１－６ (0985)75-5213

88 やすらぎの里 綾康会 綾康会 70 880-1303 東諸県郡綾町南俣５６１ (0985)77-0501

89 鈴山荘 弘成会 弘成会 80 884-0006 児湯郡高鍋町上江６９５６－２ (0983)22-0225

90 望み苑（地域密着型） 春光会 春光会 29 884-0003 児湯郡高鍋町南高鍋水谷原９１１８－１ (0983)32-0077

91 しんとみ希望の里 弘成会 弘成会 54 889-1404 児湯郡新富町下富田小島江６２９－５ (0983)33-4561

92 しんとみ希望の里2号館 弘成会 弘成会 30 889-1404 児湯郡新富町下富田６２９番地１ (0983)33-4561

93 天包荘 成穂 成穂 30 881-1414 児湯郡西米良村竹原４３２ (0983)36-1022

94 新納荘 清和会 清和会 50 884-0101 児湯郡木城町高城３０７８ (0983)32-2488

95 仁の里（地域密着型） 善仁会 善仁会 29 884-0102 児湯郡木城町椎木浦畑３９５０番１ (0983)21-4087

96 鈴南の里 泰久会 泰久会 77 889-1301 児湯郡川南町川南１２７０７ (0983)27-0969

97 フェニックス 聖山会 聖山会 60 889-1301 児湯郡川南町川南１７９７９番地８７ (0983)27-5911

98 尾鈴荘 聖水会 聖水会 50 889-1201 児湯郡都農町川北１８９１２－１０ (0983)25-4061

99 大地 ひまわり会 ひまわり会 80 889-0602 東臼杵郡門川町庵川桜井２５９６－２ (0982)68-1188

100 もろつかせせらぎの里 諸塚村 村社協 49 883-1302 東臼杵郡諸塚村七ツ山５４ (0982)65-1222

101 平寿園 椎葉村 清風会 60 883-1601 東臼杵郡椎葉村下福良５４－３３７ (0982)67-2488

102 若宮荘 清風会 清風会 54 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷区田代２２０８ (0982)66-2018

103 シルバースターうなまの里 平成会 平成会 68 889-0901 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間１７０ (0982)62-6155

104 百済の園 南郷会 南郷会 30 883-0306 東臼杵郡美郷町南郷区神門９６０ (0982)59-1098

105 雲居都荘 高千穂天寿会 高千穂天寿会 80 882-1411 西臼杵郡高千穂町上野１７ (0982)77-1034

106 青雲荘 高千穂天寿会 高千穂天寿会 45 882-0401 西臼杵郡日之影町七折８８２６番地 (0982)73-7551

107 ごかせ荘 高千穂天寿会 高千穂天寿会 45 882-1203 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所１０７２５－１ (0982)73-5511

計 107 施設 6,043


