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相談支援事業所　ふれんどぴあ

就労移行支援

（宿泊型）自立訓練

共同生活援助

精神科等病院

相談支援

ぴあすまいる

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

生活介護
施設入所支援、短期入所

地域活動支援センター

児童発達支援
放課後等デイサービス

ましきの風

就労継続Ｂ型事業所　エントリィましき

益城病院　グループホーム事業（通称：ｉハウス21）

種別 施設名

多機能型事業所　キッズキングダム

障害者支援施設　熊東園

【益 城 町】　社 会 資 源 マ ッ プ

コスモ

地域活動支援センター　アントニオ（休止中）

地域活動支援センター　そよかぜ福祉作業所

放課後等デイサービス　ぴあすまいる

ステップサポート益城

障害者支援施設　熊東園

ステップサポート益城

令和２年（２０２０年） １月改訂

指定相談支援事業所　アントニオ

放課後等デイサービス　きっずぴあ

子ども支援室みらい　益城教室

放課後等デイサービスＳｔｅｐＵｐぴあ

相談支援事業所　ＩＺＵＭＩ

就労継続支援Ｂ型　そよかぜ福祉作業所

障害児通所支援事業所　あすでい
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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

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　さん・しーえる

０９６－２８７－５６６８

　産交バス（空港行きリムジンバス）
グランメッセ前バス停より徒歩１０分

一食３００円（お弁当形式でご飯は炊きたてを提供）

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　熊本市東区、中央区、益城町、大津町

利用者負担額：　なし
有・無送迎

　　就労継続支援A型：病院リネン品の仕分け作業

　　就労移行支援：枕カバーの着脱等の作業訓練、
その他コミュニケーション訓練や企業実習、履歴書
作成等、一般就労に必要な知識・スキル全般の支
援

（施設外就労：ホテルの客室清掃やクリーニング工
場内での包布広げや浴衣広げ、枕カバーのプレス
掛け等）

施設名

運営主体

実施事業（定員）
就労継続支援A型　（２０名）
就労移行支援　（１０名）

知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者

月曜日～金曜日（祝日を含む）　年間カレンダーによる土曜営業日あり。
＜８：００～１７：００＞

開設年月日 平成24年9月1日
〒８６１－２２３５
上益城郡益城町大字福原１１
０７

所在地

０９６－２８７－５６８０

ky006@step-support.san-
sea.jp

http://san-sea.jp

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　　すてっぷさぽーと　　　　　　ましき

　　　　　　　　　ステップサポート益城

　　　　　　　　　　　　　　株式会社　サン・シーエル
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　他にも定期的に食事会や余暇活動（外出、外食等）の場を提供し、コミュニケーションの幅が広がるよう
努めています。働くと楽しむのメリハリがあり、利用者様にも好評の行事となっています。毎日の活動が
皆さんの笑顔に繋がり、ステップサポートの輪が広がっていくことを願いながら頑張っています。

　　　　　　　＜事業所外観＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜就労継続支援A型＞

　　　　　　　　　　　　＜就労移行支援＞　　　　　　　　　　　　　　　＜食事会・余暇支援の様子＞

　就労継続支援A型の主な作業内容は病院リネン品クリーニング業務です。病院で使用されたシーツや
包布、枕カバーを品目毎に分ける作業ですが、わかりやすい作業ですので、無理なく取り組むことが出来
ます。その他に施設外就労の場を４ヵ所（ホテルの客室清掃、グループ企業内でのクリーニング業務）用
意しており、それぞれのニーズに応じた働く場の提供に努めています。最低賃金を得ながら働く場とあっ
て、欠勤、勤務態度については企業での就労と同じように厳しい面もあります。ただ、その中でも、利用当
初と比べて、「出来る仕事が増えた」「体調コントロールが出来るようになった」「人との付き合い方を知る
ことが出来た」等、「できること」を増やせる成長の場として利用していただければと考えています。それぞ
れが生き生きとやりがいを持って笑顔で取り組める職場環境を目指して日々取り組んでおります。

　就労移行支援は作業訓練をメインに行い、繰り返し取り組むことで、作業速度や効率、正確性の向上に
努めています。企業実習を積極的に取り入れ、地域の企業様との連携を密にしたｻｰﾋﾞｽを提供すること
で、定着率の高い一般就労を目指しております。

　ステップサポート益城は、就労継続支援A型と就労移行支援の２つのｻｰﾋﾞｽを提供している多機能型事
業所です。ホワイト急便益城リネン工場の２階が作業場、訓練場となっており、現在、２つの事業合わせ
て約４０名の方が利用されています。利用者様の「働きたい」「自立したい」という思いを実現するために、
共に頑張っております。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

開所日・開所時間

利用者の状況

食事 無

入浴 無

　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A型 (20名)

　精神障がい者・知的障がい者

月～土(日・祝は休日)※ｼﾌﾄ制　※利用時間…午前9時30分～午後4時30分

開設年月日 平成23年10月1日
〒861-2236
上益城郡益城町広崎928-3

所在地

096-289-6648

peer-support.008@gol.com

http://www.tomita-group.com/

 （ふりがな）　　ぴあすまいる　　（しゅうろうけいぞくしえんAがた）

　　     ぴあすまいる　(就労継続支援A型)

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ　ぴあさぽーと

○野菜の選別や袋詰め、梱包作業他。
○季節毎の作物を植え付けから収穫(一部店頭販
売)までの農作業全般。
※作業場所までは車で乗り合わせて移動します。
(集合は、事業所です)
〇作業内容によっては、刃物(包丁やハサミ等)を使
用します。
○年、数回レクリエーション有。

産交バス｢広崎｣バス停から徒歩5分

無送迎

○所得に応じて利用料金の負担があります。
(上限額有)
○入社時に帽子・スリッパの購入をして頂きます。
○その他、農作業に必要な物品の購入。
○食事提供はしていませんので、各自お弁当は持
参です。

　作業や活動の内容：　その他利用者負担：

　　　　　　　株式会社　　ピアサポート

096-289-6648

約200m

風雅巻き広崎店

「広崎」バス停

たんぽぽ

ハウス

ぴあすまいる

じんだ動物病院

熊本市内 益城
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　施設の特色など

　その他(事業所風景)

　

　平成23年10月1日に、A型事業所「ソーシャルワークス」として開所し、平成26年6月1月に事業
所移転を行うと同時に新規事業所｢放課後等デイサービス」を開所し事業所名も「ぴあすまいる」
に変わりました。事業所内は、玄関入ってすぐ右側が作業場になりますが、一面大きなガラス張
りになっていますので、見学の方は作業風景を見ることが出来ます。また、事業所内は解放的な
レイアウトの為、明るい雰囲気の中で作業を行っています。

　作業内容は、ほとんどが施設外就労です。当事業所は、主に農作物に関わる作業がほとんど
で地元での請負先で畑作業(植え付け、除草、収穫、選別、出荷等)を行ったり、田崎市場では野
菜の袋詰めや梱包他、また事業所内で行う作業は、地元の農家さんよりニラ選別作業を請け
負っています。
　支援では、障がいの特性や就労的課題を事前に話し合い、本人同意のもと支援計画書に沿っ
て段階的に職業訓練を行うようにしており、その中で社会的マナーやルールといった生活におけ
る必要な訓練も行っています。その他、レクリエーション等も年数回行っており、日々緊張感の中
で頑張っている利用者の方のリフレッシュやお互いの交流の場を設ける目的として行っていま
す。

　利用している一人一人が、ここでの訓練を通じて社会貢献をしている実感や充実感・達成感を
感じることにより、一般就労や自立といった明確な目標を持って日々取り組めているので、皆さん
いつも元気で和気あいあいの中で利用しています。しかし、利用者の方は時に悩んだり・不安に
なったり行き詰ってしまうことがあります。そんな時は、一人で悩まず安心してスタッフに相談し、
一緒に問題解決を行ったり対処法を考え、その中で本人が｢一歩の勇気｣が踏み出せるような支
援をしていきたいと考えています。

作業内容の
一部です。
皆で協力して

作業しています!!

レクリエーションでは
皆で楽しくリフレッシュします!

毎月一回ボランティア活動で
事業所周辺の清掃活動を
しています
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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：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　　　　　　　　かぶしきがいしゃ　さん・しーえる

０９６－２８７－５６６８

　産交バス（空港行きリムジンバス）
グランメッセ前バス停より徒歩１０分

一食３００円（お弁当形式でご飯は炊きたてを提供）

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　熊本市東区、中央区、益城町、大津町

利用者負担額：　なし
有・無送迎

　　就労継続支援A型：病院リネン品の仕分け作業

　　就労移行支援：枕カバーの着脱等の作業訓練、
その他コミュニケーション訓練や企業実習、履歴書
作成等、一般就労に必要な知識・スキル全般の支
援

（施設外就労：ホテルの客室清掃やクリーニング工
場内での包布広げや浴衣広げ、枕カバーのプレス
掛け等）

施設名

運営主体

実施事業（定員）
就労継続支援A型　（２０名）
就労移行支援　（１０名）

知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者

月曜日～金曜日（祝日を含む）　年間カレンダーによる土曜営業日あり。
＜８：００～１７：００＞

開設年月日 平成24年9月1日
〒８６１－２２３５
上益城郡益城町大字福原１１
０７

所在地

０９６－２８７－５６８０

ky006@step-support.san-
sea.jp

http://san-sea.jp

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　　すてっぷさぽーと　　　　　　ましき

　　　　　　　　　ステップサポート益城

　　　　　　　　　　　　　　株式会社　サン・シーエル
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　他にも定期的に食事会や余暇活動（外出、外食等）の場を提供し、コミュニケーションの幅が広がるよう
努めています。働くと楽しむのメリハリがあり、利用者様にも好評の行事となっています。毎日の活動が
皆さんの笑顔に繋がり、ステップサポートの輪が広がっていくことを願いながら頑張っています。

　　　　　　　＜事業所外観＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜就労継続支援A型＞

　　　　　　　　　　　　＜就労移行支援＞　　　　　　　　　　　　　　　＜食事会・余暇支援の様子＞

　就労継続支援A型の主な作業内容は病院リネン品クリーニング業務です。病院で使用されたシーツや
包布、枕カバーを品目毎に分ける作業ですが、わかりやすい作業ですので、無理なく取り組むことが出来
ます。その他に施設外就労の場を４ヵ所（ホテルの客室清掃、グループ企業内でのクリーニング業務）用
意しており、それぞれのニーズに応じた働く場の提供に努めています。最低賃金を得ながら働く場とあっ
て、欠勤、勤務態度については企業での就労と同じように厳しい面もあります。ただ、その中でも、利用当
初と比べて、「出来る仕事が増えた」「体調コントロールが出来るようになった」「人との付き合い方を知る
ことが出来た」等、「できること」を増やせる成長の場として利用していただければと考えています。それぞ
れが生き生きとやりがいを持って笑顔で取り組める職場環境を目指して日々取り組んでおります。

　就労移行支援は作業訓練をメインに行い、繰り返し取り組むことで、作業速度や効率、正確性の向上に
努めています。企業実習を積極的に取り入れ、地域の企業様との連携を密にしたｻｰﾋﾞｽを提供すること
で、定着率の高い一般就労を目指しております。

　ステップサポート益城は、就労継続支援A型と就労移行支援の２つのｻｰﾋﾞｽを提供している多機能型事
業所です。ホワイト急便益城リネン工場の２階が作業場、訓練場となっており、現在、２つの事業合わせ
て約４０名の方が利用されています。利用者様の「働きたい」「自立したい」という思いを実現するために、
共に頑張っております。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援B型 （30名）

　精神障がい者

　月～土曜日　8：30～17：00（年末年始は休み）

開設年月日 平成18年11月3日
〒８６１－２２３３
上益城郡益城町惣領
　　　　　　　　　　１５４４番地３

所在地

０９６－２８６－７７２５
(益城病院）

mashiki-hp@mashiki.jp

http://www.mashiki.jp/

 （ふりがな）　　ましきのかぜ

　   　　　ましきの風

　　　　　　　社会医療法人　ましき会

 （ふりがな）　しゃかいいりょうほうじん　ましきかい

０９６－２８６－７７２５
(益城病院）

送迎の範囲　 ：　健軍・戸島方面

利用者負担額　：　無し

　ましきの風は４つの中から自身がやりたい作業を選ぶ
　事が出来ます。

 まりも：パン作り及び販売です。
        （パン作り・販売・洗い物など）

 クリーンサム：清掃作業や洗濯作業です。
　　 　（農作業・洗濯物たたみ・清掃など）

 あひるのしっぽ：弁当用仕出し袋の作成作業です。
　　　　（紙を折る作業・のりづけ作業など）

風のテラス：パンを利用した軽食や飲み物を提供する作
業です。
　　　　（飲み物や軽食の注文受け、パンの販売、洗い物

　市営バス「中惣領」バス停から徒歩3分

有送迎
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　施設の特色など

　

　ましきの風は4つの部門から自身がやりたい作業を選ぶ事が出来ます。
　通所後、合わないと感じた場合には同事業所内で作業の変更も可能です。
　どの部門も難しい事はなく、簡単な作業や好きな作業から取り組めます。
　
 
 パン工房まりも：
        パン作り、販売、外部販売や配達、洗い物などがあります。
　　　　焼きたてパンはレストラン大河や益城病院内で販売しています。
 クリーンサム：
　　　　院内植物の手入れ、衣類洗濯、農作物の収穫、院内清掃などがあります。
 あひるのしっぽ：
　　　　弁当用仕出し袋の作成作業をしております。
　　　　作業内容では紙折り、糊づけ、成型、などがあります。
　風のテラス：
　　　　パン工房まりもで作成したパンや、まりものパンを利用した軽食、飲み物など
　　　　販売・提供しています。注文受けや販売、洗い物などの作業があります。

　

クリーンサム

あひるのしっぽパン工房まりも

風のテラス
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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 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）

知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、難病患者

月曜日～金曜日（土・日出勤の場合代休有り）　10時～15時

開設年月日 平成22年4月1日
〒861-2235
上益城郡益城町福富７７２

所在地

096-287-8230

soyokaze3490@gmail.com

無

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　そよかぜふくしさぎょうしょ

就労継続支援Ｂ型　そよかぜ福祉作業所

特定非営利活動法人ボランティア仲間九州ラーメン党

 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじんぼらんてぃあなかまきゅうしゅうらーめんとう

096-287-8223

利用者負担額：　　１食200円

送迎の範囲　 ：　上益城郡・西原村・熊本市　

利用者負担額：　　なし　

ラーメン店接客、成分表切り・貼り
パン・クッキー袋詰め
移動販売、店頭販売、畑仕事、祭り出店など
その他クリスマス会、花見、日帰り旅行などの
イベントあり

産交バス「福富」バス停より、徒歩３分

有送迎

レクレーション等により、別途徴収する場合あり

健軍 木

高速道路

緒方整形

ヤクルト

木山
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

福富の作業所、近くのラーメン店、作業場と３ヶ所に分けて作業を行ってます。
自分に合った仕事を気分や体調で、選んでいただけます。

１～２ヶ月に１度イベントを企画して行ってます。利用者さんが楽しんで参加できるようなイベント
になってます。
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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：

　交通アクセス：

知的・精神障がいの方が中心

利用者負担額：　現在は未定だが将来的には行う

利用者負担額：　

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんとりぃましき

 （ふりがな）　えぬぴーおーほうじんくまもとらいふぼーと

096-297-0010

096-295-9355

entry2973@gmail.com

送迎の範囲　 ：　事業所より片道30分圏内

利用者負担額：　なし

施設名

運営主体

開設年月日

実施事業（定員）

送迎 有・無

所在地

就労継続支援B型（10名）

令和2年4月1日
〒861-2241
上益城郡益城町宮園623-
28

就労継続B型事業所　エントリィましき

NPO法人くまもとライフボート

http://lifeboat.main.jp/index.ht
ml

月曜～金曜日　・祝日・土・日（休日）　9：30～15：00

施設外・施設内の作業を行っている。利用者の
希望を確認し配属している。また、定期的にレ
クリエーションの企画を考えている。

木山下町より徒歩7分
ここに地図を入れてください。
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

当施設は嘉島町に就労継続支援A型事業所を平成24年6月に開設し、この度、令和2年に4月に
益城町宮園に就労継続支援B型事業所を開設しました。障がいのある方の”働きたい”という気
持ちを大切に、その方々に沿った支援を行います。また、地域密着型の事業所つくりを行ってい
きたいと思っております。常に笑いが絶えない事業所つくりを職員一丸となって行います。
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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 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

運営主体

実施事業（定員）

施設入所支援 (50名)
生活介護 (65名)
短期入所 (２名)
グループホーム (４名)

　知的障がい者

　

開設年月日 平成元年４月１日
〒861-2236
上益城郡益城町広崎786-1

所在地

096-286-2762
（電話・ﾌｧｯｸｽ兼用）

yutouen@mb.infobears.ne.jp

http://www2.infobears.ne.jp/yutouen
/

 （ふりがな）　しょうがいしゃしえんしせつ　　　　　ゆうとうえん

　　　　　障害者支援施設　熊東園

　　　　　　　社会福祉法人　　耕心会

 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　こうしんかい

096-286-2762

利用者負担額：　朝食315円、昼食630円、夕食630円（行事食は実費）

利用者負担額：　なし（施設入所支援利用者）

送迎の範囲　 ：　益城町役場方面、健軍商店街の２か所まで送迎可能

利用者負担額：　なし

（作業）フルーツキャップ作業、香梅箱組立作
業、天然石ブレスレット作り、固形石鹸、粉石
鹸、ＥＭボカシ作り、へちま水作り、農作物作り
（活動）機能維持活動、創作、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、音楽
等一人一人に対応したプログラムを作成し提
供。

産交バス（木山行き・市電健軍終点よりバス10
分）産交バス小楠公園前バス停留所から徒歩３
分。広崎バス停留所より徒歩３分。
九州自動車道益城熊本空港インターより車で５
分。

有送迎

（短期）光熱水費１日当たり315円、食事代は施
設入所と同額。個人の嗜好品は実費
（グループホーム）家賃月額20,000円、光熱水
費月額5,000円、食材費月額25,000円、日用品
費月額5,000円
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

熊東園は、益城町と熊本市の境に位置しています。病院、コンビニ、スーパーも近くにあり、交通
の便の良いところにあります。敷地には、グランド（運動場）があり、グランドの一角にすべり台、
遊具、鉄棒等も設置しており、グランドや遊具は日中は365日毎日地域に解放しており午前は幼
児を連れたお母さんたちが、夕方には小中学生がサッカーしたり野球したりと毎日のようにグラ
ンドで遊ばれてます。今後も地域に根差した施設、地域に開かれた施設を目指して頑張っていき
たいとおもいます。

　熊本地震の教訓をいかし、万が一の災害がおこっても、水だけは確保したいと、自家発電機、
水道ポンプを新たに設置いたしました。災害時に水道が止まったとしても自家発電機で水道ポン
プから汲みだす飲料水は熊東園で使用するのはもちろん、地域の皆様も非常災害時に飲料水
を車で汲みにこれるように、「災害・非常時給水設備（蛇口２）」をグランド入り口に新たに設置い
たしました。災害時に断水等が発生した場合には「災害・非常時給水設備（蛇口２）」を開放いた
します。
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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 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

運営主体

実施事業（定員）

施設入所支援 (50名)
生活介護 (65名)
短期入所 (２名)
グループホーム (４名)

　知的障がい者

　

開設年月日 平成元年４月１日
〒861-2236
上益城郡益城町広崎786-1

所在地

096-286-2762
（電話・ﾌｧｯｸｽ兼用）

yutouen@mb.infobears.ne.jp

http://www2.infobears.ne.jp/yutouen
/

 （ふりがな）　しょうがいしゃしえんしせつ　　　　　ゆうとうえん

　　　　　障害者支援施設　熊東園

　　　　　　　社会福祉法人　　耕心会

 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　こうしんかい

096-286-2762

利用者負担額：　朝食315円、昼食630円、夕食630円（行事食は実費）

利用者負担額：　なし（施設入所支援利用者）

送迎の範囲　 ：　益城町役場方面、健軍商店街の２か所まで送迎可能

利用者負担額：　なし

（作業）フルーツキャップ作業、香梅箱組立作
業、天然石ブレスレット作り、固形石鹸、粉石
鹸、ＥＭボカシ作り、へちま水作り、農作物作り
（活動）機能維持活動、創作、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、音楽
等一人一人に対応したプログラムを作成し提
供。

産交バス（木山行き・市電健軍終点よりバス10
分）産交バス小楠公園前バス停留所から徒歩３
分。広崎バス停留所より徒歩３分。
九州自動車道益城熊本空港インターより車で５
分。

有送迎

（短期）光熱水費１日当たり315円、食事代は施
設入所と同額。個人の嗜好品は実費
（グループホーム）家賃月額20,000円、光熱水
費月額5,000円、食材費月額25,000円、日用品
費月額5,000円
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

熊東園は、益城町と熊本市の境に位置しています。病院、コンビニ、スーパーも近くにあり、交通
の便の良いところにあります。敷地には、グランド（運動場）があり、グランドの一角にすべり台、
遊具、鉄棒等も設置しており、グランドや遊具は日中は365日毎日地域に解放しており午前は幼
児を連れたお母さんたちが、夕方には小中学生がサッカーしたり野球したりと毎日のようにグラ
ンドで遊ばれてます。今後も地域に根差した施設、地域に開かれた施設を目指して頑張っていき
たいとおもいます。

　熊本地震の教訓をいかし、万が一の災害がおこっても、水だけは確保したいと、自家発電機、
水道ポンプを新たに設置いたしました。災害時に水道が止まったとしても自家発電機で水道ポン
プから汲みだす飲料水は熊東園で使用するのはもちろん、地域の皆様も非常災害時に飲料水
を車で汲みにこれるように、「災害・非常時給水設備（蛇口２）」をグランド入り口に新たに設置い
たしました。災害時に断水等が発生した場合には「災害・非常時給水設備（蛇口２）」を開放いた
します。
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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 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）　しゃかいいりょうほうじん　ましきかい

096-286-3611

平日夕食、土曜日　昼・夕食、日曜日　昼食、
希望者は事前申し込み、一食400円（税込み）

無料

　産交バス「中惣領」バス停から徒歩3分

無送迎

家賃：２１，０００円
光熱水費：５，０００円

施設名

運営主体

実施事業（定員） 共同生活援助（9名）

　精神障がい者（主たる対象者）

開設年月日 平成１９年１０月
〒８６１－２２３３
熊本県上益城郡益城町惣領
                          1530

所在地

096-286-8145

http://www.mashiki.jp

 （ふりがな）　ましきびょういん　ぐるーぷほーむじぎょう　つうしょう：あいはうす２１

　益城病院 グループホーム事業（通称：ｉハウス２１）

　　　　　　　社会医療法人　ましき会
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　施設の特色など

　

・日中は精神科デイケアや、就労継続支援Ｂ型に通っている方が殆どです。

・月に１回、利用者全員が集まり、支援スタッフと共に日々の生活について話し合ったり振り返っ
たりしています。（生活指導・共同住居全体会）

・日常的な支援は随時行っています。

・食事、朝食はご自身で自炊するか、ご購入頂くかをお願いしています。
平日昼食：精神科デイケアをご利用の方は活動内で食事が提供されます。
平日夕食、土曜日　昼・夕食、日曜日　昼食：希望者は事前申し込みが必要です。一食400円（税
込み）

・お風呂、台所、トイレは共同です。台所はＩＨ対応です。

・洗濯機・乾燥機が２台あります。無料です。物干し場もあります。
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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

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）　しゃかいいりょうほうじん　ましきかい

096-289-5111

利用者負担額：　朝３００円・昼３５０円・夕３５０円（税別）

利用者負担額：　無

送迎の範囲　 ：　

利用者負担額：　

日中訓練とは
一人ひとりの課題や、目標に応じてプログラムを行
います。
宿泊型自立訓練とは
夜間の睡眠や服薬の支援などを行い、夜間や朝に
おける困りごとなどを支援します。
具体的には
就労体験・調理作業・服薬勉強会・マナー講習など

熊本市電健軍電停より東へ車で約10分、
産交バス木山線惣領バス停より北へ徒歩5分
（交通センターよりバスで45分）
阿蘇くまもと空港より車で約15分
九州高速道路の益城・熊本空港ICより車で約5
分

ここに地図を入れてください。

無送迎

家賃　　 　２５，０００円
共益費　　　５，０００円
自室電気代　　実費
生活用品　　 　実費

施設名

運営主体

実施事業（定員）
宿泊型自立訓練（２０名）
自立訓練（２０名）

精神障がい者

年中無休

開設年月日 平成27年11月20日
〒861-2233
益城町惣領1669-3所在地

096-289-5112

cosmo@mashiki.jp

http://www.mashiki.jp/

 （ふりがな）　こすも

コスモ

社会医療法人　ましき会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　熊本県内には宿泊型自立訓練を行っているところは３ヶ所のみです。
　（コスモ・あかね荘・ソレイユ）
　地域での生活に不安がある、働きたいけどそこまではできないかも、少しでも自
立できる能力を身につけていたいなどの思いがある方に、日中、夜間の訓練を通
して、地域生活へ向けたお手伝いをいたします。
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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 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）

地域活動支援センターⅠ型
 

      事業休止中

　主に精神障がい者の方々

　月～金曜日　8：30～17：00（土日祝休み）

開設年月日 平成１８年１０月
〒８６１－２２３３
上益城郡益城町惣領１５３０

所在地

０９６－２８６－３６３３

antonio-mhp@mashiki.jp

http://www.mashiki.jp

 （ふりがな）　　ちいきかつどうしえんせんたー　　　　　　　　　あんとにお

           地域活動支援センター　アントニオ

　　　　　　　社会医療法人　ましき会

 （ふりがな）　しゃかいいりょうほうじん　ましきかい

０９６－２８６－３７６９

地域活動支援センターアントニオは、地域の皆
様と協力しながら、障がい者の方々の社会参
加をお手伝いするところです。また、ボランティ
アの希望等もありましたらお気軽にご相談下さ
い。
活動内容は次頁に記載しています。

産交バス「中惣領」バス停から徒歩3分

無送迎

基本的にセンター内での利用料はありません
が、活動内容によっては自己負担金が発生しま
す（外出時の食事代、外部施設利用の入場料
など）。
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　施設の特色など

　

　地域活動支援センターアントニオでは、地域で暮らされている精神障がいをお持ちの方々が
「居場所」として利用しやすい環境・活動をご提供しています。
　具体的には、「ちょっと外に出て誰かと話したいな」「趣味を持ちたいけど、なにをしたらいいか
な」「就労やデイケアに行きたいけど、行けるようになるまでのリズムを作りたいな」といった様々
な目的を持った方々が来所されています。
　活動に参加せずにゆっくり過ごしてもＯＫ！活動も興味のあるものだけ参加することもＯＫ！
お仕事帰りに、デイケア帰りにちょっと寄ってお話ししていくこともＯＫ！
卓球など、夕方に出来る活動もあります♪
　「やりたいことボックス」といった意見箱を設置しています。皆さんのご意見を聴きながら、皆さ
んが利用しやすい環境や活動づくりをスタッフ一同考えています。
　スタッフもおりますので、日常生活のご相談など気軽にご相談頂けます♪

　
園芸ニラ作

ピアフレン
アントニオバンド（音楽活動）

イベント＆季節行 創作活動

フットサルアントニオ

このほかにも、

卓球台があったり

茶話会をしたりと
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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 無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

施設名

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　そよかぜふくしさぎょうしょ

地域活動支援センター　そよかぜ福祉作業所

運営主体
 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじんぼらんてぃあなかまきゅうしゅうらーめんとう

特定非営利活動法人ボランティア仲間九州ラーメン党

開設年月日 平成22年4月1日 所在地
〒861-2235
上益城郡益城町福富７７２

実施事業（定員）
地域活動支援センターⅢ型

096-287-8223

096-287-8230

soyokaze3490@gmail.com

無

月曜日～日曜日　不定休・時間規定無し（16時以降は閉所）

知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、難病患者

利用者負担額：　　１食200円

送迎 無
送迎の範囲　 ：　　

利用者負担額：　　なし　

箸袋作り、さをり織り、祭り出店など
その他クリスマス会、花見、日帰り旅行などの
イベントあり

B型事業所の作業　（この場合工賃あり）

産交バス「福富」バス停より、徒歩３分

レクレーション等により、別途徴収する場合あり

健軍 木山

高速道路

緒方整形

ヤクルト
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

１～２ヶ月に１度イベントを企画して行ってます。利用者さんが楽しんで参加できるようなイベント
になってます。

自分の時間に合わせて活動できます。

利用されたい日時をお知らせください。
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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

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：

施設名

運営主体

実施事業（定員）
放課後等デイサービス

（定員：１０名）

　学校（小・中・高）に就学している障がい児

月～金曜日　午前9時30分～午後6時
（休み：土、日、祝日、8/13～15、12/29～1/3）

開設年月日 平成26年6月1日
〒861-2236
上益城郡益城町広崎932-2所在地

096-288-7233

peer-support.009@gol.com

http://www.tomita-
group.com/

 （ふりがな）　　　　　　　　ほうかごとうでいさーびす　　　　　　　　　　　ぴあすまいる

放課後等デイサービス　ぴあすまいる

株式会社　　　ピアサポート

 （ふりがな）　　　　　　　　かぶしきかいしゃ　　　　　ぴあさぽーと

096-288-7233

送迎の範囲　 ：　上益城郡及び熊本市東区の一部（要相談）

利用者負担額：　基本加算料金に含まれます

【時間】
登校日は、学校終了後から17：30
長期休みや休校日の時は10：00～17：30

【内容】
障がいを持つ児童たちが、将来起こる様々な事
に対処する力・適応する力を身に付けれるよう
支援を行っています。

　産交バス「広崎」バス停から徒歩5分

有送迎

おやつ：利用1回ごとに30～50円

活動費別途自己負担有り

きっずぴあ

公園

ﾌｧﾐﾘｰ

ﾏｰﾄ
風雅変電所

熊東園

広崎バス停

広崎バス停

県道28号線← 健軍方面 木山方面 →

ぴあすまいる（放デイ）

じんだ

動物病院

ぴあすまいるＡ型
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　施設の特色など

登校日は、学年により来所時間が様々で一緒に同じ活動を行うことが困難なため、宿題等各個人の課題に取り組ん
でもらいます。また集団活動の時間を設け、多様な活動にも取り組んでいます。その中で、協調性や自己肯定感の
構築、他者との関わり等について学べればと考えています。

長期休暇時や休校日は、放課後にはなかなか経験できない工場見学や屋外活動やクッキングなど、さまざまな活動
を可能な限り取り入れて活動しています。日頃できない経験を沢山積む事で、将来起きる様々な出来事に対して、対
処する力・適応力を身に付けてもらえるよう支援に努めています。

また家庭環境や学校生活においてのストレスや悩み事などある児童には、ご家族・学校・他関係機関と連携し、対象
児童に寄り添い改善していけるよう支援を行っています。

元気良く「こんにちは」「さようなら」が言える子、自然に「ありがとう」「ごめんね」が言える子、誰からも愛される心豊
かな子にと願い、日々支援にあたっています。
ぴあすまいるに通う理由や目的を自覚し、課題をスモールステップで達成し、自信に繋げて生き生きと過ごせるよう
な取り組みも行っています。

中高生向けの放課後等デイサービス事業所（ＳｔｅｐＵｐぴあ）と就労継続支援Ａ型事業所（ぴあすまいる）が敷地内に
隣接しています。高学年になると、中高生向けの放課後等デイサービス（ＳｔｅｐＵｐぴあ）への利用も検討することが
できます。高校生になると就労継続支援A型事業所で作業の体験もできるため、自分の将来について想像し、目標
の一つとして真剣に考えることのできるいい機会・場所になるのではと考えています。

　

　その他（フリースペース）

指導訓練室 スヌーズレン
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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 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

 （ふりがな）　　　　　　　　かぶしきかいしゃ　　　　　ぴあさぽーと

096-284-1129

送迎の範囲　 ：　益城町、熊本市東区の一部（要相談）

利用者負担額：　基本加算料金に含まれます。

登校日は、学校終了後から17：30まで、長期休
みや休校日は、10：00～17：30までを活動の時
間としています。

集団活動を基本とし、学校生活、将来の社会生
活で、児童それぞれにとって必要と思われるス
キルを身につけられるように支援を行っていま
す。

　産交バス「広崎」バス停から徒歩7分

有送迎

おやつ：利用1回ごとに30～50円

活動費

施設名

運営主体

実施事業（定員）
放課後等デイサービス

（定員：１０名）

　学校（小・中・高）に就学している障がい児

月～金曜日　9：30～18：00　【サービス提供時間：10：00～17：30】
（休み：土、日、祝日、8/13～15、12/29～1/3）

開設年月日 平成27年4月1日
〒861-2236
上益城郡益城町広崎864-2所在地

096-284-1129

peer-support.010@flute.ocn.ne.jp

http://www.tomita-
group.com/publics/index/31/

 （ふりがな）　　　　　　　　ほうかごとうでいさーびす　　　　　　　　　　　きっずぴあ

放課後等デイサービス　きっずぴあ

株式会社　　　ピアサポート

きっずぴあ

公

ﾌｧﾐﾘｰ 風雅
変電

熊東

広崎バス停

広崎バス停

県道28号線← 健軍方面 木山方面 →
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

登校日は、学年や学校により来所時間が異なるため、全員での活動は難しいのですが、学習後
はゲームや制作、散歩や公園での活動を取り入れ、楽しく、リラックスして過ごせるように配慮し
ています。

長期休暇は、工場見学や公共施設を利用しながら、社会生活でのルールを経験できるものを多
く取り入れています。また、個々の課題にも対応できるように考えながら制作や調理、ゲーム、音
楽、サーキット、公園、学習、SSTなどの活動を取り入れています。

各活動の中でそれぞれに必要なルールやコミュニケーションを習得し、楽しい社会生活を送れる
ように支援していきたいと思っています。
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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：

ここに地図を入れてください。 　交通アクセス：

有・無送迎

おやつ代・・・利用一回ごとに30円～50円
その他、事業所外施設体験等・・実費

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　上益城郡及び熊本市の一部

利用者負担額：　基本加算料金に含まれます。

児発；
身辺自立や言葉の発達、他者との関わりを遊びなどを通
して身につけられる様支援しています。
放デイ；
小学校～高校まで学校での生活、将来の社会生活にお
いて何に困るのかを一緒に考え、対応出来る力がつくよ
う遊びや工作・ゲーム・体を動かす活動などを通して支援
しています。

http://www.tomita-
group.com/publics/index/32/

 （ふりがな）　たきのうがたじぎょうしょ　きっずきんぐだむ（じどうはったつしえん・ほうかごとうでいさーびす）

多機能型事業所　キッズキングダム
（児童発達支援・放課後等デイサービス）

一般社団法人　燦々会

 （ふりがな）　いっぱんしゃだんほうじん　さんさんかい

096-234-7734

熊本都市バス「小峰」バス停より徒歩6分

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
（10名)

児発；未就学児
放デイ；（幼稚園及び大学を除く）学校に就学している障がい児

開所日；火～土
（日・月・祝日、8/13～8/15、12/29～1/3は休み）
開所時間；10：00～19：00
サービス提供時間；10：30～18：30
利用時間；児童発達　10：30～14：30
（保育園等と併用されている場合は相談に応じています。）
             放課後等デイ　登校日は下校時～18：30
　　　　　　　　　　　　　　　　休校日は10：30～18：30
　　　　　　※　但し、児発との兼ね合いで休校日の火・木は13：00～18：30

開設年月日 平成27年9月1日
〒861-2234
上益城郡益城町大字古閑
字大峯29番2

所在地

096-234-7744

kingdom@ace.ocn.ne.jp

ファミリーマート

キッズキングダム

ファミリーマート小峯

東稜高校

スーパーキッ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

平屋の一軒家を利用した児童発達支援事業と放課後等デイサービスの多機能型事業所です。
畳のある空間で、リラックスしながら学習や個別の課題への取り組みを行っております。
基本理念
「太陽が明るく光り輝くように、一人一人が秘めている無限の可能性を育み、宝を探すかのよう
に成長の道筋に光を注ぐお手伝いをする。」
をかかげ、達成感や自己肯定感を目的とした支援を目指して行っております。

手作りの知育グッズです

活動の一環でブロッコリーの苗から収穫

まで楽しみました。

室内でのサーキットの一部です
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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：

利用者負担額：　なし

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

小峯バス停より、徒歩1５分程度
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

子ども支援室みらい　益城教室

株式会社 未来パーク

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　広安小学校　広安西小学校

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ  みらいぱーく

０９６－２００－７０８９

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１３：３０～１4：3０放課後等デイサービス１５：００～１８：００

開設年月日 平成29年3月30日
〒８６１－２２３４
　上益城郡益城町古閑７－４

所在地

０９６－２００－７０８９

mirai.masiki.7089@gmail.com

https://miraipark.com/

 （ふりがな）　こどもしえんしつみらい   ましききょうしつ
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　施設の特色など

グループ活動（制作やゲーム調理など） 学習

　

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。

みらいタイム（脳と身体のトレーニング）

手順書を見ながら調理

　

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。

「できました」「教えてください」が、言
えるように・・・

ルールを守って、楽しくゲーム
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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：

児童発達支援
日常生活の自立支援や対人コミュニケーション
力の向上など幼児期という成長過程に合わせ
た支援を提供することを目的としています。

放課後等デイサービス
生活能力や社会性の向上のための必要な支援
を提供し本人に合った自立した生活ができるよ
うになることを目的としています。

益城熊本インターから車で2分

　火～金・・・児童発達支援 9:30-13:30　放課後等デイサービス 15:00-17:30
　土・祝・長期休･･･児童発達支援、放課後等デイサービス 10:00-15:00

主に自閉症スペクトラムの児童

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：車で30分以内

利用者負担額：　通所利用者負担額に含まれる

開設年月日 平成30年2月 所在地
〒861-2236
上益城郡益城町広崎
1147-1

実施事業（定員） １０人／日

096-285-6760

096-285-6763

mashiki@asday.co.jp

無

施設名

 （ふりがな）　　　　しょうがいじつうしょしえんじぎょうしょ　　　　　　　あすでい

障害児通所支援事業所　あすでい

運営主体
 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ　あすでい

　　　　　　　株式会社　アスデイ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

　
　　◆あすでい（ASD）では、特に自閉症スペクトラムの子どもたちに特化した支援をしています。
　
　　　　　　　　　【具体的支援】
　　　　　　　　　　　・TEACCHの考えに基づいた構造化を利用した自立支援
　　　　　　　　　　　・ソーシャルストーリーやコミック会話の手法を用いた支援
　　　　　　　　　　　・PECSの考えに基づいた絵カードを用いたコミュニケーション支援

　　　－例－
　　　様々なエリアをもうけて、ひとりひとりが安心して自立できる支援を行っていきます。
　

　

　

　

　

　
　

新しいスキルやルールを１対１の支援を通して学びます。

ワークエリア

トランジッションエリア

パソコンエリア

手伝いの手順とごほうびシステム

先生と勉強

あすでい 外観

そっか、

わかったぞ！！
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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 有 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

風雅巻き
じんだ動物病院

至健軍方面 県道28号

施設名

運営主体

実施事業（定員）
放課後等デイサービス
　　　（定員：10名）

　学校（中学・高校・中学入学を控えた小学6年）に就学している障がい児

　登校日（月～金曜日）午前11：00～午後18：00　休業日：土・日曜日・祝祭日・8月13～15日・年末年始

　休校日（月～金曜日）午前10：30～午後17：30

　

開設年月日 令和元年７月２２日
〒816-2236
上益城郡益城町広崎928-3所在地

096-284-8020

peer-support.013@blue.ocn.jp

http://www.tomita-
group.com/

 （ふりがな）　ほうかごとうでさーびす　　すてっぷあっぷぴあ

　　　　　放課後等デイサービスStepUpぴあ

　　　　　　　株式会社　ピアサポート

 （ふりがな）　かぶしきがいしゃ　ぴあさぽーと

096-284-8020

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：益城町・嘉島町・御船町・熊本市（東区・中央区）≪要相談≫

利用者負担額：　基本加算料金に含まれます。

・身辺自立　生活基礎マナー
（正しい言葉使い、挨拶の仕方、金銭管理等）
・ビジネスマナー
（電話対応、面接時の心構え等）
・ソーシャルスキルトレーニング
・パソコンタイピングスキルアップ
・軽作業
・体幹トレーニング（レクレーション等）
*就労に向け社会人としてのマナー等のスキル
を身に付けれるよう支援を行っています。

　産交バス　「広崎」バス停から徒歩5分

有送迎

おやつ ： 利用1回ごとに　30～50円

活動費別途自己負担有り

ピアサポート本社

StepUpぴあ（２F）
　　　　　　（所前駐車場）
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

これまでの放課後等デイサービスに無い、就労準備特化型放課後等デイサービスです。中学生
や高校生を対象にしていますが、中学入学を目前に控える小学校6年生等、日常マナー、SSTを
必要とされるお子さんも受け入れさせて頂いております。
就労継続支援A型の２階にあり、利用時に仕事をしている様子を見ることができ、また高校生に
なりましたら作業体験もできるため、将来働くことの目標やイメージを持てる環境の事業所です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動内容
就労に向け、ビジネスマナー（電話対応、接客、面接の心構え）、正しい言葉使い方をロールプレ
イにて学び、将来働くにあたり必要とされるコミュニケーションスキルや社会のルール・マナーを
身に付けていけるように、個々の能力に合わせたソーシャルスキルトレーニングを中心に支援を
行っております。
また、活動時はルールやレクレーションの提案、企画等を利用生徒自らしてもらうことで、自己理
解・他者理解が生まれ相互理解ができ、話し合い→決断する経験を取り入れています。その他
にも金銭感覚や自己分析など、社会に出る際には欠かせないスキルの育成も活動に取り入れ、
反復することによって習得することを目標にしています。
長期休みを利用し、普段の利用時に経験できない商品リサーチ（お店の単価調べ）を行い、リス
トを作成し、まとめる力等を身に付けることができるような経験を積んでもらっています。
レクレーションでは想像力、判断力、協調性を培うために、カードゲームで楽しみながら対人関係
の構築ができるよう支援を行い、屋外スポーツでは、体幹トレーニング、バトミントン等で体を動
かし体力や持久力を身に付けることができるように支援を行っています。その他にも簡単なおや
つ作り、クッキングにもチャレンジできるような活動にも取り組んでいます。

色々な成功体験を積み重ね「働くこと」「生活していくこと」の力を身につけ、自信を持って就労に
移行できるよう心掛け支援に努めています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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：

本事業所では、利用者に対して障害者総合支
援法に基づく計画相談支援サービスを提供しま
す。計画相談支援サービスの利用は、原則とし
て介護給付費等又は地域相談支援給付費等
の支給決定を受けた方が対象となります。

産交バス「福富」バス停より、徒歩5分

月曜日～金曜日　8時～17時

知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、難病患者

送迎 無

開設年月日 平成27年1月1日 所在地
〒861-2235
上益城郡益城町福富７７２

実施事業（定員）
相談支援
上益城郡・西原村・熊本市

096-287-8223

096-287-8230

soyokaze3490@gmail.com

無

施設名

 （ふりがな）　　　　　　　　　　　そうだんしえんじぎょうしょ　いずみ

相談支援事業所　IZUMI

運営主体
 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじんぼらんてぃあなかまきゅうしゅうらーめんとう

特定非営利活動法人ボランティア仲間九州ラーメン党

健軍 木山

高速道路

緒方整形

ヤクルト
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

相談支援事業所
上益城郡・西原村・熊本市にお住まいの方を対象にしています。
また、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、難病患者の方の相談をお聞きいたしま
す。

NPO法人ボランティア仲間九州ラーメン党を母体とする就労継続支援Ｂ型　「そよかぜ福祉作業
所」の作業所と同敷地内にありますので、いつでも見学・体験ができます。

利用までの流れ
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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：

　月～金曜日　8：30～17：00（土日祝休み）  電話でのご相談も受け付けます

　上益城圏域の精神障がい者（主たる対象者）。
　他の障がいについても、他の相談機関と連携して相談を受けています。

送迎 無

心配なこと、将来のことなど、一人で悩まずにお気
軽にご相談ください。

本人、家族、支援者の方々からも、相談を受けて
います。

１）主に上益城圏域の精神障がい者の
　　障がい福祉サービスの利用援助
  （ヘルパーや就労事業所等に関する相談・
　　情報提供・見学同行
　　・サービス等利用計画の作成）
２）社会資源の活用のための支援
（年金や障がい者手帳を含む相談・情報提供）
３）社会生活を高めるための支援
４）権利の擁護のために必要な援助
５）専門機関の紹介　　　　　　　　　　　など。

産交バス「中惣領」バス停から徒歩3分

開設年月日 平成１８年１０月 所在地
〒８６１－２２３３
熊本県上益城郡益城町惣領１５３０

実施事業（定員） 指定相談支援

０９６－２８６－３７６９ 

０９６－２８６－３６３３

antonio-mhp@mashiki.jp

http://www.mashiki.jp

施設名

 （ふりがな）　　していそうだんしえんじぎょうしょ　　　　　　　あんとにお

           指定相談支援事業所　アントニオ

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいいりょうほうじん　ましきかい

　　　　　　　社会医療法人　ましき会
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　施設の特色など

その他（フリースペース）

　

家事が

自分でできない。

どうしよう。

悩みがあるけれど、

誰に相談をしたら

いいかなぁ。

仕事が続かない。

人間関係で、つまず

く。

人に会いたくないけ

れど、何か始めなけ

ればと思う。

アントニオに相談

料理や掃除を

手伝ってもらっ

て助かってま

す！

仕事の訓練中！

こんなことで困っていませんか？

電話での相談もどうぞ。

自宅に訪問して、

相談も受けています。

福祉サービスを利用して、生活が改善。

相
談
支
援
事
業
所

ア
ン
ト
ニ
オ

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
！

来所相談もどうぞ。

昼間に通う所は

ないかなぁ。
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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　ぴあさぽーと

０９６－２７３－８２６０

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：　

利用者負担額：　

本事業所は、利用者の委託を受けて、利用者
に対し障害者総合支援法及び児童福祉法の趣
旨に従って、計画相談支援サービスを提供しま
す。

産交バス「広崎」バス停より、徒歩５分

有・無送迎

施設名

運営主体

実施事業（定員）
障害児相談支援事業
特定相談支援事業

　主に障害児

　月曜日～金曜日　９時～１８時

開設年月日 平成29年4月1日
〒861－2236
上益城郡益城町広崎９３２－２所在地

０９６－２７３－８２６１

peer-support.011@
sage.ocn.ne.jp

 （ふりがな）　　　　　そうだんしえんじぎょうしょ　　ふれんどぴあ

　　　　　相談支援事業所　ふれんどぴあ

　　　　　　　株式会社　ピアサポート

ぴあすまいる

風雅巻き

広崎バス

県道２８号線
健軍方面

じんだ動物病院

ふれんどぴあ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

　

① お話を聞かせてください

② 計画案を作ります

（聞いたお話をもとに）

④ 役場に提出

③ 計画案にサイン

（できた計画案をチェックしてください）

計画案は「こんな

風に使いたいなぁ

～」をまとめたも

のです。

⑤ 受給者証の発行 (市町村)

「いいですよ」と町が認めて

くれると受給者証ができます。

どのように利用していくかを確認

する会議です。
⑥ 担当者会議（利用事業所さんを交えて）

⑦ 計画を作ります

⑧ 計画にサイン
（できた計画をチェックしてください）

⑨ 役場に提出

計画は「これから、

こんな風にサービス

使います」をまとめ

たものです。

⑩ 利用開始

⑪ モニタリング
（その後のお子さんの様子を

教えて下さい）

当事業所での流れ

「その後はいかがで

すか？」とモニタリ

ングでお話しを伺い

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

診療日・時間

診療科目

デイケア 有

その他の活動 有

　交通アクセス：

相談窓口より

患者さま・ご家族が、病院や施設を含めた地域
の中で、適切な医療・福祉が受けられるように、
また、居住する地域の中で安心して生活ができ
るように環境の整備の支援など地域との連携を
行います。 また、地域の医療機関や行政・施設
などと連携し、相談しやすい精神科医療の普及
に努めています。

ここに地図を入れてください。

熊本市電健軍電停より車で約10分
阿蘇熊本空港より車で約15分
JR熊本駅より車で約40分
九州高速道路・益城熊本空港ICより車で約5分
産交バス木山線・中惣領バス停～産交バス広
安循環バス・益城病院前バス停
※旧益城病院より益城病院シャトルバス運行

　月～金曜日　午前9時30分～午後１時30分（土日祝日、年末年始は休み　予約
制）

　精神科、心療内科、小児科、歯科

精神科デイケア・ショートケア、認知症デイケア

断酒会、家族会

付属の施設 有
別紙記載

開設年月日 昭和25年5月 所在地
〒８６１－２２３２
上益城郡益城町馬水123番地

０９６－２８６－３６１１

０９６－２８６－８１４５

mashiki-hp@mashiki.jp

http//www.mashiki.jp

病院名

 （ふりがな）　　ましき　びょういん

　　　　　益城病院

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいいりょうほうじん　ましきかい

　　　　　　　社会医療法人　ましき会
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　病院の特色など

　その他（フリースペース）

地域のニーズに応じ、様々な分野で講演・研修・会議や相談業務等を実施しています。
◆へき地診療(上益城郡山都町:そよう病院・井無田診療所・北部診療所、上天草市:湯島診療
所、天草市立御所浦診療所・御所浦北診療所)
◆益城町認知症サポーター養成講座
◆保健所、熊本県精神保健福祉センター、益城町保健センター相談事業
◆校医（健診、予防注射）、産業医
◆講演活動
養成講座、事業所、施設、幼稚園、小・中学校、地域住民
◆関連施設
　　　熊本県認知症疾患医療センター
　　　益城病院訪問看護ステーション
　　　益城病院居宅介護支援事業所
　　　地域活動支援センター・指定相談支援事業所「アントニオ」
　　　就労継続支援B型事業所「ましきの風」
　　　共同生活援助「iハウス21」
　　　精神障がい者共同住居「iハウスI・Ⅱ・Ⅹ・１１」
　　　高齢者グループホーム「ふるさと」
　　　特別養護老人ホーム「花へんろ」
　　　養護老人ホーム「花へんろ」
　　　ひろやすクリニック（内科・消化器科・循環器科）

当院は昭和25年に開院し、昭和33年から精神科として地域医療に取り組んでいます。
現在、精神科、心療内科、小児科、歯科を標榜し、自閉症、児童思春期、そううつ病、アルコール
依存症、認知症、精神科一般と、幅広い医療を行っています。
在宅支援は精神科ショートケア・デイケア・、認知症デイケアを中心とし、訪問看護や行政、福祉
との連携により社会復帰を支えています。
入院部門は精神科救急病棟、認知症治療病棟、精神療養病棟に機能分化され、症状に応じた
療養環境を提供するとともに、措置入院・司法鑑定入院の受入れや、熊本県精神科二次救急医
療の輪番病院として日曜や夜間の救急対応を行っております。
また、退院後の社会復帰支援として、地域活動支援センター・指定相談事業所の設置のほか、
グループホームや共同住居を提供、障害者総合支援法の就労訓練施設（軽食・喫茶「風のテラ
ス」、パン工房「まりも」、清掃・洗濯作業「クリーンサム」、軽作業「あひるのしっぽ」）の運営を
行っています。
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