
南風原町内福植事業所・施設等

令和2年4月現在

No. 種類・施設名 住所 電話 備考

介護老人福祉施設嬉の里
新）11538 888-0591 

（特別養護老人ホーム）

2 介護老人保健施設嬉野の園 新）11458-1 888-1268 

3 介護老人保健施設かりゆしの里 山川256-2 835-6607 

4 
認知症対応型共同生活介護

新）11452-1 889-6628 
グループホームオアシス

5 
認知症対応型共同生活介護

喜屋武202-2 888-0378 
グループホームマイフレンズ

6 
小規模多機能型居宅介護

津嘉山675-35 889-8790 
小規模多機能ホームはえばる

7 特定有料老人ホームむつみ寮 新）11538 888-0592 

障害児入所施設 生活介護／施設入所支援

沖縄中央育成園あさひ寮 短期入所

障害者支援移設
889-4100 

生活介護／施設入所支援
8 宮平548-1

沖縄中央育成園 あおぞら荘 短期入所

沖縄中央育成園 生活支援センター 889-2856 生活介護

9 障害者支援施設 よもぎ学園 宮平550 889-6011 
生活介護／施設入所支援
短期入所

10 ワークプラザ南風 宮平540 889-4878 
生活介護／就労継続支援B型
就労移行支援／就労定着支援

l l 美南風 宮平546-8 888-1353 グループホーム

12 障がい者相談支援センターりんく 宮平580-11 889-7835 
計画相談支援／地域移行支援

103号 地域定着支援

13 てるしのワークセンター 889・4011
就労継続支援B型

宮平206-1
就労移行支援／就労定着支援

14 相談支援事業所てるしの 888-5658 計画相談支援

15 
指定障害福祉施設サービス事業所

大名48-1 888-4516 
グループホーム

大名の丘 自立訓練／就労継続支援B型

16 福祉事業所 はんと、inはんど、 照屋1 888-3224 
生活介護
就労継続支援B型

17 就労継続支援事業所 かすりくら芯； 兼城393 888-1058 就労継続支援B型
102号

18 就労継続支援事業所 のぞみの里 宮城264 888-5102 就労継続支援B型

19 
指定障害福祉サービス事業所

新）11458-1 835-6986 就労継続支援B型
なかゆくい新川

20 
就労継続支援B型事業所

兼城329 987-1747 就労継続支援B型
光の郷 ゆらていく

＠ 
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21 障害福祉サービスセンター ひるぎ 喜屋武181 882-7853 生活介護

22 グループホーム愛さ 本部434-11 889-1388 グループホーム

23 ケアセンター野の花 兼城263-23 889-3184 
居宅介護

重度訪問介護／同行援護

24 ヘルパーステーション かなさ
照屋253-6

987-1925 
居宅介護／行動援護

102号 重度訪問介護／同行援護

はくあいの園 グループホーム

25 新）11452-1 889-4830 
特定相談支援事業所はくあい

計画相談支援／地域移行支援

地域定着支援

26 相談支援事業所広伸会
与那覇521-1 996-2388 計画相談支援
l 01号

南風原町社会福祉協議会 地域移行支援
指定一般相談支援事業所

宮平697-10
地域定着支援

27 889-3213 
南風原町社会福祉協議会 居宅介護／行動援護

指定居宅介護等事業所 重度訪問介護／同行援護

28 共同生活援助いーまーる 宮平746 996-5215 グループホーム

29 相談支援センター はっぴー 兼城270-1 851-8106 
計画相談支援／地域移行支援
地域定着支援

30 訪問介護はっぴー 照屋299-1 882・6170
居宅介護

102号 重度訪問介護／同行援護

31 就労支援センターあいこ南風原 津嘉山444-6l F 927-8362 就労継続支援B型

32 就労支援センター こくば 照屋240-1 987-1606 
就労移行支援

就労継続支援B型

33 児童デイサービス ぼっけ 喜屋武6 882-7851 放課後児童デイ

34 障害児通所支援事業所ふらわーず 新川37・15 996-5188 
放課後児童デイ

児童発達支援

35 児童発達支援事業所アネラ 津嘉山1490l F 953-1862 放課後児童デイ

児童発達支援 ※重心

36 ハートライン沖縄児童デイサービス 兼城623-4l F 070・4033・7922放課後児童デイ

37 ハピネス 兼城131C-2 851-3139 
放課後児童デイ

児童発達支援

38 放課後等デイサービスぱぴぷぺぽ 兼城339-45 987-0507 放課後児童デイ

39 キツズサポートクラブ あした』ぎ 新）11214-22F 996-5356 放課後児童デイ
児童発達支援

40 重症心身障がい児児童発達支援 ととろ 与郡覇532-1 996-3630 
放課後児童デイ

放課後等デイサービス 児童発達支援 ※重心
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41 児童デイサービスポラリス 津嘉山1279・11 F 955-9039 
放課後児童デイ
児童発達支援

42 さぽーとせんた－ iまあじ 喜屋武195-1 889-5955 放課後児童デイ

43 広伸会南風原教室 与那覇521-1 996-2388 
放課後児童デイ
児童発達支援

44 放課後等デイサービス りーる 宮平518-5 996-1517 放課後児童デイ

45 はっぴ－ Kids 兼城270-11 F 987・1611
放課後児童デイ
児童発達支援 ※重心

46 多機能型事業所 リズム 宮平499 888-0068 
放課後児童デイ
児童発達支援

＠ 


