
在宅介護支援センター

№  市町村 全国加入 名称 〒 住所 運営法人 ＴＥＬ

 1 宮崎市 ○ 皇寿園在宅介護支援センター 880-0835 宮崎市阿波岐原町前浜4276-650 （福）日向更生ｾﾝﾀｰ 0985-32-4565

 2 小林市 × 小林第一在宅介護支援センター 886-0003 小林市堤3702番地2 （福）ときわ会 0984-22-8866

 3 小林市 ○ 須木在宅介護支援センター 886-0112 小林市須木下田１１５２ （福）そうあい 0984-48-3698

 4 西都市 ○ 西都市在宅介護支援センター幸楽荘 881-0037 西都市大字茶臼原字轟941番地1 （福）信和会 0983-42-1151

 5 えびの市 ○ えびの市西部在宅介護支援センター 889-4161 えびの市大字岡松1番地 （福）慈愛会 0984-37-3085

 6 えびの市 × えびの市中部在宅介護支援センター 889-4221 えびの市大字栗下67 （福）えびの市社会福祉協議会 0984-35-2800

地域包括支援センター

№  市町村 全国加入 名称 〒 住所 運営法人 ＴＥＬ

 1 宮崎市 ○ 宮崎市大淀地区地域包括支援センター 880-0930 宮崎市花山手東3丁目25番地2 （福）宮崎市社会福祉協議会 0985-55-1010

 2 宮崎市 ○ 宮崎市大塚台・生目台地区地域包括支援センター 880-2105 宮崎市大塚台西2丁目18番地1 （福）凌雲堂 0985-62-3671

 3 宮崎市 × 宮崎市生目・小松台地区地域包括支援センター 880-2104 宮崎市大字浮田3121-1 児玉ビル1階3号 （福）凌雲堂 0985-62-3855

 4 宮崎市 ○ 宮崎市大宮地区地域包括支援センター 880-0056 宮崎市神宮東1丁目2番27号
宮崎市北部老人福祉センター内

（医）仁和会 0985-61-1789

 5 宮崎市 ○ 宮崎市住吉地区地域包括支援センター 880-0121 宮崎市大字島之内7395-1はまゆうビル105号 （福）信和会 0985-65-8080

 6 宮崎市 ○ 宮崎市北地区地域包括支援センター 880-0044 宮崎市大字瓜生野2286-1 （福）芳生会 0985-36-0902

 7 宮崎市 × 宮崎市小戸・橘地区地域包括支援センター 880-0012 宮崎市末広1丁目4番39号 （医）如月会 0985-29-5073

 8 宮崎市 ○ 宮崎市檍南地区地域包括支援センター 880-0841 宮崎市吉村町大町甲1922番地1 （福）親和会 0985-23-0001

 9 宮崎市 ○ 宮崎市東大宮地区地域包括支援センター 880-0824 宮崎市大島町本村202番地2 一般財団法人　弘潤会 0985-22-0808

 10 宮崎市 × 宮崎市大塚地区地域包括支援センター 880-0951 宮崎市大塚町乱橋4550-2 (社）藤元メディカルシステム 0985-65-8181

 11 宮崎市 ○ 宮崎市赤江地区地域包括支援センター 880-0913 宮崎市恒久4丁目2番地19 （医）耕和会 0985-63-5310

 12 宮崎市 ○ 宮崎市木花・青島地区地域包括支援センター 889-2154 宮崎市学園木花台桜2丁目28番地4 （福）愛鍼福祉会 0985-63-8111

 13 宮崎市 ○ 宮崎市中央西地区地域包括支援センター 880-0024 宮崎市祇園1丁目50番
宮崎市心身障がい者福祉会館2階

（福）慶明会 0985-64-8597

 14 宮崎市 ○ 宮崎市中央東・檍北地区地域包括支援センター 880-0834 宮崎市新別府町久保田683番地1 社会医療法人　善仁会 0985-60-0828

 15 都城市 × 都城市姫城・中郷地区地域包括支援センター 885-0072 都城市上町17街区19号 （福）豊の里 0986-26-8339

 16 都城市 × 都城市山之口・高城地区地域包括支援センター 889-1802 都城市山之口町花木2005山之口総合支所内 （福）都城市社会福祉協議会 0986-29-1682

 17 都城市 × 都城市山田・高崎地区地域包括支援センター 889-4505 都城市高崎町大牟田1150-1高崎総合支所内 （福）都城市社会福祉協議会 0986-45-8411

 18 延岡市 ○ 延岡市中央地域包括支援センター 882-0816 延岡市桜小路356番地11 （福）康生会 0982-26-7206

 19 延岡市 ○ 延岡市土々呂地域包括支援センター 889-0516 延岡市鯛名町908番地1 （福）康生会 0982-24-1100

 20 延岡市 ○ 延岡市東海地域包括支援センター 882-0021 延岡市無鹿町1丁目2031番地5 （福）三ツ葉会 0982-32-5677

 21 延岡市 ○ 延岡市南方地域包括支援センター 882-0075 延岡市岡元町630番地1 （福）みのり会 0982-38-0306

 22 延岡市 ○ 延岡市恒富南地域包括支援センター 882-0876 延岡市沖田町2240番地1 （福）ふれあい福祉会 0982-35-0010

 23 延岡市 ○ 延岡市岡富地域包括支援センター 882-0031 延岡市中川原町2丁目4591-2 一般財団法人　延岡市高齢者福祉協会 0982-21-8568

 24 延岡市 ○ 延岡市恒富東地域包括支援センター 882-0854 延岡市長浜町1丁目1765-1 （福）真雅 0982-26-2330

 25 延岡市 ○ 延岡市恒富西地域包括支援センター 882-0842 延岡市三ツ瀬町１丁目12番地4 （福）延岡市社会福祉協議会 0982-32-6550

 26 日向市 ○ 日向市中央地域包括支援センター 883-0034 日向市富高546-1 （福）ひまわり会 0982-53-8518

 27 日向市 ○ 日向市日知屋地域包括支援センター 883-0012 日向市江良町4丁目89-1 （医）慶城会 0982-50-3505

 28 日向市 × 日向市財光寺地域包括支援センター 883-0021 日向市大字財光寺1131番地24 （医）向洋会 0982-66-1066

 29 日向市 ○ 日向市南部地域包括支援センター 889-1111 日向市美々津町4074番地 （福）立縫会 0982-58-1106

 30 日向市 × 日向市東郷地域包括支援センター 883-0102 日向市東郷町山陰丙1412番地1 （福）玉峰会 0982-69-3367

 31 西都市 ○ 西都市北地区地域包括支援センター 881-0016 西都市御舟町2丁目63番地 （福）信和会 0983-32-9595

 32 西都市 ○ 西都市南地区地域包括支援センター 881-0004 西都市大字清水1035番地1 （福）西都市社会福祉協議会 0983-41-0511

 33 日南市 ○ 日南市中央地区地域包括支援センター 887-0021 日南市中央通1丁目5番地１　グレース日南1Ｆ （福）日南市社会福祉協議会 0987-22-3301

 34 日南市 ○ 日南市北地区地域包括支援センター 889-2535 日南市飫肥5丁目4-1 （福）愛泉会 0987-25-0408

 35 日南市 ○ 日南市南地区地域包括支援センター 889-3206 日南市南郷町南町5番地3 （福）協同福祉会 0987-64-3178

 36 三股町 × 三股町地域包括支援センター 889-1995 北諸県郡三股町五本松1-1 （町）三股町 0986-52-8634

 37 小林市 × 小林市西部地域包括支援センター 886-0006 小林市北西方7125-1 （福）小林市社会福祉協議会 0984-27-2552

 38 小林市 ○ のじり地域包括支援センター 886-0212 小林市野尻町東麓1159-3 （福）敬愛会 0984-44-2271

 39 高鍋町 ○ 高鍋町地域包括支援センター 884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8437 （福）高鍋町社会福祉協議会 0983-32-6600

 40 新富町 ○ 新富町地域包括支援センター 889-1493 児湯郡新富町大字上富田7491 （町）新富町 0983-33-5727

 41 西米良村 ○ 西米良村地域包括支援センター 881-1411 児湯郡西米良村大字村所66-1 （村）西米良村 0983-36-1114

 42 木城町 ○ 木城町地域包括支援センター 884-0101 児湯郡木城町大字高城1227-1 （町）木城町 0983-32-2729

 43 川南町 ○ 川南町地域包括支援センター 889-1301 児湯郡川南町大字川南13680番地1 （福）川南町社会福祉協議会 0983-21-3288

 44 都農町 × 都農町地域包括支援センター 889-1201 児湯郡都農町大字川北4874番地2 （町）都農町 0983-25-5722

 45 門川町 ○ 門川町地域包括支援センター 889-0605 東臼杵郡門川町庵川西6丁目60番地 （福）門川町社会福祉協議会 0982-63-1129

 46 美郷町 ○ 美郷町地域包括支援センター 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代29-1 （福）美郷町社会福祉協議会 0982-66-2477

 47 高千穂町 ○ 高千穂町地域包括支援センター 882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井435番地1 （町）高千穂町 0982-72-6900

 48 五ケ瀬町 × 五ケ瀬町地域包括支援センター 882-1295 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所1670番地 （町）五ケ瀬町 0982-82-1248

 49 国富町 ○ 国富町地域包括支援センター 880-1101 東諸県郡国富町大字本庄6889番地2 （福）国富町社会福祉協議会 0985-30-6661

 50 綾町 ○ 綾町地域包括支援センター 880-1303 東諸県郡綾町大字南俣553-2 （町）綾町 0985-77-3141

 51 日之影町 × 日之影町地域包括支援センター 882-0401 西臼杵郡日之影町大字七折9074-3 （町）日之影町 0982-87-2741
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