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平成３１年（２０１９年）１月改訂

子ども支援室みらい　嘉島教室

種別 施設名

就労継続支援Ａ型

児童発達支援
放課後等デイサービス

【嘉 島 町】　社 会 資 源 マ ッ プ

ひだまり事業所

障がい者就労継続支援Ａ型事業所　エントリィかしま

就労継続支援Ｂ型

かしま

まい・せるふ

就労継続支援Ａ型事業所　ヴィレッジピープル
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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：

　　　　　　　株式会社ヴィレッジピープル

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃびれっじぴーぷる

２１４－６３１０

印刷物関係の作業
紙袋の作成
印刷物加工(封入等)

秋津団地入り口バス停から徒歩5分

無送迎

施設名

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援A型 (１５名)

　身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

　月～金曜日（午前9時30分～午後4時30分)、隔週土曜日(午前10時～午後3時）、日祝休み

開設年月日 平成24年6月1日
〒８６１－３１０２
上益城郡嘉島町大字下六嘉
1765番地

所在地

２１４－６３１０

k-info@kikurage-nouen.net

http://www.kikurage-
nouen.net

 （ふりがな）　しゅうろうけいぞくしえんえーがたじぎょうしょびれっじぴーぷる

　就労継続支援A型事業所ヴィレッジピープル
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　施設の特色など

仕事内容は大まかに２つです。

１．印刷物の加工
　　・紙袋の作成や検品作業
　　・封入作業等も行います。

２．きくらげの収穫作業

※皆さん各々目標を立てて頑張られています。仕事中はしっかり集中して行い、
休憩時間は和気藹々とした会社です。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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 有 　作業や活動の内容：

施設名

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援A型 （１3名）

　精神障がい者、知的障がい者、身体障がい者

　月～金曜日　午前９時～午後５時(祝日、GW、お盆、年末年始は休み）

開設年月日 平成24年6月1日
〒８６１－３１０３
上益城郡嘉島町大字井寺２９
７３番地

所在地

０９６－２３５－６２２３

entrykashima@yahoo.co.jp

kumamotolifeboat@yahoo.co.jp

 （ふりがな）　しょうがいしゃしゅうろうけいぞくしえんえーがたじぎょうしょえんとりいかしま

障がい者就労継続支援A型事業所　エントリィかしま

　　　　　　　特定非営利活動法人　くまもとライフボート

 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじんくまもとらいふぼーと

０９６－２３５－６２２９

送迎の範囲　 ：上益城郡、熊本市(一部)

利用者負担額：　有り（距離に応じ）

・青果卸商での人参の皮剥ぎ根菜類の袋詰め
・工場等での軽作業(研磨、梱包）洗車作業
・清掃作業(公衆トイレ、近隣公園)
・農園での収穫等の作業
・剪定、除草作業　等

熊本バス「井寺入り口」バス停から徒歩１０分

有送迎

所得に応じて施設利用料が発生する場合が
あります。
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　施設の特色など

１．年間を通して仕事の種類があり、それぞれの個性や特徴を生かした仕事が選べる。
２．内職や施設外就労（工場や青果卸商、農家、中古車販売店等での軽作業）の機会が多い。
３．アットホームな雰囲気が特徴であり、笑顔・挨拶心が通い合う事業所。
４．歓送迎会等の実氏．各種イベントには積極的に参加している。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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：

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ　しょうえい

096-237-6705

送迎の範囲　 ：　嘉島一円と、近隣の市町村 （要相談）

記帳代行業務
清掃業務
軽作業

鯰バス停より徒歩５分

有送迎

施設名

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援A型 （20名）

精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者

就労支援：月～土　午前9時～午後17時（当該月-８日）

開設年月日 平成27年4月1日
〒861-3106
上益城郡嘉島町上仲間184

所在地

096-237-6698

kashima@shoei.kumamoto.jp

http://www.shoei-
kumamoto.jp/

 （ふりがな）　しょうえい

晶栄

株式会社　晶栄
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

株式会社晶栄　事業所ではどんな働きができるのか？

私達、株式会社晶栄は就労継続支援A型事業所です。
多くの仲間達が一般就労を目指して日々仕事や訓練に勤しんでいます。
大切にしているのはそれぞれの個性を活かし、長所を伸ばすこと。
手作業が好きな方には箱折りや軽作業を！
体を動かすことが好きな方には清掃業務や駐車場のプレートの交換作業を！
パソコンが好きな方には入力業務を！
それぞれの特技、特性を活かす働きができるよう努めて支援しております。

就労継続支援Ａ型対象者
一般企業等に就労することは難しいが、雇用契約を結んで、継続的に就労することが可能な65
歳未満の方（利用開始時65歳未満の方）。具体的には次のような例が挙げられます。
1. ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
2. ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
3. ③企業等を離職した方等、就労経験のある方で現に雇用関係がない方
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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：

送迎の範囲　 ：　片道30分圏内のｴﾘｱ（希望者のみ）
送迎 有

就労継続支援事業B型
(20名)

実施事業（定員）
096-237-3898

myself.murasaki@gmail.com

 （ふりがな）　まい　せるふ

　　　　まい・せるふ

 （ふりがな）　えぬぴーおーほうじん　まい　せるふ

　　　　　　　　NPO法人　まい・せるふ

平成27年10月15日
〒861-3105
熊本県上益城郡嘉島町上六嘉
11-1

所在地

運営主体

施設名

096-237-3898

http//npomyself.web.fc2.com

1.室内軽作業(ﾌﾙｰﾂｷｬｯﾌﾟ,自動車部品ｾｯﾄ作
業等)
2.施設外就労(今後、検討していきます)
3.就労支援
4.行事およびﾚｸﾚｰｼｮﾝ(生活訓練を兼ねる)
*2～4については利用者の増加に伴い、徐々
に確立・整備していく予定

利用者負担額：　基本的には無料、利用者が増えてくれば自己
負担も検討

・障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者負担に基づく額
(本人の一定所得以下の場合は0円)
・行事等で参加費等が必要になった場合

・国道445号線沿い(御船ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ手前)
・バス　熊本ﾊﾞｽ…六嘉ﾊﾞｽ停下車　徒歩1分
路線　南14（通潤山荘行き）、南15、東11（甲
佐、砥用行き）

毎週月～金曜日(土日・祝祭日ほか夏季・年末年始等の指定休暇を除く)
開所時間　9：30～17：30　（利用時間　10：00～15：00）

希望者のみ…利用者負担額：100円/食(H30.4現在)

精神および身体(軽度)、知的(軽度)の障がいをお持ちの方

開設年月日
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

（施設全景） （施設内風景）

○作　業　

○行　事

お花見(行事)

○生産活動従事の他に、季節に応じたﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の行事も増やしていきたいと考えていま
す。

　　　フルーツｷｬｯﾌﾟ作業 　　自動車部品セット作業

○生産活動も、室内での軽作業の他、いろいろな作業を作り上げていく予定です。利用者の
みなさんの、ｽｷﾙ（特技）や興味に合わせた作業が作り出せていければと考えています。

餅つき(行事）

○まい・せるふは、H30年10月で開所して3年目を迎える、比較的新しい施設です。これからも
利用者のみなさんと一緒に、よりよい施設に作りあげていきたいと思っています。一人ひとり
の立場を尊重しながら、それぞれのﾆｰｽﾞや目的に合った支援を目指していきます。

○まい・せるふは、心に病を持った方を中心に障がいを持たれた方々が集う場所、日中活動
の場所として開所しました。いろいろな作業を通して社会参加をしたり、作業等を通して体力
と自信をつけ、就労が可能と判断された場合に、就労を希望する人には就労支援を行いま
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

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 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　いっぱんしゃだんほうじん　みらいのたね

096-235-6070

登校日は学校までお迎え。自宅への送迎は応相談。

・個別支援計画書に基づいた支援を行ってい
る。
・個別学習（マッチング、仕分け、季節の製作な
ど）
・集団活動（調理実習、公園、買い物学習など）
・家族面接（モニタリング、随時）

主に車でのアクセス。

有送迎

・利用料は1割負担（送迎加算を含む）。負担額
には市町村ごとに上限額が定められている。

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）

発達障がい児・知的障がい児・重症心身障がい児など

月～金　サービス提供時間：10時～17時30分（営業時間：9時30分～18時）
※土日祝祭日、盆、年末年始は休業

開設年月日 平成27年4月1日
〒861-3107
上益城郡嘉島町上仲間807-3

所在地

096-235-6071

mirainotane1101@gmail.com

http://kyushu-outreach-
project.com/

 （ふりがな）　ひだまりじぎょうしょ

            ひだまり事業所

一般社団法人　未来の種
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

●放課後等デイサービスとは？
小学校1年生から高校3年生までの障がい児について、放課後や休校日、長期休暇に施設に通
い、生活の質・コミュニケーション能力の向上・将来の仕事につながるトレーニングを行うことを目
標としています。

●基本方針
お子さんの特性を理解し、「明るく、元気に、のびのびと」楽しく過ごせる空間の中で、個々に適し
た支援を提供し、健やかな成長を育んでいくことを目的にしています。
学校や家庭内での行動と事業所内での行動との差異により、子どもが何を感じ考えているかが
わかるよう、関係機関やご家庭との情報交換を行い、できたことの報告や困りごとを支援につな
げていきます。
社会へでるためのスキル習得や就労サービスとの連携強化を図り、卒業後の生活基盤の確保
や安心をお手伝いします。

☆事業所の外観

☆活動スペース
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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）　かぶしきがいしゃ   みらいぱーく

096-237-5888

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　嘉島東小学校　嘉島西小学校

利用者負担額：　1割負担

児童発達支援
身辺自立や社会性、コミュニケーションなど一
人ひとりの成長に合わせた支援
放課後等デイサービス
学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験を
通じて一人ひとりの特性に応じた発達支援

熊本バス上六嘉バス停より徒歩5分
ここに地図を入れてください。

有・無送迎

おやつ代　　調理材料費など

施設名

運営主体

実施事業（定員）
児童発達支援・放課後等デ
イサービス（合わせて10名）

幼児～高校生まで

月～金　児童発達支援１３：３０～１５：００放課後等デイサービス１５：００～１８：００

開設年月日 平成27年7月1日
〒８６１－３１０５
　上益城郡嘉島町上六嘉1382-2所在地

096-237-5888

miraikasima5888@gmail.com

https://miraipark.com/

 （ふりがな）　こどもしえんしつみらいかしまきょうしつ

子ども支援室みらい　嘉島教室

株式会社  未来パーク
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　施設の特色など

　

　その他（フリースペース）

学習

みらいタイム（脳と身体のトレーニング）

目で見て、耳で聞いて、声に出して、指を動かして、身体を動かして
自分の身体をうまく使えるようにします。

手順書を見ながら

グループ活動（制作やゲーム調理など）

小さな「できる」が増えていけば、自信がつき、行動も変わります。
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