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地域活動支援センター

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

就労継続支援Ａ型

日中一時支援事業

日中一時支援事業　エンジェル・ブレス

グループホーム事業所スマイルシード
グループホーム（介護サービス包括型）こもれび

グループホーム事業所スマイルシード
グループホーム（介護サービス包括型）帰帆寮

グループホーム事業所スマイルシード
グループホーム（介護サービス包括型）なごみ

【休止中】小規模多機能型事業所　ささえあいの御船

就労継続支援Ａ型事業所　株式会社　ワークランド

発達障害支援B型コンフェイト

多機能型事業所いちか
就労継続支援B型パン工房「森のめぐみ」

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

多機能型事業所　ひまわり学園

就労移行支援多機能型事業所　カナン

令和２年（２０２０年） １月改訂

施設入所支援

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

種別 施設名

【御 船 町】　社 会 資 源 マ ッ プ

地域活動支援センター　でこぼこ

多機能型事業所　ひまわり学園

生活訓練
多機能型事業所いちか
自立訓練（生活訓練）ステップ

就労継続支援Ｂ型

生活介護

短期入所

共同生活援助

就労継続支援Ａ型施設　アシストプランニング

フェニックス

希望ヶ丘病院

居宅介護・同行援護

ウェルネス御船

上益城地域療育センター

児童発達支援多機能型事業所　エルサ

ヘルパーステーション　てんてん

地域療育事業

就労移行支援・障害児発達支援　モーツアルト

精神科等病院

相談支援

児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援センター　わいわいなかま

指定特定相談支援・障がい児相談支援事業所　タッチ

相談支援センター　あすか

放課後ディサービス　海と太陽の子　御船スクール
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

平成24年4月1日
〒861-3204
上益城郡御船町木倉168番1

所在地

096-281-1013

qquu7ny9k@mocha.ocn.ne.jp

なし

 （ふりがな）　しゅうろうけいぞくしえんえーがたしせつ　あしすとぷらんにんぐ

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ　あしすとぷらんにんぐ

096-281-1012

就労継続支援A型施設　アシストプランニング

株式会社　アシストプランニング

・　佐川急便　荷物配達作業

・　老人ホーム清掃作業　他

施設名

運営主体

実施事業（定員） 定員　20名

知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者

月曜日から金曜日（土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み）
9：00～16：00の間の5時間程度　　※土曜日開所の時もあり

開設年月日

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　事業所より30分圏内他は要相談

利用者負担額：　なし

熊本バス「スポーツセンター入り口」バス停より
徒歩2分

有・無送迎

福祉サービス受給者証に負担上限月額が記載
されている方は施設利用料金が発生します。

・　車、バイクの部品組み立て(室内）

・　NTTドコモ　基地局除草作業

・　クロネコヤマト　メール便配達業務
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

各個人の能力に合わせた作業を行ってもらう様にしており、ノルマなども設定していません。自
分のペースで作業を行ってもらうことを方針としています。
各季節には社会的な行事を取り入れ、利用者の皆さんのリフレッシュと作業意欲の向上に努め
ています。
利用されている皆さんが気持ちよく作業に取り組めるような環境づくりを行っており、作業指導に
関しても各職員がわかりやすく丁寧な指導をいつも心がけています。
利用されている全員の方が「今日も仕事に来て良かった」と言ってもらえることを目標としていま
す。

　

佐川急便便配達 部品組み立て

清掃作業

3



電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ　わーくらんど

096-282-6700

利用者負担額：　200円

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　事業所より30分程度圏内

利用者負担額：　なし

・事業所内、外での部品製造、加工
・事業所内、外での農作物袋詰め、加工
・事業所外での食品加工、配送
・事業所内、外での商品製造、販売（除菌水）

有・無送迎

施設名

運営主体

実施事業（定員） 20名

知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難病指定者・身体障がい者
※18歳以上、65歳未満

月曜日～金曜日9：00～15：00（祝祭日及び当社指定休日を除く）・土曜日9：00～12：00（一部）

開設年月日 平成26年3月12日
〒861-3203
上益城郡御船町高木2845-1所在地

096-282-6717

workland@aroma.ocn.ne.jp

 （ふりがな）　　しゅうろうけいぞくしえんえいがたじぎょうしょ　わーくらんど

　就労継続支援A型事業所　ワークランド

　株式会社　ワークランド

サントリー工

御船

御船町役

ワークランド

443

445
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

【支援の内容】
　（1）相談
　　　利用者さま及びその家族への適切なアドバイスをおこないます。
　（2）就労訓練
　　　一般就労に必要な知識、能力の向上のための訓練をおこないます。
　（3）実習と求職支援
　　　ハローワーク等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実
　　　施、職場定着のための支援をおこないます。

【 作業場 】

【 作業部品 】

【 設 備 】

※多機能型障がい者用トイレ完備

※全フロアーバリアフリーです
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

施設名

 （ふりがな）　しゅうろういこうしえんたきのうがたじぎょうしょかなん

　　　就労移行支援多機能型事業所カナン

運営主体
 （ふりがな）　かぶしきがいしゃきっちんぶれす

　　　　　株式会社キッチン・ブレス

開設年月日 平成28年5月1日 所在地
〒861-3323
　　上益城郡御船町田代
　　　　　　　　　　　7828-96

実施事業（定員） 就労継続支援A型（10名）

096-285-2202

096-285-2202

htmtssiy871355128@yahoo.co.jp

https://www.kitchenbless.ｊｐ

ここに地図を入れてください。

9:30～16：30　※土日休み

　対象者等は特定しておりません。

利用者負担額：　300円

利用者負担額：　

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：　上益城郡、熊本市南区、中央区、東区

利用者負担額：　

Ⅰ班
作業受託による野菜の作付から収穫までの全
栽培工程の作業を行います。
Ⅱ班
作業受託による配食・調理・加工品製造の作業
を行います。

利用者負担なし

交通アクセス
　
九州中央自動車道
上野吉無田インターから車で10分
山都中島西インターから車で10分
麻生交通「三間伏」バス停から車で8分
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

・TEACCHから学んだ構造化・視覚支援・手順書、PECSを用いたコミュニケーション指導などの
様々なアプローチを駆使して、ご利用者様の個々のスペシャルニーズに対応した支援を行いま
す。

・お昼はおいしい給食を、楽しい雰囲気でいただきます。ごはん、汁物は、おかわり自由。

・中・高校生の就職に向けた実習受け入れを積極的に行っています！どんなに困難さを抱えて
いても、胸を張って一緒に頑張りましょう！A1採用実績あり!!

・任意労災、雇用保険完備。

当事業所内で収穫した野菜

や加工品を商品として販売

丹精込めて育てた自然薯の収穫です。

ライフデリの美味し

いお弁当を配達して

います。

スナップエンドウの苗を一つ

一つ丁寧に植えています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 無 作業や活動の内容

交通アクセス

施設名

 （ふりがな）　たきのうがたじぎょうしょいちか　しゅうろうけいぞくしえんびーがたぱんこうぼうもりのめぐみ

多機能型事業所いちか
就労継続支援B型パン工房「森のめぐみ」

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 平成21年4月1日 所在地
〒861-3323
上益城郡御船町田代1842-4

実施事業（定員） 就労継続支援B型（20名）

096-281-9111
（田代西部福祉センター）

096-281-9112

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

月曜日～金曜日（但し、諸事情により土曜日及び日曜日に営業する事もあ
る）午前9時～午後4時まで

知的な障がいを持たれている方

利用者負担額：　昼食：517円

利用者負担額：　なし

送迎 有 送迎については相談に応じます。

（1）就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
（2）就労に必要な知識及び能力の向上のために必
要な支援
（3）その他の必要な支援

ここに地図を入れてください。

桜町バスセンターより熊本バスにて御船・銀行
前バス停で下車。
御船マルエイより、麻生交通バスにて玉来郵便
局前で下車　徒歩10分
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

かわいい小物も作ります♡ ガトーショコラやブラウニー、ラスク等のお菓子
もみんなで作ります！

「森のめぐみ」では、作業を中心とした生産活動の場を提供しながら、働く上での支援や相談を
行っています。また、パン屋としての業務や仕事に従事していく事で、一般就労に向けたステッ
プアップやイメージ作りにも繋がります。国産の材料にこだわった豊かな風味のパンを、配達や
移動販売なども行いながらお届けしています。又、ガトーショコラやブラウニー、ラスクなどのお
菓子も素材にこだわって作っています。他にも、小物入れやビーズアクセサリーなど、様々な物
を手作りし、地域の方に喜んで頂いています。

パン工房「森のめぐみ」
おいしいパンが自慢です♪
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　えぬぴーおーほうじん　しゅうろうとっかがたしえんだん　とりにてぃ

096-282-6035

利用者負担額：　無し

利用者負担額：　無し

送迎の範囲　 ：　応相談

利用者負担額：　無し

一般就労を目指し、布ぞうり・廃油石鹸などの
製品の作成の中でソーシャルスキルを磨く。ま
た、TTAPを用いた就労能力のアセスメントや心
理教育を行い、メンタル的な支援も進めてい
る。

バス停「城山公園前」から徒歩８分
ここに地図を入れてください。

有・無送迎

自治体によって定められた、通所給付費の範
囲でのみ請求いたします。

施設名

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援B型（１４名）

一日平均利用３名。契約４名

平日10：00～15：00

開設年月日 平成31年7月1日
〒861-3206
　御船町辺田見361-4

所在地

096-282-6184

info@npo-trinity.jp

http://npo-trinity.jp/

 （ふりがな）　はったつしょうがいしえんびーがた　こんふぇいと

発達障害支援B型コンフェイト

NPO法人就労特化型支援団トリニティ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　発達障害に特化し、個々の特性に配慮した支援を行っている。それぞれが得意なスキルを伸
ばすことはもちろん、苦手な事とどう向き合っていくかを学ぶ機会を日常の支援の中で設け、支
援員のサポートを受けつつ就労へ向けた活動をしている。
職業スキルだけでなく、自己認知を始めとした心理教育を行っていくことで、就労した際の継続し
て務められる力を育てる。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

運営主体

実施事業（定員）
就労継続支援Ｂ型２０名
生活介護１０名

特定なし

月～金曜日　午前９時３０分～午後４時（祝日、年末年始は休み）

開設年月日 平成18年4月1日
〒８６１－３２０５　　上益城郡
御船町滝川１９８１－１所在地

０９６－２８１－４３３３

jimuhimawari2@cnc.bbiq.jp

http://himawari-
gakuen.jp/index.html

 （ふりがな）　たきのうがたじぎょうしょ　ひまわりがくえん

　　　多機能型事業所　ひまわり学園

　　　　　　　　　社会福祉法人　ひまわり学園

 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　ひまわりがくえん

０９６－２８１－４１１１

利用者負担額：　１食２８０円（給食材料費）

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　上益城郡４町、熊本市（一部）

利用者負担額：　なし

○就労継続支援Ｂ型
・製麺【うどん・ラーメン】
・製菓【クッキー等焼菓子】
・軽作業【シール貼り・フルーツキャップ・アルミ
缶リサイクル】
○生活介護
・軽作業【ボール洗浄】
・レクリエーション

熊本バス「今城」バス停から徒歩６分

有・無送迎
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　施設の特色など

　

１．地域で生きる／昼間学園に通勤し、夜から朝まで自宅で過ごす。こんな生活を地域で営む中で毎日
の生活にメリハリをつけ、有意義なものにしていく。　２．生活の基盤として／給料・工賃を出来るだけ保
障し、生活支えられるようにする。　３．社会の一員として／働く中で仲間と協力し、コミュニケーション能
力を伸ばすこと等を施設の運営方針として活動に取り組んできた。
○就労継続支援Ｂ型
利用者は平均年齢３０代前半で、知的障害及び自閉症スペクトラム障害の方が大多数となっている。
・授産科目：製麺（半生うどん、ラーメン等の製造・販売）：製菓（クッキー、ドーナツ等の製造・販売）
麺やクッキーで売り上げを伸ばした。クッキーはパチンコ店の景品製品のコンペがあり応募して採用と
なった。製麺のうどんは讃岐製法で、半生麺を量産用に、ラーメン麺製造。これらの製品は、道の駅など
で販売されている。またうどん・ラーメンの調理販売車を日本財団よりの助成を受けて購入し、稼働させ
ている。他にもフルーツキャップやシール貼り、アルミ缶リサイクルの作業も行っている。 ここ数年は平均
工賃２万円弱程度支給している。
○生活介護
利用者に対し、食事・排せつ・創作的活動又は生産活動の提供など、適切かつ効果的に行うことを目的
として次のようなことを行っている。
・健康増進に留意。栄養面に配慮し、安全でバランスの良い食事の提供。
・軽作業（ボール洗浄）
・レクリエーションなどを取り入れ、運動・体操・歌等楽しみながら体力づくりを実施している。

　
本棟（正面玄関）

製菓棟 製菓作業

製麺作

製菓商品

製麺商品
就労継続支援Ｂ型 製菓

就労継続支援Ｂ型 製麺

就労継続支援Ｂ型 シール貼り・フルーツキャップ等軽作業

生活介護 ボール洗浄・ストレッチ体操

ボール洗浄

ひかり棟 シール貼り フルーツキャップ

ひかり棟 ストレッチ体操

13



電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　いりょうほうじんしゃだん　まつもとかい

096-281-7110

利用者負担額：　0円（世帯の所得によります）

利用者負担額：　無　※シャワー（屋外作業後等に利用できます）

送迎の範囲　 ：

利用者負担額：　

◆室内作業
クッキーの袋詰め、ガチャガチャの景品入れ、
封筒・カード作り　等
◆カフェ
ウェイター、準備、片付け、販売、弁当詰め　等
◆清掃作業
希望ヶ丘病院・付属施設及び近隣住宅の清掃、
草取り、洗車　等
◆農作業
委託農作業、農作物栽培　等

（車をご利用の方）
＊熊本方面より：浜線バイパス 田井島交差点を南に約
4km。イオンモール熊本を過ぎ、森崎橋で右折し県道37号
線を甲佐方面へ約800m。
＊御船ICより：御船IC出口を右折し国道445号線を約2km。
森崎橋で左折し県道37号線を甲佐町方面へ約800m。

（バスをご利用の方）
市内からは熊本バス甲佐行・砥用行・浜町行・氷川行（いず
れも辺場経由）　「豊秋バス停」にて降車。約徒歩3分。

無送迎

※月1回のレクレーション時の昼食代は自己負
担をお願いしています。

施設名

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援B型（20名）

精神障がい及び知的障がいをお持ちの方

月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）　8：30～17：30

開設年月日 平成28年2月15日

〒861-3131
上益城郡御船町豊秋1558-1
（※希望ヶ丘病院の駐車場内に
あります）

所在地

096-281-7112

phoenix@kibohgaoka.jp

http://www.kibohgaoka.jp
（希望ヶ丘病院のホームページ）

 （ふりがな）　ふぇにっくす

　　　　 フェニックス

　　　　　　　医療法人社団　松本会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

◆フェニックスは、希望ヶ丘病院のスローガンである「和顔愛語」をモットーに、メンバーの皆さんが
和気あいあいとした雰囲気の中で作業に取り組み、その結果として地域で安定した生活を送るこ
とができるよう支援して参ります。

◆ご利用時間は9：30～16：00で、このうち、10：00～15：30が作業時間です。尚、お仕事の合間に
は休憩があり、1時間の昼休みもあります。ただし、お仕事の内容によって休憩時間が変わること
があります。

◆フェニックスの建物には「ランチ＆カフェ　COOKLE（クックル）」があり、お菓子にはオーガニック
の材料を、お料理には国産の材料をできるだけ使い、からだとこころにやさしい食べ物を作ってい
ます。尚、メンバーの皆さんにはこちらのカフェで作った昼食をご提供しています。

◆月に1回レクレーションを行っています。内容についてはメンバーミーティングの日にメンバーさ
ん同士が話し合って決めています。（例：お花見、初詣、お好み焼きパーティー　等）

　

建物外景

フェニックス作業室

クックル（カフェ） クッキー
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

原則として月～金曜日。ただし、土曜、日曜日は休日とするが、諸事情により
営業日となる事もある。午前８時３０分～午後５時

知的・発達障がいのある方

利用者負担額：　昼食：517円

利用者負担額：　なし

送迎 有
送迎の範囲　 ：　熊本市、御船町、益城町、嘉島町、山都町、美里町他

利用者負担額：　なし

・光熱費・・・1日329円
・外出支援サービス料・・・1時間1,189円
(支援員1名）
・外出支援サービス交通費・・・1㎞あたり15円
（学園車使用）
・生活介護に係る創作的活動に係る材料費
（１回にあたり必要経費を実費）
※年度毎に費用の変更有

（1）入浴、排せつ及び食事等の介護
（2）創作的活動及び生産活動の機会提供
（3）その他身体機能及び生活能力向上のため
に必要な援助
（4）一定期間利用がなかった場合に当該利用
者の居宅を訪問して行う相談援助

ここに地図を入れてください。
交通センターより馬見原行・浜町行・甲佐行・御
船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バス乗
車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。

開設年月日 昭和54年4月1日 所在地
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1

実施事業（定員） 生活介護（５０名）

096-282-3195

096-282-3264

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

施設名

 （ふりがな）　しょうがいしゃそうごうしえんせんたー　う゛ぃらささゆ

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

季節の行事も楽しもう☆ 歩行訓練も頑張ります！！

　当学園では「一人ひとりの尊厳を守り、『共育・共生』の地域づくりに貢献する」を経営理念とし
て掲げ、集団生活の基本は守りつつも、一人ひとりの要望を受け入れられるよう幅を持たせた
支援を行なっています。支援の際は、「利用者＝お客様」という認識を明確に持ち、利用者個々
の状況や要望を充分に配慮しながら、「利用者満足度」を挙げることを最優先に考え、その支援
を通して利用者・ご家族・支援者が共に育ち、共に生きている事を実感しています。また、地域交
流やボランティアの育成を積極的に図り、健常者と障がい者・高齢者を区別しない環境（ユニ
バーサルな環境）を、地域で構築していけたらと考えております。平成18年に「地域福祉サポー
トセンターみんなん家」を開設し、地域の方への還元を目的とし、利用者の方への地域参加の場
を提供することで地域づくりに貢献しています。「みんなん家」では地域の方々がエアロビクスや
ヨガ教室、日舞等様々な用途で使用することができ、施設でのコンサートや夏祭りを開催して地
域の方々をお招きしたりすることで障がい者の方々の理解の促進に努めています。また、年に１
回ミクシィフェスタを開催し、多数のボランティアの協力の元、地域の方々や子ども達と交流を図
る事で障がい者の方の理解に繋げています。

ヴィラささゆ たくさん食べてね♪
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 無 作業や活動の内容

交通アクセス

施設名

 （ふりがな）　たきのうがたじぎょうしょいちか　じりつくんれん（せいかつくんれん）すてっぷ

多機能型事業所いちか
自立訓練（生活訓練）ステップ

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 平成21年4月1日 所在地
〒861-3323
上益城郡御船町田代1842-4

実施事業（定員） 自立支援（生活訓練）（10名）

096-281-9111
（田代西部福祉センター）

096-281-9112

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

月曜日～金曜日（但し、諸事情により土曜日及び日曜日に営業する事もあ
る）午前9時～午後4時まで

知的な障がいを持たれている方

利用者負担額：　昼食：517円

利用者負担額：　なし

（1）排泄、食事等に関する自立した日常生活を営む
ために必要な支援
（2）生活などに関する相談及び助言
（3）その他の必要な支援

ここに地図を入れてください。

桜町バスセンターより熊本バスにて御船・銀行
前バス停で下車。
御船マルエイより、麻生交通バスにて玉来郵便
局前で下車　徒歩10分

送迎 有 送迎については相談に応じます。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

田代西部福祉センター

グループホーム「こもれび」は、旧田代西部小学校跡地にある緑豊かな環境の下で、世話人・生
活支援員と日々食事や生活を共にしながら地域の中で暮らしています。休日や余暇時には、テ
レビ鑑賞・音楽鑑賞・読書など各自で楽しまれ、誕生会や家庭的な雰囲気の食事を美味しく味
わっています。また、地域の中での交流を大切にし、各種イベントにも積極的に参加しておりま
す。

掃除や農作業等様々な事に取

り組んでいます！！
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

開設年月日 昭和54年4月1日 所在地
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1

実施事業（定員） 短期入所（２名）

096-282-3195

096-282-3264

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

施設名

 （ふりがな）　しょうがいしゃそうごうしえんせんたー　う゛ぃらささゆ

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

年中無休

知的・発達障がいのある方

利用者負担額：　朝食：407円　昼食：517円　夕食507円

利用者負担額：　なし

送迎 有
送迎の範囲　 ：　熊本市、御船町、益城町、嘉島町、山都町、美里町他

利用者負担額：　なし

・光熱費・・・1日329円
・外出支援サービス料・・・1時間1,189円
(支援員1名）
・外出支援サービス交通費・・・1㎞あたり15円
（学園車使用）
・生活介護に係る創作的活動に係る材料費
（１回にあたり必要経費を実費）
※年度毎に費用の変更有

（1）入浴、排せつ及び食事等の介護
（2）創造的活動及び生産活動の機会提供
（3）その他身体機能及び生活能力向上のため
に必要な援助

ここに地図を入れてください。
交通センターより馬見原行・浜町行・甲佐行・御
船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バス乗
車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　 障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

綺麗に歯を磨きましょう☆ 布団を敷きましょう！

当学園における短期入所事業では、保護者・ご家族が突発的・一時的な事業（病気・事故・冠婚
葬祭・出張・学校や地域行事・休養）等により、家庭での介護が出来ない場合に、短期間当学園
をご利用いただき、入浴や食事等日常生活に必要なサービスを提供し、ご本人及び保護者・ご
家族の介護の負担の軽減を図ります。
日中活動では、貼り絵や壁面構成作り等の制作活動、カラオケや調理学習、茶話会、レクリエー
ション、DVD鑑賞等のゆとり活動、買い物学習や自然散策、ドライブ等の社会活動、郊外への歩
行訓練や機能回復訓練等の体育活動等日替わりでそれぞれに合わせた支援内容を計画し、実
施しています。夜間においては、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助
言その他の必要な日常生活上の支援を行なっています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 有 作業や活動の内容

交通アクセス

・家賃・・・20,000円/月（補助10,000円/月　有）
・光熱水費・・・13,500円/月
・食材料費・・・20,000円/月
・日用品費その他の日常生活費・・・1,500円/月
※年度毎に費用の変更有

利用者の方々の地域の中で、より自立した生
活ができるよう、又、家庭的な雰囲気の中での
生活を支援します。

ここに地図を入れてください。

桜町バスセンターより熊本バスにて御船・銀行
前バス停で下車。
御船マルエイより、麻生交通バスにて玉来郵便
局前で下車　徒歩10分

利用者負担額：　なし

送迎 有 送迎については相談に応じます。

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

年中無休

知的な障がいを持たれている方

食材料費1ｹ月当たり20,000円（利用分を年度末に計算し、清算します）

施設名

 （ふりがな）　ぐるーぷほーむじぎょうしょすまいるしーど　ぐるーぷほーむ（かいごさーびすほうかつがた）こもれび

グループホーム事業所スマイルシード
グループホーム（介護サービス包括型）こもれび

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 平成21年3月1日 所在地
〒861-3323
上益城郡御船町田代1842-4

実施事業（定員） 共同生活援助（12名）

096-281-9111
（田代西部福祉センター）

096-281-9112
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

グループホーム「こもれび」は、旧田代西部小学校跡地にある緑豊かな環境の下で、世話人・生
活支援員と日々食事や生活を共にしながら地域の中で暮らしています。休日や余暇時には、テ
レビ鑑賞・音楽鑑賞・読書など各自で楽しまれ、誕生会や家庭的な雰囲気の食事を美味しく味
わっています。また、地域の中での交流を大切にし、各種イベントにも積極的に参加しておりま
す。

自然豊かな場所でのびのび生活しています♪ みんなで楽しく食事をする食堂です！

居室 浴室
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 有 作業や活動の内容

交通アクセス

施設名

 （ふりがな）　ぐるーぷほーむじぎょうしょすまいるしーど　ぐるーぷほーむ（かいごさーびすほうかつがた）きはんりょう

グループホーム事業所スマイルシード
グループホーム(介護サービス包括型）帰帆寮

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 平成21年3月1日 所在地
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1

実施事業（定員） 共同生活援助（6名）

096-282-3195
（ヴィラささゆ）

096-282-3264

利用者負担額：　なし

送迎 有 送迎については相談に応じます。

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

年中無休

知的な障がいを持たれている方

食材料費1月当たり25,000円（利用分を年度末に計算し、清算します。）

・家賃・・・20,000円/月　（補助10,000円/月　有）
・光熱水費・・・8,500円/月
・食材料費・・・25,000円/月
・日用品費その他の日常生活費・・・1,500円/月
※年度毎に費用の変更有

掃除や洗濯でも自身で責任を持って行われて
います。そして日中は「みんなん家」のスタッフ
やヴィラささゆの生活支援員としてそれぞれの
職場で仕事に取り組まれています。

ここに地図を入れてください。

桜町バスセンターより馬見原行・浜町行・甲佐
行・御船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バ
ス乗車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

居室 みんなで仲良く生活しています♪

「帰帆寮」には、ヴィラささゆへ生活支援員として出勤されている方、就労継続支援B型事業を利
用されている方、また、地域の職場へ交通機関等を利用されながら出勤する事も出来ます。
休日がお休みの日などは、地域の行事に参加されたり、世話人と共に買い物に出掛けられたり
と、楽しい日々を過ごされています。居室はテレビ・冷暖房完備・クローゼット・ベッドが備え付け
です。

グループホーム帰帆寮 リビング
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 有

その他利用者負担 有 作業や活動の内容

交通アクセス

施設名

 （ふりがな）　ぐるーぷほーむじぎょうしょすまいるしーど　ぐるーぷほーむ（かいごさーびすほうかつがた）なごみ

グループホーム事業所スマイルシード
グループホーム（介護サービス包括型）なごみ

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 平成21年3月1日 所在地
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1

実施事業（定員） 共同生活援助（5名）

096-282-3195
(ヴィラささゆ）

096-282-3264

利用者負担額：　なし

送迎 有 送迎については相談に応じます。

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

年中無休

知的な障がいを持たれている重度、高齢者の方

食材料費1月当たり25,000円（利用分を年度末に計算し、清算します。）

・家賃・・・20,000円/月　（補助10,000円/月　有）
・光熱水費・・・8,500円/月
・食材料費・・・25,000円/月
・日用品費その他の日常生活費・・・1,500円/月
※年度毎に費用の変更有

日中は生活介護事業所であるヴィラささゆへ通
われています。誕生日や季節の行事にちなん
だ食事の提供など家庭的な雰囲気が特徴で
す。

ここに地図を入れてください。

桜町バスセンターより馬見原行・浜町行・甲佐
行・御船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バ
ス乗車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

浴室居室

「なごみ」には、障がいが重い方や高齢者特有のニーズをお持ちの方がおられ、安心・安全な生
活を営むことが出来る場を提供しております。
休日などは、地域の行事に参加されたり、世話人と共に出掛けられたりと楽しい日々を過ごされ
ています。居室はテレビ・冷暖房完備・クローゼット・ベッドが備え付けです。

グループホームなごみ リビング
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

利用者負担額：　１食２５０円

利用者負担額：　無料

送迎の範囲　 ：　御船町　益城町　その他相談に応じます

利用者負担額：　無料

パン　ｸｯｷｰの製造販売　木工作業　アート活動
昼食づくり　空き缶つぶし　キッチンクロス縫い
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ　絵本の読み聞かせ　絵本の貸し出
し　地域イベントの参加　受託作業　ﾌｪﾙﾄ活動
など

熊本県鳥獣保護センターの近く
九州中央自動車道　小池・高山インターから車
で５分
産交バス　健軍方面　（東・８）　上高野バス停
から徒歩10分

有・無送迎

レクレーション費用・月１０００円を積み立ててミ
ニ旅行等を実施しています。

　知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

　月～金　　９時～１７時

開設年月日 1997年（昭和52年）11月
〒861-3205
　御船町高木4494-46

所在地

096-282-4180

096-282-4180

dekoboko@ari.bbiq.jp

http--dekoboko-npo.com

　地域活動支援センター　でこぼこ

　　　　　特定非営利活動法人　みふねデコボコ会

施設名

運営主体

実施事業（定員）

上益城郡５町委託事業
地域活動支援センターⅡ型
在宅障がい者の日中支援
の場
定員１５～２０名

 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじん　みふねでこぼこかい

 （ふりがな）　ちいきりょういくせんたー　　わいわいなかま
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　施設の特色など

その他（フリースペース）

　

　少人数でアットホームな雰囲気でいつも笑顔がたえません。
作業や活動を通じて、青年たちの可能性をいろんな角度から引き出し、地域活動にも積極的に
参加しています。
利用者に対するスタッフ数も多く、状況に合わせた個別の対応も可能です。

　デコボコ会は、昭和52年より活動を始めました。まだまだ、障がい児者に対して理解が十分で
ない、福祉の充実が図られていない時代があって、居場所のない子どもたちのための学童保
育、また、保育所に通園できなかった重度障がい児のための幼児保育、そして、青年たちの働く
場所として、子どもたちの成長を願い、時代の不足を補う形で支援を行ってきました。平成16年
10月からは、ＮＰＯ法人として公的な立場で活動をしています。障がいのある人たちが生きやす
い地域を作ることを通して、子どもからお年寄りまで、すべての人が幸せに生きていける豊かな
土壌を持った地域づくりの一助となるような仕事をしていきたいと思っています。

デコボコ会のモットー

　障がいがあるとか、ないとかいう考えかたに留まるのではなく、相互に理解し合い関わり合い
ながら、より豊かで幸せな生活ができるよう、“共に支え合い生きていこう”というのがデコボコ会
のモットーです。障がいのある子どもたちや青年たちは、お世話されるという存在ではなく、関わ
る人の、笑顔や智恵といったものを引き出してくれます。障がいのある青年たち一人一人を大切
に思う気持ちを持ち続け、いろいろな活動を行い地域との信頼関係を築いていくことが大切だと
考えます。

デコボコ会の目指すもの
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

 （ふりがな）　しょうがいしゃそうごうしえんせんたー　う゛ぃらささゆ

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 昭和54年4月1日 所在地
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1

実施事業（定員）
日中一時支援委託事業

（５名）

096-282-3195

096-282-3264

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

年中無休　午前８時３０分～午後５時

知的・発達障がいのある方

利用者負担額：　昼食：517円

利用者負担額：　なし

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：　熊本市、御船町、益城町、嘉島町、山都町、美里町他

利用者負担額：　なし

利用者の特別な選定によるサービスは別途費
用（実費）をいただきます。

（1）入浴、排せつ及び食事等の介護
（2）創作的活動及び生産活動の機会提供
（3）その他の身体機能及び生活能力向上のた
めに必要な援助

ここに地図を入れてください。
交通センターより馬見原行・浜町行・甲佐行・御
船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バス乗
車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

当学園における日中一時支援委託事業（日中一時支援A型事業）では保護者・ご家族が突発
的・一時的な事業（病気・事故・冠婚葬祭・出張・学校や地域行事・休養）等により、家庭での介
護が出来ない場合に、日中活動の場を提供し、ご本人及び保護者・ご家族の介護の負担の軽
減を図ります。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

施設名

 （ふりがな）　　にっちゅういちじしえんじぎょうえんじぇるぶれす

　　　日中一時支援事業エンジェル・ブレス

運営主体
 （ふりがな）　かぶしきがいしゃきっちんぶれす

　　　　　株式会社キッチン・ブレス

開設年月日 平成29年4月1日 所在地
〒861-3323
　　上益城郡御船町田代
　　　　　　　　　　　7828-96

実施事業（定員） 日中一時支援事業

096-285-2202

096-285-2202

htmtssiy871355128@yahoo.co.jp

https://www.kitchenbless.ｊｐ

　利用者様のご希望に合わせてご相談に応じます。

　対象者等は特定しておりません。

利用者負担額：　300円

利用者負担額：　

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：　上益城郡、熊本市南区、中央区、東区

利用者負担額：　

市町村が定める基準に基づいて算定されま
す。料金のうち一部は市町村からの給付費等
が支給されます。

障がいをお持ちの方が、安心して過ごせる日中
の活動場所を提供します。
社会に適応するための日常的な訓練や見守り
等を行います。

ここに地図を入れてください。

交通アクセス
　
九州中央自動車道
上野吉無田インターから車で10分
山都中島西インターから車で10分
麻生交通「三間伏」バス停から車で8分
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

・障がいをお持ちの方の日中の活動の場所を確保し、障がいをお持ちの方のご家族の就労支
援を行っております。

・日常介護を行っている方が少しでも負担が軽くなるように支援を行います。

・スケジュールを提示し、見通しを持って安心して過ごせるようにします。

・当事業所「エルサ」のご利用児様には、放課後等デイサービス・児童発達支援利用時と同様の
対応をしたします。

・ご希望の場合は、お食事の提供も行います。（実費負担あり）
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有

入浴 無

その他利用者負担 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

運営主体

実施事業（定員） 施設入所支援（40名）

知的・発達障がいのある方

年中無休　午前８時３０分～午後５時００分

開設年月日 昭和54年4月1日
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1所在地

096-282-3264

co.dainimyoujyou@h5.dion.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

 （ふりがな）　しょうがいしゃそうごうしえんせんたー　う゛ぃらささゆ

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

社会福祉法人　御陽会

 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

096-282-3195

利用者負担額：　朝食：407円　昼食：517円　夕食507円

利用者負担額：　なし

送迎の範囲　 ：　

利用者負担額：　

（1）入浴、排せつ及び食事等の介護
（2）生活等に関する相談及び助言
（3）その他の必要な日常生活上の支援

交通センターより馬見原行・浜町行・甲佐行・御
船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バス乗
車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。

ここに地図を入れてください。

無送迎
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

綺麗に歯を磨きましょうよく噛んで食べてね☆

障がい者総合支援センター　ヴィラささゆ

　当学園では「一人ひとりの尊厳を守り、『共育・共生』の地域づくりに貢献する」を経営理念とし
て掲げ、集団生活の基本は守りつつも、一人ひとりの要望を受け入れられるよう幅を持たせた
支援を行なっています。支援の際は、「利用者＝お客様」という認識を明確に持ち、利用者個々
の状況や要望を充分に配慮しながら、「利用者満足度」を挙げることを最優先に考え、その支援
を通して利用者・ご家族・支援者が共に育ち、共に生きている事を実感しています。また、地域交
流やボランティアの育成を積極的に図り、健常者と障がい者・高齢者を区別しない環境（ユニ
バーサルな環境）を、地域で構築していけたらと考えております。夜間においては、入浴、排せ
つ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行
なっています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

交通アクセス：

開設年月日 2006年（平成18年）4月 所在地
〒861-3203
　御船町高木4494-46

実施事業（定員）

県、上益城５町の委託事業
・療育相談事業
・外来療育
・訪問療育
・巡回支援専門員整備事業

096-282-4180

096-282-4180

dekoboko@ari.bbiq.jp

施設名

 （ふりがな）　かみましきちいきりょういくせんたー

　上益城地域療育センター

運営主体
 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじん　みふねでこぼこかい

　　　　　特定非営利活動法人　みふねデコボコ会

http--dekoboko-npo.com-

　月～金　　8：30～17：30

　上益城郡内の０才から１８才までの幼児及び児童

送迎 有・無

・療育相談（無料）
　療育相談員がお子さんの発達で気になること
について相談を受けます。
・外来療育
・訪問療育
・施設支援

熊本県鳥獣保護センターの近く
九州中央自動車道　小池・高山インターから車
で５分
産交バス　健軍方面　（東・８）　上高野バス停
から徒歩10分
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　施設の特色など

　・外来療育　―　ご相談のお子さんと保護者が一緒に遊びなどを通して、関わり方、接し方を学
びます。療育の体験の場でもあります。

　全景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動の様子

療育室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サーキットルーム

　・訪問療育　―　自宅などを訪問し、保護者や家族の相談を受けながら支援を行います。

（第１、第３水曜日は山都町保健福祉センター「千寿苑」で実施しています。）

　・巡回支援専門員整備事業　―　お子さんの通っている保育園、幼稚園、小学校等に出向き、
それぞれの子どもの特性と支援のあり方について先生方と一緒に考えていきます。

　なかなか言葉がでない、落ち着かない、集団に入れない、育てにくさを感じる..等子育てで心配
なことがあったら「わいわいなかま」の療育相談員に相談してみませんか？

　地域療育センターでは、子どもの成長の悩みを持つ保護者や家族からの相談を受けながら、
それぞれのお子さんに必要な支援を行っています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

熊本県鳥獣保護センターの近く
九州中央自動車道　小池・高山インターから車
で５分
産交バス　健軍方面　（東・８）　上高野バス停
から徒歩10分

096-282-4180

096-282-4180

dekoboko@ari.bbiq.jp

http--dekoboko-npo.com-

・個人負担は原則１割となっていますが、それ
ぞれに負担上限額が定められています。

利用料金：児童発達支援１回基本額　1085円

放課後等デイサービス基本額：

　　　授業終了後　821円

　月～金　　8：30～17：30　放課後等デイサービスのみ第１、第２、第３土曜
日開所

　０才～１８才までの幼児及び児童

送迎 有・無

・身辺自立の確立やコミュニケーション能力の
向上に向けて、親子療育を通して支援します。
・個別療育
・集団療育
・言語聴覚士による言語訓練
・SST

　　　学校休業日　939円

施設名

 （ふりがな）　じとうはったつしえんせんたー　　わいわいなかま

　児童発達支援センター　わいわいなかま

運営主体
 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじん　みふねでこぼこかい

　　　　　特定非営利活動法人　みふねデコボコ会

開設年月日 2009年（平成20年）8月 所在地
〒861-3203
　御船町高木4494-46

実施事業（定員）

児童発達支援事業
（0才～６才）
放課後等デイサービス
（６才～１８才）

定員　１日1０名
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　施設の特色など

　児童発達支援　－　就学前のお子さんに対して、保護者と一緒に関わり方、接し方、社会性を身につけ

　　　　　　　　　　　　　るコミュニケーション能力を伸ばす、身辺自立を促すなどの支援を行います。

　その他（フリースペース）

個別療育(第1土曜日、水曜日午後)

午前　未満児、年少、年中
午後　年長及び年中

クラス編成 ２歳～６歳（年齢と障害の特性にあわせて編成）

　全景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動の様子

　療育室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サーキットルーム

幼児・児童が、その周りの環境や、集団生活に適応できるよう、身体及び精神状態に応じて、児
童発達支援計画のもと、活動を通して療育を行います。

一般的環境では生きにくい心身に特別な配慮が必要な子どもたちに対し、それぞれが豊かな人
生を生き生きと送れるよう、幼児期と学齢期いう人間形成の大切な時期に、一人ひとりの持てる
力を引き出し、育み、生きていく力の基礎を作ります。
「わいわいなかま」は、子どもを中心として大人も参加できる場所でありたいと考えています。

　放課後等デイサービス（学齢児）

ソーシャルスキルトレーニング（第２、第４水曜日午後）

集団療育（第１、第2、第３土曜日）
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　えぬぴーおーほうじん　しゅうろうとっかがたしえんだん　とりにてぃ

096-282-6035

利用者負担額：　無し

利用者負担額：　無し

送迎の範囲　 ：　応相談

利用者負担額：　無し

プレイルームやDVD、タブレットなどの日常的な
エリアでは楽しみながら、コミュニケーションを
育てるような支援を行う。
また、支援員と一対一で課題に取り組むエリア
を作り、出来るようになった課題は一人のエリ
アで自立して行い、将来の就労に向けた支援を
行う。

バス停「城山公園前」から徒歩８分
ここに地図を入れてください。

有・無送迎

自治体によって定められた、通所給付費の範
囲でのみ請求いたします。

施設名

運営主体

実施事業（定員）
放課後等デイサービス
（１０名）

一日平均利用６名。契約１２名

平日15：00～17：00

開設年月日 平成23年12月12日
〒861-3206
　御船町辺田見361-4

所在地

096-282-6184

info@npo-trinity.jp

http://npo-trinity.jp/

 （ふりがな）　しゅうろういこうしえん・しょうがいじつうしょしえん　もーつあると

就労移行支援・障害児通所支援モーツアルト

NPO法人就労特化型支援団トリニティ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　発達障害に特化し、個々の特性に配慮した支援を行っている。個別の活動を中心として、コ
ミュニケーションのとり方の学習のため支援員との一対一や、他児との交流も場面によって取り
入れている。TEACCHを療育プログラムの主軸とし、様々な視覚支援ツールを用いながら、本児
が成人した際自立した生活がおくれるよう計画的な療育を行っている。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

096-200-3207

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　片道20分程度

利用者負担額：　無料

1年間を通し季節感を感じてもらうことで、色々
な体験、経験ができ、成功体験をたくさんできる
ような活動を行っていきます。また、たくさん体
を動かし散歩や公園へ出かけ、体を動かす活
動も行っています。

小池高山ICから車で5分～10分程度

有・無送迎

外出先での食事支援（ジョイフル、マック等）
事業内でのクッキング（カレー、パスタ等）
季節行事参加、地域の行事の参加
（季節によりイベントへの参加、まつり等）
長期休み期間中のみ活動費あり（参加者のみ）

施設名

運営主体

実施事業（定員） 10名

月曜日～金曜日(平日下校時17：30まで)　土曜日、休期休み　9：30～17：30

開設年月日 平成27年12月5日
〒861-3203
上益城郡御船町高木4130-3

所在地

096-281-7282

umitotaiyo2015@gmail.com

http://umitoaiyonoko.net/

 （ふりがな）　　ほうかごとうでいさーびす　うみとたいようのこ　みふねすくーる

放課後等デイサービス　海と太陽の子　御船スクール

一般社団法人　エムジェイプランニング

 （ふりがな）　いっぱんしゃだんほうじん　えむじぇいぷらんにんぐ

443

42

mailto:umitotaiyo2015@gmail.com
http://umitoaiyonoko.net/


　施設の特色など

　その他（フリースペース）

体力強化に努め、散歩や体を動かすことを多く取り入れています。
屋外活動や、屋内スポーツ、地域の行事にも参加しております。
最近では、パソコンも取り入れ行っています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

施設名

 （ふりがな）　じどうはったつしえんたきのうがたさぎょうしょえるさ

　　　児童発達支援多機能型事業所エルサ

運営主体
 （ふりがな）　かぶしきがいしゃきっちんぶれす

　　　　　株式会社キッチン・ブレス

開設年月日 平成28年4月1日 所在地
〒861-3323
　　上益城郡御船町田代
　　　　　　　　　　　7828-96

実施事業（定員）
児童発達支援
放課後等デイサービス
（合計10名）

096-285-2202

096-285-2202

htmtssiy871355128@yahoo.co.jp

https://www.kitchenbless.ｊｐ

　【児童発達支援】9:30～15：00
　【放課後等デイサービス】16:00～18：30（土日：9:30～17:30）※年中無休

　対象者等は特定しておりません。

利用者負担額：　300円

利用者負担額：　

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：　上益城郡、熊本市南区、中央区、東区

利用者負担額：　

ここに地図を入れてください。

交通アクセス
　
九州中央自動車道
上野吉無田インターから車で10分
山都中島西インターから車で10分
麻生交通「三間伏」バス停から車で8分

【児童発達支援】
未就学児を対象に、基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活への適応訓練など、
必要な支援を行います。
【放課後等デイサービス】
小中高校生を対象に、生活能力向上のために
必要な訓練、社会との交流の促進等を行いま
す。

厚生労働大臣が定める介護給付費等対象
サースの基準により算定した額がサービス料
金と なります。
料金のうち一部は市町村からの給付費等が支
給されます。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

・TEACCHから学んだ構造化・視覚的支援、PECSを用いたコミュニケーション指導、学習支援などを行
い、ご利用児様の自立へのスキルアップを目指します。

・ICT教材を活用した学習支援で、楽しみながら学力アップを目指します。

・当事業所はコマ割りの短時間指導ではなく、当事業所の営業時間中その日のご利用児様をお預かりす
ることもできます。ご希望に沿ったご利用時間も可能です。

・お昼はおいしい給食をいただきます。

・教育学修士（有特別支援学級担任実務経験）、小学校特別支援教育支援員実務経験者、社会福祉
士、自閉症スペクトラム支援士、交通局で25年勤めあげた安全運転の送迎プロがスタッフです。

・支援会議、スタッフの研修への派遣を積極的に行い、常に最新のぶれない支援体制を努力いたしま
す。

・当事業所就労継続支援A型と連動して、中・高校生の就職に向けた実習受け入れを積極的に行ってい
ます。どんなに困難さを抱えていても、胸を張って一緒に頑張りましょう。

・才能開発として、ご希望に応じてピアノレッスン指導・フルートレッスン指導・リコーダーレッスン指導・陶
芸製作教室・和太鼓教室のご利用ができます。

・余暇支援として、楽しい施設外行事も実施しています。

　 施設内空間を構造化し、それぞれのエリアに

ICT教材「すらら」を使った学習支
援を行っています。

事前にスケジュールを提示することで、見通し
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 無

入浴 無

その他利用者負担 無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

 （ふりがな）　　そうだんしえんせんたー　あすか

　相談支援センター　あすか

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　みようかい

社会福祉法人　御陽会

開設年月日 平成25年1月1日 所在地
〒861-3202
上益城郡御船町小坂2140-1

実施事業（定員）
　特定相談支援
障がい児相談支援

096-282-3153

096-282-3373

minnade-asobo@citrus.ocn.ne.jp

http://www.2nd-myojyo.or.jp

月～金曜日とする。ただし、休日及び祝日並びに年末年始を除く。
午前８時３０分～午後５時

知的・精神・身体障がい児者

送迎 無

福祉サービスの利用を希望されている方が、市
町村に申請された後、利用者の方よりご依頼を
受けて、相談支援専門員がサービス等利用計
画の作成をしている。又、支給決定後、定期的
に利用状況のモニタリングを行っている。

ここに地図を入れてください。
交通センターより馬見原行・浜町行・甲佐行・御
船行の田迎経由・バイパス経由、熊本バス乗
車にて約２５分。
小坂橋バス停下車、徒歩１０分。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

当相談支援事業所は、「地域福祉サポートセンターみんなん家」内に設置されており、障がいの
ある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、障
がいのある方の身近な地域において、安心して生活できる地域の支援体制を作る事を目的とし
ています。具体的には、日常生活上の支援を必要とする障がいのある方やそのご家族等に対
し、窓口による相談や家庭訪問による相談等を行っています。

利用者の方のお話をよく聞いて計画相談を進めます。

地域福祉サポートセンター

「みんなん家」
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

施設名

 （ふりがな）　していとくていそうだん・しょうがいじそうだんしえんじぎょうしょ　たっち

指定特定相談支援・障がい児相談支援事業所 タッチ

運営主体
 （ふりがな）　かぶしきがいしゃきっちんぶれす

　　　　　株式会社キッチン・ブレス

開設年月日 平成30年11月1日 所在地
〒861-3323
　　上益城郡御船町田代
　　　　　　　　　　　7828-96

実施事業（定員）
特定相談支援
障害児相談支援

096-285-2202

096-285-2202

htmtssiy871355128@yahoo.co.jp

https://www.kitchenbless.ｊｐ

　月曜～金曜　10：00～15：00　（土日、年末年始休み）

　対象者等は特定しておりません。

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：　

利用者負担額：　

・障害福祉サービス利用についての情報提供
や助言
・障害者手帳や福祉サービスなどの申請のお
手伝い
・専門機関の紹介、連携
・生活全般についての相談

ここに地図を入れてください。

48

mailto:htmtssiy871355128@yahoo.co.jp
https://www.kitchenbless.


　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

・相談員がご相談をお受けいたします。まずはお電話で事前にご連絡ください。

・以下のような福祉サービス等の利用にあたり、計画作成を行います。
　　児童発達支援
　　放課後等デイサービス
　　就労継続A型
　　就労継続B型
　　移行支援
　　移動支援
　　ショートステイ
　　日中一時支援
　　生活介護
　　生活訓練
　　居住介護（家事支援・通院介助・身体介護）

・サービス利用開始後は、定期的にサービス利用の様子を伺い、計画の見直しを行います。
また、必要に応じて個別支援会議を行います。

・ご相談の内容、個人情報については「守秘義務」を厳守します。
　安心してお気軽にご相談ください。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

運営主体

実施事業（定員）
居宅介護
同行援護
重度訪問介護

身体障がい者、精神障がい者

8月13日～15日、12月30日～1月3日　を除く　　（要相談）

開設年月日 平成24年11月15日
〒861-3208
上益城郡御船町滝尾6523-
112

所在地

096-282-6770

h20_7_16_sw＠yahoo.co.jp

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うぇるねすみふね

ウェルネス御船

特定非営利活動法人ＳＫウェルネス

利用者負担額：　

住み慣れた地域の中で安心して安全な生活を
営むことができるように援助します。

熊本バス　はけあいバス停から徒歩5分
コミュニティバス　玉虫団地前バス停から徒歩1
分

有・無送迎

 （ふりがな）　　　　　　　とくていひえいりかつどうほうじんえすけいうぇるねす

096-282-6770

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　

至矢部至市

至益城

至甲佐

マミコウロード
事業所
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

開所日・開所時間

対象者

食事 有・無

入浴 有・無

その他利用者負担 有・無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

運営主体

実施事業（定員） 居宅介護、同行援護

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病指定者

月曜日から金曜日　午前8時から午後5時まで

開設年月日 平成28年3月1日
〒861-3211
上益城郡御船町水越2415-2

所在地

096-282-9800

hcc017792@lep.bbiq.jp

 （ふりがな）　　へるぱーすてーしょん　てんてん

ヘルパーステーション　てんてん

合同会社　点天

利用者負担額：　

居宅介護、同行援護

御船町よりバスで20分

有・無送迎

 （ふりがな）　ごうどうがいしゃ　てんてん

096-282-9585

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ
アドレス

診療日・時間

診療科目

デイケア 有・無

その他の活動 有・無

　交通アクセス：

病院名

 （ふりがな）　きぼうがおかびょういん

希望ヶ丘病院

運営主体
 （ふりがな）　いりょうほうじんしゃだん　まつもとかい

医療法人社団　松本会

開設年月日 昭和38年11月 所在地
〒861-3131
上益城郡御船町豊秋1540

096-282-1045

096-282-3640

http://www.kibohgaoka.jp

月～金… 9:00～12:00・13:30～17:00、土曜日… 9:00～12:00
休診日…土曜午後、日曜、祝日、年末年始
※予約制（先ずは電話でのご相談をお願いします）

精神科、心療内科、神経内科、児童精神科、小児科

精神科デイケア「Will」、重度認知症患者デイケア「ひまわり」

精神科訪問看護、hope hill 家族教室「まんてんの会」

付属の施設 有・無
子どもと親の支援センター「hope hill」、居宅介護支援事業所「なのはな」

売店「木の実」、就労継続支援B型「フェニックス」、ﾗﾝﾁ＆ｶﾌｪ「クックル」

相談窓口より

【地域連携室】
当院のご利用（初診・通院・入院・退院）に関す
ることや経済的な支援制度（自立支援医療・障
害年金・生活保護等）の利用援助から、患者様
の地域での生活についてまで、様々なご相談
に対応しています。

※令和2年中に下記の施設を開設予定です。

　・相談支援センター「プルメリア」
　・訪問看護ステーション「ハイビスカス」
　・グループホーム「とぅんから家」

◆車でお越しの方
＜熊本市方面から＞
国道266号線（浜線バイパス）田井島交差点を南へ約
4km
＜九州自動車道　御船ICから＞
御船IC出口を右折し、国道445号線を約2km進み、3つ目
の信号を左折し、約600m進み左手を上る
◆バスでお越しの方
熊本バス　甲佐行・砥用行・浜町行・氷川行（いずれも辺
場経由）豊秋バス停にて下車　徒歩3分
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　病院の特色など

　その他（フリースペース）

◆専門外来…もの忘れ外来、児童思春期外来、 ネット依存外来

◆精神科デイケア「Will」

「生活のリズムを整えたい」「病気の再発が心配」「毎日どのように過ごしたらよいのかわからない」など

でお困りの方に様々なプログラムに参加していただくことで生活リズムを作り、社会的に自立した在宅生

活がおくれるよう支援します。また、思春期・青年期向けには、ゲームや料理、スポーツを通してストレス

発散や仲間作りに加え、就労に向けて楽しみながら学んでいただくプログラムを行っています。

◆認知症デイケア「ひまわり」

認知症の病状改善のためには残されている能力を最大限に活用していただくことが大切なことの一つ

だと考え、日々活動を行っています。 能力を発揮するためには、慣れ親しんだ状況を作り、認知し行動

しやすいように環境を整え、自ら「参加しよう・やってみよう」という気持ちになっていただくことが大切で

す。そうすることで無気力状態から抜け出し、認知症が進行しても比較的保たれている「昔とった杵柄」

を最大限に利用していただくことができます。個人を大切にし、目上の人を敬う気持ちを念頭に置きな

がら接するように心がけています。

◆子どもと親の支援センター「hope hill」

ここは子どもが健やかに育つようサポートする施設です。何か辛いことがあったり、困ったりした時に

ちょっと相談に行ける場所。時にはお母さんやお父さんからの様々なご相談にアドバイスさせていただ

いています。不安を抱えて診察にいらしたご家族にまずは安心感を提供することが私たちのポリシーで

す。尚、ここでは集団認知行動療法の「ふぁいん」とペアレントトレーニングの「KFST（希望ヶ丘ファミリー

スマイルトレーニング）」を行っています。

◆病棟…162床（精神科一般病棟、精神科療養病棟、認知症治療病棟、児童・思春期病棟）

希望ヶ丘病院のスローガンは「和顔愛語」です。和やかで温和な表情や言葉づかい。穏やかで親しみや

すい振る舞いのこと。この言葉を希望ヶ丘病院の全スタッフが胸に刻み、確かな医療を基本としてよりよ

い医療サービスをご提供できるよう、また地域から愛されるよう全力を尽くして参ります。
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