
令和5年1月1日現在

〈宮崎県所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 仁愛会 宮崎市大字跡江字井尻4540番地 201

2 社会福祉法人 善仁会 宮崎市田野町字桜ヶ丘乙1742番地30 201 所在地修正

3 社会福祉法人 まほろば福祉会 宮崎市大字跡江525番地 201

4 社会福祉法人 宮崎県共同募金会 宮崎市原町2番22号 201

5 社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会 宮崎市原町2番22号 201

6 社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団 宮崎市原町2番22号 201

7 社会福祉法人 宮崎県聴覚障害者協会 宮崎市江平西二丁目1番20号 201

8 社会福祉法人 宮日母子福祉事業団 宮崎市高千穂通一丁目1番33号 201

9 社会福祉法人 信和会 宮崎市大字島之内2752番地 201

10 社会福祉法人 日章福祉会 宮崎市丸島町2番36号 201

11 社会福祉法人 春光会 宮崎市大字郡司分丙9273番地 201

12 社会福祉法人 芳生会 宮崎市大字大瀬町3190番地 201

13 社会福祉法人 守破離 宮崎市江平東町1番2号 201 名称変更　旧：顕真会

14 社会福祉法人 吉野福祉会 宮崎市大字金崎字太良迫2953番地 201

15 社会福祉法人 協愛福祉会 宮崎市佐土原町下那珂5053番3 201

16 社会福祉法人 元宮ちどり福祉会 宮崎市南高松町2番37号 201

17 社会福祉法人 成和会 宮崎市佐土原町下田島21487番地20 201 Ｒ4.3.23　宮崎市から移管

18 社会福祉法人 慈恵会 都城市安久町1674番地1 202

19 社会福祉法人 常緑会 都城市豊満町2647番地 202

20 社会福祉法人 豊の里 都城市栄町22号5番地1 202

21 社会福祉法人 キャンバスの会 都城市年見町30-1-2 202 所在地修正

22 社会福祉法人 恵愛会 都城市太郎坊町563番地1 202

23 社会福祉法人 しらゆり福祉会 都城市早水町1号7番5 202

24 社会福祉法人 奨禮会 都城市乙房町2191番地3 202

25 社会福祉法人 スマイリング・パーク 都城市牟田町26街区16号 202 所在地修正

26 社会福祉法人 莞爾会 都城市高野町2900番地 202

27 社会福祉法人 みのり福祉会 都城市菓子野町9523番地1 202

28 社会福祉法人 なのはな村 都城市一万城町82号4番地 202

29 社会福祉法人 ゆりかご福祉会 延岡市大貫町四丁目2660番地2 203

30 社会福祉法人 つくしんぼ福祉会 延岡市塩浜町3丁目1752-9 203 所在地修正

31 社会福祉法人 真雅 延岡市長浜町1丁目1765番地1 203

32 社会福祉法人 徳榮会 日南市大字楠原1840番地 204

33 社会福祉法人 洗心会 小林市細野字沢牟田2018番地 204

34 社会福祉法人 ひまわり会 日向市大字富高字岩崎546番地1 206

35 社会福祉法人 共生会 日向市大字財光寺字岩淵3541番地1 206

36 社会福祉法人 浩和会 日向市大字財光寺字池1565番地2 206

37 社会福祉法人 さつき福祉会 串間市大字北方7358番地2 207

38 社会福祉法人 光陽会 西都市大字清水793番地 208

39 社会福祉法人 晴陽会 西都市大字右松3292番地33 208

40 社会福祉法人 つばさ福祉会 西都市白馬町3番地 208

41 社会福祉法人 ひかり会 西都市大字鹿野田1450番地1 208

42 社会福祉法人 協和福祉会 えびの市大字向江98番地 209

43 社会福祉法人 三股町社会福祉協議会 北諸県郡三股町大字樺山3384番地2 341

44 社会福祉法人 やまびこ会 北諸県郡三股町大字樺山字町ノ前3885番地2 341 所在地修正

45 社会福祉法人 ゆりかご会 北諸県郡三股町新馬場1番地8 341

46 社会福祉法人 三樺会 北諸県郡三股町大字樺山4390番地1 341

47 社会福祉法人 信愛福祉会 北諸県郡三股町大字蓼池3610番地11 341

48 社会福祉法人 心耕福祉会 北諸県郡三股町大字樺山3000番地2 341

49 社会福祉法人 新生会 北諸県郡三股町新馬場36番地6 341

50 社会福祉法人 明和福祉会 北諸県郡三股町稗田31番地6 341

51 社会福祉法人 愛生会 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山4870-16 341 所在地修正

52 社会福祉法人 高原町社会福祉協議会 西諸県郡高原町大字西麓360番地1 361

53 社会福祉法人 めばえ福祉会 西諸県郡高原町大字蒲牟田1108番地8 361

54 社会福祉法人 和会 西諸県郡高原町大字西麓875番地2 361

55 社会福祉法人 興愛会 西諸県郡高原町大字広原3845番地18 361

56 社会福祉法人 報謝会 西諸県郡高原町大字蒲牟田7348番地2 361

57 社会福祉法人 のぞみ会 西諸県郡高原町大字西麓180番地3 361

58 社会福祉法人 エデンの園 東諸県郡国富町大字三名字初田2621番地5 382

59 社会福祉法人 かしのみ福祉会 東諸県郡国富町大字本庄渕脇3281番地1 382

60 社会福祉法人 国富町社会福祉協議会 東諸県郡国富町大字本庄6889番地2 382

61 社会福祉法人 慶明会 東諸県郡国富町大字岩知野字明久357番地 382

62 社会福祉法人 国富東福祉会 東諸県郡国富町大字木脇3077番地1 382

63 社会福祉法人 三名福祉会 東諸県郡国富町大字三名1267番地 382

64 社会福祉法人 三矢会 東諸県郡国富町大字本庄7009番地1 382

65 社会福祉法人 森竹福祉会 東諸県郡国富町大字竹田141番地2 382

66 社会福祉法人 太田原福祉会 東諸県郡国富町大字本庄271番地 382

67 社会福祉法人 北俣福祉会 東諸県郡国富町大字八代北俣2234番地81 382

68 社会福祉法人 木脇福祉会 東諸県郡国富町大字木脇1451番地1 382

69 社会福祉法人 綾町社会福祉協議会 東諸県郡綾町大字南俣615番地 383

70 社会福祉法人 綾康会 東諸県郡綾町大字南俣561番地 383

71 社会福祉法人 綾福祉会 東諸県郡綾町大字入野3298番地2 383

72 社会福祉法人 あけぼの福祉会 児湯郡高鍋町大字持田1600番地1 401

73 社会福祉法人 高鍋町社会福祉協議会 児湯郡高鍋町大字北高鍋300番地 401

社会福祉法人

対象法人数　（ ３８９ ）



No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

74 社会福祉法人 新富町社会福祉協議会 児湯郡新富町大字上富田7485番地14 402

75 社会福祉法人 明和会 児湯郡新富町大字新田字楠木迫18797番地12 402

76 社会福祉法人 もえぎ福祉会 児湯郡新富町大字三納代803番地 402

77 社会福祉法人 久春福祉会 児湯郡新富町大字新田5733番地1 402

78 社会福祉法人 弘成会 児湯郡新富町大字下富田字小島江629番5 402

79 社会福祉法人 春栄福祉会 児湯郡新富町富田一丁目55番地3 402

80 社会福祉法人 神誠福祉会 児湯郡新富町大字日置825番地 402

81 社会福祉法人 清流福祉会 児湯郡新富町大字下富田2691番地 402

82 社会福祉法人 望洋会 児湯郡新富町大字上富田4726番地1 402

83 社会福祉法人 西米良村社会福祉協議会 児湯郡西米良村大字村所66番地1 403

84 社会福祉法人 成穂 児湯郡西米良村大字竹原字春ノ平432番地 403

85 社会福祉法人 かしのき福祉会 児湯郡木城町大字高城3683番地1 404

86 社会福祉法人 木城町社会福祉協議会 児湯郡木城町大字椎木2140番地の1 404

87 社会福祉法人 清和会 児湯郡木城町大字高城3078番地 404

88 社会福祉法人 石井記念友愛社 児湯郡木城町大字椎木644番地1 404

89 社会福祉法人 敬神福祉会 児湯郡川南町大字川南21870番地 405

90 社会福祉法人 川南町社会福祉協議会 児湯郡川南町大字川南13676番地の1 405

91 社会福祉法人 長平会 児湯郡川南町大字川南13428番地8 405 所在地修正

92 社会福祉法人 聖山会 児湯郡川南町大字川南17979番地87 405

93 社会福祉法人 金鈴学園 児湯郡川南町大字川南22843番地 405

94 社会福祉法人 泰久会 児湯郡川南町大字川南12707番地 405

95 社会福祉法人 都農町社会福祉協議会 児湯郡都農町大字川北4910番地 406

96 社会福祉法人 信楽寺愛育会 児湯郡都農町大字川北5384番地 406

97 社会福祉法人 聖水会 児湯郡都農町大字川北18912番地10 406

98 社会福祉法人 日向福德会 児湯郡都農町大字川北11795番地 406

99 社会福祉法人 かえし 東臼杵郡門川町栄ケ丘一丁目1番地5 421

100 社会福祉法人 門川さくら会 東臼杵郡門川町大字門川尾末8600番地64 421

101 社会福祉法人 門川町社会福祉協議会 東臼杵郡門川町庵川西六丁目60番地 421

102 社会福祉法人 五十鈴福祉会 東臼杵郡門川町南ケ丘二丁目20番地 421

103 社会福祉法人 誠育会 東臼杵郡門川町庵川西一丁目69番地 421

104 社会福祉法人 友隣会 東臼杵郡門川町庵川西六丁目60番地 421

105 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会 東臼杵郡諸塚村大字家代3066番地 429

106 社会福祉法人 椎葉村社会福祉協議会 東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1 430

107 社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会 東臼杵美郷町西郷田代29番地1 431

108 社会福祉法人 清風会 東臼杵郡美郷町西郷田代2208番地 431

109 社会福祉法人 南郷会 東臼杵郡美郷町南郷神門960番地 431

110 社会福祉法人 平成会 東臼杵郡美郷町北郷宇納間170番地 431

111 社会福祉法人 高千穂町社会福祉協議会 西臼杵郡高千穂町大字三田井750番地7 441

112 社会福祉法人 和会 西臼杵郡高千穂町大字三田井1099番地13 441

113 社会福祉法人 安養福祉会 西臼杵郡高千穂町大字下野699番地4 441

114 社会福祉法人 高千穂天寿会 西臼杵郡高千穂町大字上野17番地 441

115 社会福祉法人 高千穂福祉会 西臼杵郡高千穂町大字上野188番地7 441

116 社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会 西臼杵郡日之影町大字七折8840番地 442

117 社会福祉法人 和宏福祉会 西臼杵郡日之影町大字七折14502番地3 442

118 社会福祉法人 五ヶ瀬町社会福祉協議会 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所10725番地5 443

〈宮崎市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 愛児福祉会 宮崎市大塚町天神後2716番地1 201

2 社会福祉法人 アイリス康友会 宮崎市吉村町中原甲2703番地12 201

3 社会福祉法人 あおば福祉会 宮崎市田野町乙9179-8 201

4 社会福祉法人 あけぼの福祉会 宮崎市江南4丁目24番21号 201

5 社会福祉法人 阿波岐福祉会 宮崎市新別府町山宮1045番地2 201

6 社会福祉法人 内海福祉会 宮崎市大字内海1224番地1 201

7 社会福祉法人 江平福祉会 宮崎市橘通西5丁目6番36号 201

8 社会福祉法人 桜裕会 宮崎市大字恒久字西原5155番地1 201

9 社会福祉法人 太田保育園 宮崎市太田3丁目2番5号 201

10 社会福祉法人 大塚和心会 宮崎市大塚町時宗1734番地1 201

11 社会福祉法人 大宮福祉会 宮崎市下北方町貝吹330-5 201

12 社会福祉法人 大淀福祉会 宮崎市大塚町八所3606番地7 201

13 社会福祉法人 学周会 宮崎市佐土原町下田島9175-1 201

14 社会福祉法人 柑翔福祉会 宮崎市大字赤江813番地2 201

15 社会福祉法人 富盛福祉会 宮崎市霧島2丁目216番地 201

16 社会福祉法人 木花福祉会 宮崎市大字熊野字西ﾉ原6777番地3 201

17 社会福祉法人 恭心福祉会 宮崎市大字郡司分字萩ｹ嶋甲5742番地3 201

18 社会福祉法人 清武社会福祉会 宮崎市清武町岡1丁目26番地5 201 令和4年7月に移転

19 社会福祉法人 ぎんなん福祉会 宮崎市田野町乙3226 201

20 社会福祉法人 くすのき福祉会 宮崎市下原町231番地2 201

21 社会福祉法人 恵広会 宮崎市大字本郷南方2910番地 201

22 社会福祉法人 恵浄福祉会 宮崎市田野町乙9391-15 201

23 社会福祉法人 恵生会 宮崎市大塚台東1丁目30番2号 201

24 社会福祉法人 健育福祉会 宮崎市高岡町小山田100-1 201

25 社会福祉法人 公成福祉会 宮崎市高岡町内山2575-2 201

26 社会福祉法人 光明福祉会 宮崎市村角町阿波2525番地1 201

27 社会福祉法人 江陽会 宮崎市大字恒久字野中6100番地1 201



No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

28 社会福祉法人 広洋会 宮崎市大島町原ﾉ前1412-5-6 201

29 社会福祉法人 紅陵福祉会 宮崎市花ｹ島町野中田2064番地2 201

30 社会福祉法人 光輪会 宮崎市橘通東1丁目7番18号 201

31 社会福祉法人 晃和会 宮崎市大字本郷北方字草葉2142番地1 201

32 社会福祉法人 さくらが丘福祉会 宮崎市田野町甲2793-4 201

33 社会福祉法人 三扇福祉会 宮崎市和知川原1丁目40番2号 201

34 社会福祉法人 慈愛会 宮崎市田野町乙9547-35 201

35 社会福祉法人 潮見会 宮崎市中西町52番地1 201

36 社会福祉法人 直純福祉会 宮崎市大字瓜生野151番地5 201

37 社会福祉法人 下北方保育園 宮崎市下北方町塚原5821番地20 201

38 社会福祉法人 純心会 宮崎市霧島4丁目187番地 201

39 社会福祉法人 春生会 宮崎市大字本郷南方5番地 201

40 社会福祉法人 淳和会 宮崎市大字恒久字小橋4561番地2 201

41 社会福祉法人 成就会 宮崎市吉村町上無田堤甲710番1 201

42 社会福祉法人 新緑福祉会 宮崎市生目台東4丁目7番3号 201

43 社会福祉法人 住吉福祉会 宮崎市大字島之内8900番地 201

44 社会福祉法人 成育福祉会 宮崎市高岡町内山1018番地8 201

45 社会福祉法人 大希福祉会 宮崎市大島町畑ヶ田1080番地 201

46 社会福祉法人 たかふさ福祉会 宮崎市高岡町高浜755-1 201

47 社会福祉法人 恒久福祉会 宮崎市大字恒久4535番地 201

48 社会福祉法人 道志福祉会 宮崎市大塚町大迫詰4341番地1 201

49 社会福祉法人 徳育福祉会 宮崎市生目台西3丁目10番2号 201

50 社会福祉法人 なごのもり福祉会 宮崎市南方町御供田1191番地 201

51 社会福祉法人 花ケ島福祉会 宮崎市大字芳士1808番地1 201

52 社会福祉法人 美山会 宮崎市希望ヶ丘3丁目21番11号 201

53 社会福祉法人 くすのみ福祉会 宮崎市大字大瀬町5711番地 201

54 社会福祉法人 芳和会 宮崎市大字小松237番地11 201

55 社会福祉法人 瑞穂福祉会 宮崎市大塚町池ﾉ内1094番地 201

56 社会福祉法人 みつる福祉会 宮崎市昭和町7番3号 201

57 社会福祉法人 みなみ福祉会 宮崎市田野町南原二丁目17-6 201

58 社会福祉法人 宮崎八幡福祉会 宮崎市宮田町3番6号 201

59 社会福祉法人 みやざき福祉園 宮崎市大島町前田376番地7 201

60 社会福祉法人 宮崎福祉会 宮崎市清水2丁目8番7号 201

61 社会福祉法人 睦美福祉会 宮崎市高洲町36番地4 201

62 社会福祉法人 明照福祉会 宮崎市佐土原町下田島4558-2 201

63 社会福祉法人 ユーカリ福祉会 宮崎市佐土原町下那珂8138 201

64 社会福祉法人 友和会 宮崎市大字瓜生野2196番地 201

65 社会福祉法人 陽翠会 宮崎市池内町古門991番地 201

66 社会福祉法人 ともぶき福祉会 宮崎市吉村町下り松甲2507番地1 201

67 社会福祉法人 緑栄会 宮崎市大淀2丁目4番20号 201

68 社会福祉法人 わかば福祉会 宮崎市田野町甲5556-2 201

69 社会福祉法人 いつか会 宮崎市大字本郷北方2714-5 201

70 社会福祉法人 恵佼会 宮崎市祇園1丁目50番地 宮崎市心身障害者福祉会館1階 201

71 社会福祉法人 げんき 宮崎市祇園1丁目50番地 201

72 社会福祉法人 信盛会 宮崎市大字瓜生野長田2260-1 201

73 社会福祉法人 清光会 宮崎市清武町今泉甲816番地 201

74 社会福祉法人 清樹会 宮崎市大字島之内字伊鈴山10243-3 201

75 社会福祉法人 たらちね会 宮崎市清武町今泉甲6892-1 201

76 社会福祉法人 巴会 宮崎市山崎町浜川6番地 201

77 社会福祉法人 廣海会 宮崎市大字熊野字芦原2979番地2 201

78 社会福祉法人 宮崎県大島振興協会 宮崎市大島町北の原1029番地 201

79 社会福祉法人 ゆくり 宮崎市東大宮4丁目23-1 201

80 社会福祉法人 信愛会 宮崎市高岡町内山2407-3 201

81 社会福祉法人 愛鍼福祉会 宮崎市大字加江田字曽山寺4514番地2 201

82 社会福祉法人 星空の都 宮崎市佐土原町下那珂3165-1 201

83 社会福祉法人 海菊会 宮崎市大字小松字口ﾉ坪2872番地1 201

84 社会福祉法人 玉扇会 宮崎市大字塩路字江良ﾉ上2783番地32 201

85 社会福祉法人 敬尚会 宮崎市古城町南川内676番地 201

86 社会福祉法人 孝慈会 宮崎市清武町木原5232番地2 201

87 社会福祉法人 広和会 宮崎市宮崎駅東3丁目9番10号 201

88 社会福祉法人 耕和会 宮崎市城ｹ崎3丁目3番地3 201

89 社会福祉法人 サザンクロス 宮崎市大字本郷北方2717-15 201

90 社会福祉法人 親和会 宮崎市新別府町前浜1401番地271 201

91 社会福祉法人 日向更生センター 宮崎市阿波岐原町前浜4276番地650 201

92 社会福祉法人 宮崎長寿会 宮崎市古城町柳町5157番地1 201

93 社会福祉法人 めぐみ福祉会 宮崎市佐土原町東上那珂12809-1 201

94 社会福祉法人 凌雲堂 宮崎市大字跡江2366番地 201

95 社会福祉法人 倫照会 宮崎市大字鏡洲560番地 201

96 社会福祉法人 かなえ会 宮崎市大字恒久5311番地1 201

97 社会福祉法人 再生会 宮崎市高岡町五町2571-9 201

98 社会福祉法人 宮崎市社会福祉協議会 宮崎市花山手東3-25-2 201

99 社会福祉法人 宮崎市社会福祉事業団 宮崎市宮崎駅東1丁目6番2 201

100 社会福祉法人 舞鶴会 宮崎市山崎町浜川37番地 201

101 社会福祉法人 同潤会 宮崎市大字島之内2345番地3 201 所在地修正



〈都城市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 アイリス向陽会 都城市野々美谷町2943-1 202

2 社会福祉法人 あさぎり福祉会 都城市山田町中霧島2546-6 202

3 社会福祉法人 あじさいの里 都城市山之口町富吉字上犬王6732 202

4 社会福祉法人 アソカ園 都城市小松原町4-10 202

5 社会福祉法人 あゆみ会 都城市甲斐元町3382番地1 202

6 社会福祉法人 いづみ会 都城市下長飯5494-1 202

7 社会福祉法人 エンゼル会 都城市上長飯町81-4 202

8 社会福祉法人 大淀福祉会 都城市上長飯町2687-1 202

9 社会福祉法人 こまつ会 都城市乙房町323 202

10 社会福祉法人 さかえ福祉会 都城市高城町穂満坊2553番地51 202

11 社会福祉法人 さくら福祉会 都城市下水流町2964-3 202

12 社会福祉法人 たんぽぽ福祉会 都城市一万城町12-2 202

13 社会福祉法人 つくし会 都城市都原町11-5 202

14 社会福祉法人 なかま福祉会 都城市太郎坊町3149-1 202

15 社会福祉法人 ひかり福祉会 都城市志比田町7182-1 202

16 社会福祉法人 ひばり会 都城市大王町25街区17号 202

17 社会福祉法人 ひまわり福祉会 都城市宮丸町2856-1 202

18 社会福祉法人 ますみ福祉会 都城市都島町1171 202

19 社会福祉法人 まりあ 都城市志比田町9573番地1 202

20 社会福祉法人 都城あおぞら 都城市志比田町5641-6 202

21 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会 都城市松元町4街区17号 202

22 社会福祉法人 ルンビニ保育会 都城市庄内町12468 202

23 社会福祉法人 旭福祉会 都城市高崎町大牟田1891-13 202

24 社会福祉法人 観音の里 都城市高城町穂満坊字斉道3416番地 202

25 社会福祉法人 共友会 都城市横市町5281-1 202

26 社会福祉法人 郡元福祉会 都城市郡元4丁目23-18 202

27 社会福祉法人 健生会 都城市高崎町縄瀬1622-17 202

28 社会福祉法人 敬和福祉会 都城市吉尾町2200番地1 202

29 社会福祉法人 五十市保育園 都城市久保原町29-4 202

30 社会福祉法人 光生会 都城市小松原町1141 202

31 社会福祉法人 小鳩会 都城市志比田町5779-2 202

32 社会福祉法人 照心福祉会 都城市高城町桜木854番地1 202

33 社会福祉法人 浄真福祉会 都城市山之口町富吉3495-1 202

34 社会福祉法人 真光会 都城市早鈴町6-11 202

35 社会福祉法人 杉の子会 都城市吉尾町721-2 202

36 社会福祉法人 成蹊会 都城市一万城町71号4番 202

37 社会福祉法人 善隣館福祉会 都城市前田町8街区20号 202

38 社会福祉法人 早鈴福祉会 都城市早鈴町1864-2 202

39 社会福祉法人 相愛会 都城市早鈴町1583-3 202

40 社会福祉法人 常陽社会福祉事業団 都城市南横市町4000番地 202

41 社会福祉法人 都島福祉会 都城市鷹尾町1丁目7街区9号 202

42 社会福祉法人 都北保育園 都城市都北町1013 202

43 社会福祉法人 博愛会 都城市蓑原町1656-1 202

44 社会福祉法人 並木福祉会 都城市上川東4丁目5753-3 202

45 社会福祉法人 万ヶ塚福祉会 都城市山田町山田9728-40 202

46 社会福祉法人 鳴峰会 都城市高崎町大牟田1151-3 202

47 社会福祉法人 法林会 都城市高崎町江平1531-2 202

48 社会福祉法人 ゆいまーる 都城市志比田町5777番地26 202

49 社会福祉法人 風の道 都城市梅北町2465番地2 202

50 社会福祉法人 こころ 都城市梅北町11848番地 202

51 社会福祉法人 ユニバースアカデミー 都城市宮丸町3038 202

52 社会福祉法人 愛成育会 都城市妻ケ丘町3街区12号 202

53 社会福祉法人 めばえ会 都城市南鷹尾町28街区6号 202

〈延岡市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 伊形福祉会 延岡市伊形町2203 203

2 社会福祉法人 たちばな会 延岡市岡富町1095-1 203

3 社会福祉法人 東海福祉会 延岡市大門町224-1 203

4 社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会 延岡市三ﾂ瀬町1丁目12-4 203

5 社会福祉法人 藤慶会 延岡市稲葉崎町3丁目1313 203

6 社会福祉法人 ふれあい福祉会 延岡市沖田町2240-1 203

7 社会福祉法人 みのり会 延岡市岡元町630-1 203

8 社会福祉法人 やまと福祉会 延岡市北浦町宮野浦482-1 203

9 社会福祉法人 若草福祉会 延岡市南一ケ岡6丁目1-2 203

10 社会福祉法人 わかたけ福祉会 延岡市野地町6丁目2013-1 203

11 社会福祉法人 愛育福祉会 延岡市大武町5334 203

12 社会福祉法人 伊達福祉会 延岡市伊達町3丁目67 203

13 社会福祉法人 角田福祉会 延岡市北方町角田丑786 203

14 社会福祉法人 鏡山会 延岡市北川町川内名7228 203

15 社会福祉法人 光紀会 延岡市古川町74-1 203

16 社会福祉法人 康生会 延岡市昭和町3丁目9-3 203

17 社会福祉法人 高和会 延岡市北方町角田字川平丑1369-35 203



No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

18 社会福祉法人 桜ケ丘福祉会 延岡市夏田町418-1 203

19 社会福祉法人 三ツ葉会 延岡市無鹿町1丁目2031-4 203

20 社会福祉法人 慈光会 延岡市北浦町三川内3220-1 203

21 社会福祉法人 松尾会 延岡市松山町1106-ｲ 203

22 社会福祉法人 上南方福祉会 延岡市舞野町1477-15 203

23 社会福祉法人 杉の子福祉会 延岡市富美山町524-1 203

24 社会福祉法人 千寿会 延岡市北浦町古江2693 203

25 社会福祉法人 千草福祉会 延岡市新小路1丁目7-9 203

26 社会福祉法人 川水流福祉会 延岡市北方町川水流卯1810-86 203

27 社会福祉法人 双葉会 延岡市北浦町市振475-1 203

28 社会福祉法人 方財福祉会 延岡市方財町157 203

29 社会福祉法人 豊寿会 延岡市北川町長井5565-8 203

30 社会福祉法人 望洋福祉会 延岡市川原崎町66 203

31 社会福祉法人 すこやか福祉会 延岡市山月町1丁目4743 203

32 社会福祉法人 緑ケ丘福祉会 延岡市緑ケ丘4丁目2-21 203

〈日南市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 育友会 日南市飫肥10丁目2番2号 204

2 社会福祉法人 サン･スマイル福祉会 日南市大字星倉2308番地 204

3 社会福祉法人 滝ケ平福祉会 日南市南郷町津屋野2558番地2 204

4 社会福祉法人 つよし会 日南市大字風田3585番地 204

5 社会福祉法人 日南市社会福祉協議会 日南市中央通一丁目8番地1 日南市役所南別館 204

6 社会福祉法人 にちなん会 日南市大字益安1025番地8 204

7 社会福祉法人 白蓮福祉会 日南市南郷町中村乙2791番地2 204

8 社会福祉法人 森と風の郷 日南市大字東弁分甲871番地1 204

9 社会福祉法人 愛泉会 日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3186番地1 204

10 社会福祉法人 協同福祉会 日南市南郷町中村乙7051番地111 204

11 社会福祉法人 敬慈福祉会 日南市吾田東5丁目9番42号 204

12 社会福祉法人 敬和会 日南市大字風田3224番地 204

13 社会福祉法人 新芽福祉会 日南市南郷町西町3番地4 204

14 社会福祉法人 仁和福祉会 日南市上平野町3丁目4番地1 204

15 社会福祉法人 裕愛会 日南市大字星倉4482番地1 204

16 社会福祉法人 大樹会ＳocialWork日南 日南市南郷町中村甲3528番地2 204

17 社会福祉法人 せせらぎ 日南市大字酒谷乙10439番地1 204 新規追加

〈小林市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 コスモス会 小林市真方5038番地1 205

2 社会福祉法人 こばと福祉会 小林市細野735番地1 205

3 社会福祉法人 小林市社会福祉協議会 小林市細野367番地1  小林市社会福祉ｾﾝﾀｰ内 205

4 社会福祉法人 そうあい 小林市須木下田1152番地 205

5 社会福祉法人 ときわ会 小林市堤4380番地 205

6 社会福祉法人 愛貢 小林市北西方115番地 205

7 社会福祉法人 願正会 小林市南西方6054番地35 205

8 社会福祉法人 銀杏の会 小林市細野1105番地1 205

9 社会福祉法人 敬愛会 小林市野尻町三ヶ野山4336番地74 205

10 社会福祉法人 幸泉福祉会 小林市細野15番地 205

11 社会福祉法人 燦燦会 小林市堤2950番地 205

12 社会福祉法人 浄信会 小林市堤3524番地14 205

13 社会福祉法人 大谷 小林市細野235番地 205

14 社会福祉法人 朝日福祉会 小林市水流迫845番地38 205

〈日向市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 雄久福祉会 日向市亀崎東3丁目107 206

2 社会福祉法人 しおみ福祉会 日向市大字塩見8026 206

3 社会福祉法人 富高福祉会 日向市大字富高3534 206

4 社会福祉法人 のびる福祉会 日向市大字塩見4571-2 206

5 社会福祉法人 ひなた会 日向市大字富高6285-51 206

6 社会福祉法人 日向市社会福祉協議会 日向市大字富高207-3 206

7 社会福祉法人 ひゅうが福祉会 日向市大字財光寺283-179 206

8 社会福祉法人 ひらやま福祉会 日向市比良町5丁目41 206

9 社会福祉法人 伊勢ヶ浜福祉会 日向市中堀町1丁目11 206

10 社会福祉法人 往還福祉会 日向市大字財光寺461-1 206

11 社会福祉法人 玉峰会 日向市東郷町山陰丙1422-2 206

12 社会福祉法人 鐘ヶ浜学園 日向市大字平岩131-2 206

13 社会福祉法人 心光会 日向市中町5-24 206

14 社会福祉法人 瑞龍福祉会 日向市美々津町3396番地1 206

15 社会福祉法人 惣栄会 日向市大字財光寺4625-3 206

16 社会福祉法人 中原愛育会 日向市大字富高214-6 206

17 社会福祉法人 中心の里 日向市美々津町5627-98 206

18 社会福祉法人 日向市社会福祉会 日向市大字財光寺3136-1 206

19 社会福祉法人 日向福祉会 日向市大字日知屋16304-15 206

20 社会福祉法人 風舎 日向市富高6522 206

21 社会福祉法人 明徳福祉会 日向市東郷町山陰丙1447-1 206

22 社会福祉法人 立縫会 日向市美々津町4074 206

23 社会福祉法人 博陽会 日向市大字日知屋622-116 206



〈串間市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 あすなろ会 串間市大字本城5451-3 207

2 社会福祉法人 かんな会 串間市大字西方5300-3 207

3 社会福祉法人 串間市社会福祉協議会 串間市大字西方9365番地8  串間市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ内 207

4 社会福祉法人 幸寿会 串間市大字串間1094 207

5 社会福祉法人 むつみ会 串間市大字西方15153-3 207

6 社会福祉法人 幸輪福祉会 串間市大字都井2119 207

7 社会福祉法人 黒潮会 串間市大字西方4341-1 207

8 社会福祉法人 深緑会 串間市大字西方字鎌牟田1213 207

9 社会福祉法人 大乗福祉会 串間市大字西方8248-1 207

10 社会福祉法人 大平福祉会 串間市大字奈留5505 207

11 社会福祉法人 龍口会 串間市大字南方字西之出口3431-5 207

〈西都市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 西都市社会福祉協議会 西都市大字清水1035-1 208

2 社会福祉法人 三星会 西都市大字平郡字菰田598-1 208

3 社会福祉法人 童夢福祉会 西都市大字妻1542-1 208

4 社会福祉法人 清水保育園 西都市大字清水291 208

5 社会福祉法人 稚児ヶ池福祉会 西都市大字三宅4330-9 208

6 社会福祉法人 陽光福祉会 西都市大字三宅126-1 208

7 社会福祉法人 愛育会 西都市大字三納12485 208

8 社会福祉法人 百喜会 西都市大字岩爪1645 208

〈えびの市所管〉

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 えびの市社会福祉協議会 えびの市大字栗下67番地 えびの市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 209

2 社会福祉法人 えびの福祉会 えびの市大字栗下1608番地 209

3 社会福祉法人 えびの明友会 えびの市大字原田1403番地27 209

4 社会福祉法人 慶和会 えびの市大字原田2216番地10 209

5 社会福祉法人 慈愛会 えびの市大字岡松1番地 209

6 社会福祉法人 慈光福祉会 えびの市大字原田3286番地1 209

7 社会福祉法人 さつき会 えびの市大字亀沢392番地5 209

〈宮崎県以外の所管〉

No. 法人種別 法人名 主たる事務所（県内にある事務所） 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 社会福祉法人 善興会
福岡県北九州市八幡東区前田2丁目16-8
（日南市北郷町大字大藤甲3655）

県外
（204）

福岡県
（社会福祉法改正によ
り平成28年4月より所轄
庁が九州厚生局から福
岡県に移管）

2 社会福祉法人 カリタスの園
東京都杉並区井草4丁目19番28号
（宮崎市吉村町沖ノ原甲1543ほか）

県外
(201、405)

東京都
（社会福祉法改正によ
り平成28年4月より所轄
庁が関東信越厚生局
から東京都に移管）

3 社会福祉法人 恩賜財団済生会
東京都港区三田1丁目4-28
（東臼杵郡門川町南町4丁目128番地）

県外
（421）

厚生労働大臣

4 社会福祉法人 グリーンコープ
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目5番1号
（宮崎市柳丸町11-2ほか）

県外
(201)

福岡県

5 社会福祉法人 慈愛会
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈374-1
（宮崎市源藤町堤下509番地）

県外
(201)

福岡県


