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居宅介護

障がい者支援センター　あゆの里　グループホーム事業所

短期入所

放課後等デイサービス

地域障害者生活支援センター　かけはし

ホームヘルパーステーション　緑風

ヘルパーステーション　せせらぎ

相談支援

平成３１年（２０１９年）１月改訂

ワークセンター　あゆの里

施設入所支援

障がい者支援センター　あゆの里

放課後等デイサービス　えんぱわー

【甲 佐 町】　社 会 資 源 マ ッ プ

障がい者支援センター　あゆの里

障がい者支援センター　あゆの里

障がい者支援センター　上益城きぼうの家
甲佐事業所　みどりの家

障がい者支援センター　あゆの里

就労継続支援Ｂ型

種別 施設名

生活介護

共同生活援助
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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：

【作業】
内職作業

　交通アクセス：

施設外行事参加時、参加費が
必要な場合個人負担となりま
す。

【活動内容】
日々の作業以外に、
主たる事業所と共に、
各種行事へ参加し、
地域福祉に推進中。
また、お１人お１人と
向き合い、利用者の
方々のニーズに沿う
よう対応しておりま
す。

①ﾌﾙｰﾂｷｬｯﾌﾟ包装下請け
②袋シール貼り
③主たる事業所あみーキッ
チン備品作成

熊本バス    甲佐町役場前バス
停　より　　徒歩５分

　月～金曜日　午前9時00分～午後4時（祝日、年末年始は休み）

　精神障がい者・知的障がい者・身体障がい者

利用者負担額：　無し

利用者負担額：　

送迎 有・無
送迎の範囲　 ：　近隣　(要相談)

利用者負担額：　　無し

開設年月日 平成２２年６月 所在地
〒861-4606
上益城郡甲佐町横田156-1

実施事業（定員）

就労継続支援
B型事業

(１０名)

096-234-3324

096-234-3324

midorinoie@chorus.ocn.ne.jp

施設名

 （ふりがな）　しょうがいしゃしえんせんたー　かみましききぼうのいえ じゅうたるじぎょうしょ　みどりのいえ

障がい者支援ｾﾝﾀｰ上益城きぼうの家
従たる事業所(甲佐事業所)　みどりの家

運営主体
 （ふりがな）　えぬぴーおーほうじん　かみましききぼうのいえ

NPO法人　上益城きぼうの家
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

内職作業中心  
 

 ●ﾌﾙｰﾂｷｬｯﾌﾟ包装 
 ●袋シール貼り 

● 楽しいおしゃべりがはずむ 
  仕事あり 
 

● お１人で真剣に集中できる 
  お仕事あり 
 

● 仲間との共同作業で達成感あり 

●個々に向き合い、問題解決の為の各機関との 
  連携を強化しています。      

●各種行事へ積極的に参加し、利用者の方々と 
 地域との架け橋に努めています。 

●甲佐町中心地に拠点を置き、役場、郵便局、 
  銀行、病院等、近隣にあります。  

 

準看護師・ﾍﾙﾊﾟｰ１級保持者・栄養士・調理

師 
保育士 等経験豊富なスタッフにより、
日々の健康管理に努めております。 

 
 また、定期的な理事会連絡会開催により、 

 利用者の方の見守り・運営管理を強化し 
 ております。 

各学校の実習体験受入れも実施 

山都町に主たる事業所があり、 
甲佐町に従たる事業所として 
作業場を開設致しました。 
家庭的な作業場が完成。 
みどりの家単独の作業も有りますが 
基本的に、主たる事業所と従たる事業所
は 
協力し合い、支援体制を作っております。 

地域の精神保健福祉ボランティアの方々の応援 
のもと、各種行事も開催し、笑顔満載のみどりの
家 
各機関との連携を大切にお一人お一人と 
向き合う支援を行ないます。 
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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：

平成24年2月1日
〒861-4617
　上益城郡甲佐町津志田2468

所在地

096-282-8321

ayujusan@leaf.ocn.ne.jp

http://www.ayuno-sato.jp

 （ふりがな）　　　　わーくせんたー　　　　　　　　あゆのさと

 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　　ごしきかい

096-234-4309

　　　　　ワークセンター　あゆの里

　　　　　　　　社会福祉法人　　　五色会

委託作業：サッシ部品袋詰め・野菜皮むき等

施設外支援：協力企業作業体験

施設名

運営主体

実施事業（定員） 就労継続支援B型 （25名）

　知的障がい者

　月～金　午前9：30～午後4：30（祝日、年末年始は休み）

開設年月日

利用者負担額：　１食230円

※シャワーのみ設置　

送迎の範囲 ：甲佐町・御船町・益城町・嘉島町・美里町の指定ルート

利用者負担額：　なし

熊本バス「乙女橋」バス停より、徒歩１０分

有送迎

外出支援・余暇支援参加時の実費分

【生産活動】

園芸作業：花苗・野菜苗栽培

木工作業：木工小物製品製作
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

・自然に囲まれたのどかな環境の元、花苗や野菜苗の生産、木工小物製品の製作、サッシ部品
加工や野菜の皮むき等、利用される方の希望や特性に合わせた多種多様な作業の提供を行っ
ています。
又、就業能力や工賃の向上をめざし、地元企業と提携して施設外支援や施設外実習を実施して
います。

・各季節ごとに花見やどんどや、餅つきなどの社会的な行事を行い。日頃の疲れをリフレッシュ
し、作業意欲の向上に努めています。又、年に一度「ふれあい感謝祭」を開催し、地域の皆様と
の交流を行っています。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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：生活介護

　　　　　　　　

　交通アクセス：

生活介護 （３６名）

・外出支援、余暇支援参加時の実費分

【創作活動】お菓子作り等

【余暇活動】外出支援等

熊本バス「乙女橋」バス停より、徒歩１０分

送迎 有
送迎の範囲 ：甲佐町・御船町・益城町・嘉島町・美里町の指定ルート

利用者負担額：　なし

【生産活動】

委託作業（フルーツキャップ・あられのシール貼
り、トレー入れ）や農産物の選別作業

  月～金　10：00～16：00（祝日、年末年始は休み）

　主たる対象者：知的障がい者

利用者負担額：昼食：530円

利用者負担額：　なし

開設年月日 平成5年4月1日 所在地
〒861-4617
　上益城郡甲佐町津志田2472

実施事業（定員）

096-234-4311

096-234-4308

ayunosato@deluxe.ocn.ne.jp

http://www.ayuno-sato.jp

施設名

 （ふりがな）　　　　しょうがいしゃしえんせんたー　　　　　　　　あゆのさと

　　　　　障がい者支援センター　あゆの里

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　　ごしきかい

　　　　　　　　社会福祉法人　　　五色会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業所通所により入浴,給
食、介護サ－ビスや訓練、創作的活動又は生産的活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ
効果的に行うことを目的として、障害者支援施設において必要な介護、支援をします。
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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 【日常生活の支援】

水光熱費：

　交通アクセス：

≪日常生活の支援≫

　・排泄　・着脱衣　・整容　・入浴　・食事

サービス利用に係る負担金：
　　　　市町村が定める金額の定率負担
　　　　（基本1割）

　・余暇活動　・服薬の支援

熊本バス「乙女橋」バス停より、徒歩１０分

14円×利用時間数

食事代： 食事代から食事提供加算
額(対象者のみ)を差し引い
た金額の負担

　年中無休 8：30～17：30（相談可) 　窓口業務は平日8：30～17：30のみ

　主たる対象者：知的障がい者

利用者負担額：朝食：300円昼食：530円夕食：600円

利用者負担額：　なし

送迎 有
送迎の範囲 ：甲佐町・御船町・嘉島町の指定ルート

利用者負担額：　なし

開設年月日 平成5年4月1日 所在地
〒861-4617
　上益城郡甲佐町津志田2472

実施事業（定員）

096-234-4311

096-234-4308

ayunosato@deluxe.ocn.ne.jp

日中一時支援
（施設入所支援 定員36名

の空床分）

http://www.ayuno-sato.jp

施設名

 （ふりがな）　　　　しょうがいしゃしえんせんたー　　　　　　　　あゆのさと

　　　　　障がい者支援センター　あゆの里

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　　ごしきかい

　　　　　　　　社会福祉法人　　　五色会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

地域や施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援をおこないます。
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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

・水光熱費：月10,000円

　　　　　　　　

　交通アクセス：

施設名

 （ふりがな）　　　　しょうがいしゃしえんせんたー　　　　　　　　あゆのさと

　　　　　障がい者支援センター　あゆの里

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　　ごしきかい

　　　　　　　　社会福祉法人　　　五色会

　主たる対象者：知的障がい者

利用者負担額：朝食：300円昼食：530円夕食：600円

利用者負担額：　なし

開設年月日 平成5年4月1日 所在地
〒861-4617
　上益城郡甲佐町津志田2472

実施事業（定員）

096-234-4311

096-234-4308

ayunosato@deluxe.ocn.ne.jp

http://www.ayuno-sato.jp

施設入所支援 （３６名）

・預り金管理料：月2,000円

・外出支援、余暇支援参加時の実費分 （３） 健康管理

（４） 創作活動の提供

（５） 余暇支援

熊本バス「乙女橋」バス停より、徒歩１０分

送迎 無

(１)　日常生活の支援

(２)　相談及び援助

　年中無休　窓口業務は平日8：30～17：30のみ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動または生産活動
の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うとともに夜間等における入浴、排せつ又
は食事の介護等を提供することを目的として、障害者支援施設において必要な介護、支援をし
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）　しゃかいふくしほうじん　　ごしきかい

096-234-4311

利用者負担額：　実費（15,000円～20,000円程度）

利用者負担額：　なし

送迎の範囲 ：　なし

利用者負担額：　なし
無送迎

水光熱費：実費負担（10,000円～15,000円程
度）

日用品費：実費負担（2000程度）

家賃：16,000円～30,000円

施設名

運営主体

実施事業（定員） 共同生活援助 （33名）

　主たる対象者：知的障がい者（身体障がい者・精神障がい者も対象となります）

　年中無休

開設年月日 平成15年2月17日
〒861-4617
　上益城郡甲佐町津志田2472

所在地

096-234-4308

ayunosato@deluxe.ocn.ne.jp

http://www.ayuno-sato.jp

 （ふりがな）　しょうがいしゃしえんせんたー　あゆのさと　ぐるーぷほーむじぎょうしょ

　障がい者支援センター　あゆの里　グループホーム事業所

　　　　　　　　社会福祉法人　　　五色会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

五色寮ホーム：熊本県上益城郡甲佐町津志田３６１０

障がい者支援センター横200m　熊本バス「乙女橋」バス停より、徒歩１０分

あゆの里ホーム：　　　　　〃　　　　　　　豊内４５１

甲佐町立甲佐小学校より美里町方面へ徒歩5分、熊本バス「日和瀬橋」バス停そば

華の里ホーム：　　　　　　〃　　　　　　　横田９０－１２

仁田子ホームB：　　　　　〃　　　　　　　仁田子454-13-3号

甲佐町役場前交差点を西へ徒歩3分

熊本県立甲佐高校グラウンド裏　熊本バス「甲佐高校前」バス停より、徒歩3分

大町ホームA：　　　　　　 〃　　　　　　　大町366-2-13号

大町ホームB：　　　　　　 〃　　　　　　　大町366-2-17号

熊本バス「有安」バス停より、徒歩5分

仁田子ホームA：　　　　　〃　　　　　　　仁田子454-13-A号

豊内ホーム：　　　　　　　〃　　　　　　　豊内2006
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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：生活介護

・水光熱費：1日あたり329円

　　　　　　　　

　交通アクセス：

短期入所
（施設入所支援
定員36名の空床型）

・外出支援、余暇支援参加時の実費分

　・余暇活動　・服薬の支援

熊本バス「乙女橋」バス停より、徒歩１０分

送迎 有
送迎の範囲 ：甲佐町・御船町・益城町・嘉島町・美里町の指定ルート

利用者負担額：　なし

≪日常生活の支援≫

　・排泄　・着脱衣　・整容　・入浴　・食事

年中無休（勤務体制の都合上、要相談）　窓口業務は平日8：30～17：30のみ

　主たる対象者：知的障がい者

利用者負担額：朝食：300円昼食：530円夕食：600円

利用者負担額：　なし

開設年月日 平成25年5月1日 所在地
〒861-4617
　上益城郡甲佐町津志田2472

実施事業（定員）

096-234-4311

096-234-4308

ayunosato@deluxe.ocn.ne.jp

http://www.ayuno-sato.jp

施設名

 （ふりがな）　　　　しょうがいしゃしえんせんたー　　　　　　　　あゆのさと

　　　　　障がい者支援センター　あゆの里

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじん　　ごしきかい

　　　　　　　　社会福祉法人　　　五色会
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　

地域や施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援をおこないます。
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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 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(１０
人)

小学１年生～高校３年生

　月曜日～金曜日・平日は下校時～１７：３０学校休業日等１０：００～１７：３０

開設年月日 平成30年3月19日
〒８６１－４６０５
上益城郡甲佐町有安２７５所在地

０９６－２８５－１８８０

empawer‐rises@outlook.jp

http://www1.bbiq.jp/hot-
space.npo/index.html

 （ふりがな）　ほうかごとうでいさーびす　えんぱわー

　　　　　放課後等デイサービス　えんぱわー

　　　　　　　ＮＰＯ法人　子育て談話室

 （ふりがな）　えぬぴーおーほうじん　こそだてだんわしつ

０９６－２８５－１８８０

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：甲佐町・御船町(御船小、小坂小校区)　

利用者負担額：　

室内活動～感覚統合を中心にした療育
戸外活動～広い庭での活動を中心とした療育

熊本バス「有安」バス停より
徒歩５分

ここに地図を入れてください。

有送迎

おやつ代１回５０円
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　古い、広い民家を利用した施設です。
庭も有り、戸外での活動もたくさんできます。
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 （ふりがな）

 （ふりがな）

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 　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）

・特定相談支援
・基本相談支援
・計画相談支援
・一般相談支援
＊地域移行支援
＊地域定着支援

知的障がい者・身体障がい者

月～金　（祝・祭日は除く）　　　8時30分～17時30分

開設年月日 平成18年10月1日

〒８６１－４６１７
上益城郡甲佐町津志田２４７２
（障害者支援センターあゆの里
内）

所在地

ちいきしょうがいしゃせいかつしえんせんたー「かけはし」

しゃかいふくしほうじん　ごしきかい

０９６－２３４－４３０８

kakehashi@goshiki-kai.jp

http://www.ayuno-sato.jp/

地域障害者生活支援センター「かけはし」

社会福祉法人　五色会

０９６－２３４－９０８８

・福祉サービスの利用や申請手続き、相談
・社会資源の利用に関する相談
・就労、進路相談
・専門機関との連絡調整
・日中活動、余暇活動に関する相談
・権利擁護に関する相談

・近隣のバス停
　辺場バス停、乙女橋バス停　（熊本バス）
　※交通センターより約4５分
　※甲佐町営業所より約20分

・各バス停より徒歩　　約30分

無送迎
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　　地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者、障がい者の保護者又は
障がい者等の介護を行う方からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い併せて、これ
らの方と市町村及び指定障害福祉サ－ビス事業者等との連絡調整、その他の便宜を総合的に
行います。
　また、サ－ビス利用計画を作成するとともに、当該サ－ビス利用計画に基づく障害福祉サ－ビ
スの提供が確保されるように配慮します。

　

御相談待っています！！
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電話番号
FAX番号

メールアドレス
ホームページ

開所日・開所時間
利用者の状況

　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

　施設の特色など

・家事援助－調理、買い物、洗濯、掃除、整理
　　　　　　　　整頓、入浴準備等

・身体介護－身体の清潔保持等の援助、通院、
　　　　　　　　交通や公共機関利用等の援助等

・熊本バス（辺場経由）：松ヶ崎バス停から
　徒歩５分

・熊本バス（御船経由）：妙見谷バス停から
　徒歩１０分

　ホームヘルパーが、ご家庭を訪問して介護を行い、住み慣れた家で快適な日常の生活を送る事
が出来る様に手助けをさせていただきます。

　月～日曜日　午前8時30分～午後5時30分（12/31～翌1/3は休み）
　身体障がい者、知的障がい者

実施事業（定員） 　居宅介護

０９６－２３４－３７８８
０９６－２３４－４３６８
ryokufu@ark.ocn.ne.jp

http://www.ryokufu-en.com

運営主体
 （ふりがな）　いりょうほうじん　あらせかい

　　　　　　　医療法人　荒瀬会

開設年月日 平成15年3月4日 所在地
〒８６１-３２４３
上益城郡甲佐町白旗２７１

施設名
 （ふりがな）　ホームヘルパー・ステーション　「りょくふう」

　　　　　ホームヘルパー・ステーション「緑風」
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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

　交通アクセス：

　施設の特色など

熊本バス
｢辺場｣バス停から徒歩１０分

家庭的なケアを行いながら、御利用者様の状態に合わせ、調理等の家事援助や身体援助を行っ
ています。

施設名
 （ふりがな）  へるぱーすてーしょんせせらぎ

     　  ヘルパーステーションせせらぎ

運営主体
 （ふりがな）  ゆうげんがいしゃせせらぎ

         　  有限会社　せせらぎ

開設年月日 平成18年10月1日 所在地
〒８６１－３２４３
上益城郡甲佐町白旗９８６

　月曜～日曜日　午前8時30分～午後5時30分（１/1のみ休み）
　身体障がい者、知的障がい者、難病患者

実施事業（定員） 居宅介護事業

０９６－２３４－５５１１
０９６－２３４－５５１１
seseragi@rose.plala.or.jp
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