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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：

施設名

 （ふりがな）　たきのうがたじぎょうしょのぞみ

　　　　　多機能型事業所のぞみ

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
〒861-3801
上益城郡山都町小峰字引地１
３８５番地

実施事業（定員）
自立(生活)訓練 (１０名)

就労継続支援 B型(１０名)

0967-82-3323

0967-82-2877

supporthouse-
myoujou@helen.ocn.ne.jp

http://myoujyou.com/

　月～金曜日　午前　８時００分～午後　５時００分

　知的障がい者、精神障がい者

利用者負担額：　昼　５００円(弁当)　※一部、給付費等の支給有

送迎 有
送迎の範囲　 ：　山都町内

利用者負担額：　なし

自立(生活)訓練…創作活動、体力作り、美化活
動・内職(フルーツキャップ)

就労継続支援B型…職場実習、職業訓練(学
習、面接)・内職、畑作業

清和地区国道２１８号線から青葉の瀬方面に向
かう途中看板あり。

　個人的に使用するもの…実費

2



　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　
　「自立(生活)訓練」
　自立訓練においては、生活能力の向上に必要な訓練を行っています。日常・社会生活を営め
るように利用者一人ひとりにあった活動を模索し、毎日楽しく過ごせるように配慮しています。内
職等も取り入れ能力の向上を目指しています。

　「就労継続支援B型」
 　一般就労が困難な方に対して生産活動や職場実習などの機会を提供します。地域の特性を
活かした農作業が中心となりますが、大自然に囲まれた環境の中で皆さんが伸び伸びと活動で
きるようサポート致します。

小峰福祉センター

就労継続支援B型

自立（生活）訓練
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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：

主に農作業中心(ブルーベリー・畑作業・内職な
ど)

　井無田高原に向かう途中の、旧朝日小学校
近く

月～金曜日　午前　８時００分～午後　５時００分

　知的障がい者、精神障がい者

利用者負担額：　昼　５００円(弁当)　※一部、給付費等の支給有

利用者負担額：　

送迎 有
送迎の範囲　 ：　山都町内

利用者負担額：　なし

開設年月日 平成２４年　４月　１日 所在地
〒861-３８３２
上益城郡山都町井無田１１２４
番地

実施事業（定員） 就労継続支援B型 (２０名)

0967-82-3288

同上

supporthouse-
myoujou@helen.ocn.ne.jp

http://myoujyou.com/

施設名

 （ふりがな）　しゅうろうけいぞくしえんびーがたじぎょうしょ　いむたさぎょうしょ

　　　　　就労継続支援B型事業所　井無田作業所

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）

井無田作業所

　
　井無田高原そばの旧朝日小学校敷地内にある僻地保育園跡を、就労支援B型事業所井無田
作業所として日々の業務を執り行っています。就労支援B型は、「暮らし」の支援をするために
日々活動しています。現在は、明星学園内のブルーベリー生産作業を主な活動にして取り組ん
でいます。生産された作物は、物産館や販売会で出されるだけでなく、ジャムやジュース、味噌
などの加工品として市場に送り出しています。売り上げは利用者への工賃へと還元していきま
す。作られる商品は絶品のものですので、機会がありましたら、是非ご賞味ください。
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電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

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)

 （ふりがな）　らいふとれーにんぐさんぷうか

　　　　ライフトレーニング　さんぷうか

　　　　　　特定非営利活動法人　山風華

 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじんさんぷうか

開設年月日 平成19年7月20日
〒861-3503
上益城郡山都町下名連石582

所在地

0967-74-6011

0967-74-6012

spk1594@alpha.ocn.ne.jp

無

送迎

　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

　月～金　11月～5月AM8：30～PM5：30（年末年始・お盆は休み）
　　　　　 　6月～10月AM8：00～PM5：00

利用者負担額：　外部弁当注文

送迎の範囲　 ：　上益城郡

利用者負担額：　なし

・施設内外の作業
・就労前模擬訓練
・農作業
・除草、清掃作業

やまとふれあいバス
柿原バス停より　徒歩３分

有

R218
清和

R445
金内

ファミリー

マート

ココ

（旧下名

連石小学

校）

旧ＪＡ

〒
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

・笑顔がたえず、みんなで協力し、素直な気持ちを持つ利用者
・いろいろな活動、作業などにチャレンジをしていく。

食用廃油で製造した 石けん製粉

榊の葉むしり作業風景
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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：

清和文楽から車で１０分（途中看板を右折有）

光熱費…月額１０，０００円（一部、給付費の支給
有）
市場動向に応じて変動有（契約書に記載）
金銭管理サービス…月額１，５００円
日用生活費…実費
教育・娯楽・旅行費…実費

入所支援
・入浴、排せつ食事などの介助
・季節行事

生活介護
・入浴、排せつ、食事などの介助
・体力作り
・外出支援

短期入所
・短期間の入所をさせ、入浴、排せつ、食事などの
介助、その他必要な保護を行う

日中一時支援
・日中活動の場を提供し、在宅障がい者・児の保
護、及びその家族の介助の負担軽減を図ります

　〇施設入所　年中無休　〇生活介護　月～金曜日午前８時００分～午後５時００分　〇日中一時及び短期入所
随時

　知的障がい者、精神障がい者

利用者負担額：一日１，４３０円（朝２３０円、昼５００円、夜７００円）※一部、給付費等の支給有

利用者負担額：　なし

送迎 有
送迎の範囲　 ：　山都町内（生活介護、日中、短期送迎有）

利用者負担額：　なし

開設年月日 平成１０年　４月　１日 所在地
〒861-3906
上益城郡山都町神ノ前242-15

実施事業（定員）

施設入所 （３０名）
生活介護 （４０名）

日中一時支援委託事業
短期入所 （４名）

0967-83-0505

0967-83-0575

supporthouse-
myoujyou@helen.ne.jp

http://myoujyou.com/

施設名

 （ふりがな）　さぽーとはうす　みょうじょうがくえん

　　　　　サポートハウス　明星学園

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）

　　当園では、入所支援・生活介護・短期入所・日中一時支援を行っており、安心できる暮らしの
場を提供しています。利用者自らがサービスを選択・決定し、自己実現を図ることを目的とし、
日々、試行錯誤をしながら、利用者のニーズに沿った支援やサービスの提供に努めています。
今後も、家族の方々や地域とのつながりを大切に地域福祉の向上に努めていきます。

　＜入所支援＞
月間行事　誕生日会、自治会

年間行事　春：花見弁当　　　　　　　　　　　　　　　　夏：バーベキュー、花火
  　　　　　　秋 ：もみじ弁当、一泊旅行　　　　　　　　冬：クリスマス、忘年会、初詣　等

　＜生活介護＞
月間行事　外出支援（買い物、行楽地等）

年間行事　２月：バレンタイン　３月：ひな祭り
               ７月：七夕　１０月：ハロウィン　１２月：クリスマス等

　　サポートハウス明星学園

正面玄関 食 堂

居 室 洗濯場

生活介護 活動風景

廊 下
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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 無 　作業や活動の内容：

【作業】
内職作業

　交通アクセス：

施設名
 （ふりがな）　ちいきかつどうしえんせんたーさんがた　　かみましききぼうのいえ

　　　地域活動支援ｾﾝﾀｰⅢ型　上益城きぼうの家

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

開設年月日 平成１８年１０月 所在地
〒861-3512
上益城郡山都町下馬尾298-4

実施事業（定員）
　地域活動支援ｾﾝﾀｰⅢ型
　(10名程度)

0967-72-3440

0967-72-9440

qqss2b69n@oboe.ocn.ne.jp

無

　月～金曜日　午前9時00分～午後2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：　無し　　(シャワーのみ設置)

送迎 無
送迎の範囲　 ：　山都町全域　(移動支援事業対象者のみ)

利用者負担額：　山都町基準に準ずる　　

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】
楽しいがいっぱいの
活動を行うことによ
り、安定した日中活
動への参加が出来
る第一歩を目指して
おります。ここから、
ステップアップを目
指しています。ま
た、退院直後や就
労継続支援事業利
用前の準備期間と
してもご利用いただ
けます。

①ﾌﾙｰﾂｷｬｯﾌﾟ包装下請け
②アクリルたわし製作
③バザー用品製作
④B型事業体験

熊本バス　浜町(矢部)バス停より　　徒歩５分
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）

　

日中活動の場として

作業体験・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ参加

就労準備のB型体験

等、各個人様にあった

ペースで過ごして頂ける

アットホームな居場所です。

各種障害手帳をお持ちでない方も、

ご相談頂きますと、

色々なお手伝いが出来ます。

①手帳の取得準備

②障害年金等の申請サポート

③病院等の支援

④相談支援事業所との架け橋

⑤利用の為の各種手続きサポート

⑥就労継続支援事業へのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

等々、安心して暮らせる環境や

地域の中での生活など

お１人お１人と向き合い

サポート致します。

まずは、遊びに来てみませんか

それから一緒に考えましょう

作業場
ちょっと拝見

地域活動支援ｾﾝﾀｰ

合同交流会
出し物披露
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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）　えぬぴーおーほうじん　エッグス

０９６７-８５-００８７

※月に２回の調理実習（実費３００円）

送迎の範囲　 ：　応　相談

・主にプラスチックの下請け加工品を作ります。
とても簡単な作業で作業工程が多種ありますの
で、レベルに合わせた作業が出来ます。
・創作活動を行います。主に絵画ですが、その
デザインを生かした自主製品へと繋がります。
・ザ☆スクランブルーズの活動。しょうがいのあ
るなしなんて関係ないのだ！というロックバンド
活動を行ってます。ロックは自由です。

山都町教育福祉循環バスにて
蘇陽支所発高森行き→二瀬本バス停徒歩３分

←至　そよ風パーク　　　　　　　　　　　　　高森→
　　　　信号　　　　（ト　ン　ネ　ル）

送迎

年１回　１泊２日旅行を行います。（実費）

ザ☆スクランブルーズの演奏活動で遠方に行く
場合多少の実費が発生します。

施設名

運営主体

実施事業（定員）
地域活動支援センター
（１５名）

　しょうがいの種別を問わず

　月～金曜日　（祝日、年末年始は休み）午前８：００～午後４：００

開設年月日 平成１１年５月
〒861-3922
上益城郡山都町二瀬本60

所在地

０９６７-８５-００８７

scrumblue@smate.jp

なし（地域活動支援センタース
クランブルで検索）

 （ふりがな）　ちいきかつどうしえんセンター　スクランブル

　　　　　地域活動支援センター　スクランブル

　　　　　　　NPO法人　エッグス

蘇陽小学校

ココ
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　地域活動支援センターとは？
☆しょうがいのある方に創作的活動・生産活動の機会を提供することにより、社会との交流を促
進し、自立した生活を支援する施設。障害者総合支援法に基づいて市町村が行う地域生活支援
事業の一つです。
スクランブルは山都町二瀬本に在り、自然豊かなところです。二瀬本自治振興区との交流も多く
地域の中のお祭りなど積極的に参加しています。また、山都町での様々なイベントにも参加しま
す。
日中活動としては、下請け作業を中心に、創作活動、時々農作業もします。月２回の調理実習で
は利用者の方が主体的に調理に取り組まれます。月１回、全員会議があり、様々な事をみんな
で話し合います。季節に応じた活動（花見・夏祭り・ドライヴ・クリスマス会・節分・一泊旅行等々）
も多く、利用者の方のニーズを捉えた活動をします。
ザ☆スクランブルーズでは、他の施設を利用するメンバーも含み、県内各地に演奏に行きます。
しょうがいのある・なしなんて、ロックには関係ないだろ、というコンセプトです。

　

宮崎一泊旅行 熊本城へお花見 クリスマス

ザ☆スクランブルーズ コンサート活動 コンサート活動２

コンサート活動４ 日帰り旅行コンサート活動３
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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

 （ふりがな）　らいふとれーにんぐさんぷうか

　　　　ライフトレーニング　さんぷうか

運営主体
 （ふりがな）　とくていひえいりかつどうほうじんさんぷうか

　　　　　　特定非営利活動法人　山風華

開設年月日 平成20年10月15日 所在地
〒861-3513
上益城郡山都町下市55

実施事業（定員） 共同生活援助 (４名)

0967-74-6011

0967-74-6012

spk1594@alpha.ocn.ne.jp

無

365日

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

利用者負担額：1,000円/月

利用者負担額：　

送迎
送迎の範囲　 ：　

利用者負担額：　

家賃：10,000円
水道・光熱費：10,000円

熊本バス、やまとふれあいバス
浜町バス停より　徒歩５分

浜町

郵便局

さんぷうか

ＧＨ

ラーメン店

至：通潤橋至：R218
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　今後は利用者の家族の高齢化も進み、利用者の行く場所（居る場所）がなくなってしまう可能
性が多いと思います。
　利用者が安心して暮らせるようなアットホーム的なグループホームを作れたら最高だと思いま
す。

・浜町商店街の中心地であり、地域に密着している。
・買い物、各イベント等への参加が容易である。
・交通の便が良い
・医療機関も近くにあり、利便性に富んでいる。
・アットホーム的な雰囲気のホームである（少人数のため）
・時には厳しく、時にはやさしく、家族と同じ目線で！！いつも笑いが広がるホームです。
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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 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：

「そよ風」
青葉の瀬に向かう途中。多機能型事業所のぞ
み内

「小峰A棟B棟」
同上

「ブルーベリー」
清和文楽から車で１０分。明星学園内。

　家賃…月額１５，０００円（一部、給付金の支
給有）
　光熱費…月額１１，０００円
　金銭管理サービス…月額　１，５００円
　日用生活費…実費
　教育・娯楽・旅行費…実費

　年中無休　＊連絡や相談は月～金曜日　午前８時００分～午後５時００分

　知的障がい者、精神障がい者

利用者負担額：　月額２０，０００円

利用者負担額：　なし

送迎 無
送迎の範囲　 ：　なし

利用者負担額：　なし

開設年月日

そよ風
平成２１年　４月　１日
ブルーベリー
平成２３年１２月　１日
小峰Ａ棟・Ｂ棟
平成２５年　４月　１日

所在地

「そよ風」「小峰A棟・B棟」
〒861-３８０１
上益城郡山都町小峰字引地１３８
５番地
「ブルーベリー」
〒８６１－３９０６
上益城郡山都町神ノ前２４２－１５

実施事業（定員）
そよ風 （２０名）

ブルーベリー （１０名）
小峰A棟・B棟 （各５名）

「そよ風」「小峰A棟・B棟」

0967-82-3323
「ブルーベリー」

０９６７－８３－０６８０

0967-82-2877

supporthouse-
myoujou@helen.ocn.ne.jp

http://myoujyou.com/

施設名
 （ふりがな）　ぐるーぷほーむ　「そよかぜ」・「ぶるーべりー」・「おみねえーとう・びーとう」

グループホーム　「そよ風」・「ブルーベリー」・「小峰Ａ棟・Ｂ棟」

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）

　大自然に囲まれて、非常に綺麗な場所にあり、窓からの眺めも最高です。２０代～６０代まで幅
広い利用者さんが利用されており、毎日楽しく過ごされています。

　「そよ風」
元小学校を改装し、２０名定員で生活しています。世話人さんも２４時間泊まり込みでおられる
為、緊急時の対応など、速やかに対処することができます。また、目の前には大きなグラウンド
や体育館があり、地域の方々もよく利用され、交流も多くなっています。

　「ブルーベリー」
新しいグループホームの中に、定員１０名で生活をしています。明星学園も近くにあり、女性だけ
の空間でも安心して過ごすことができます。

 「小峰A棟・B棟」
まだ建って、7年目の比較的新しいグループホームです。各棟定員５名で、静かな場所で落ち着
いた生活を送ることができます。

　　　　　そよ風　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルーベリー　　　　　　　　　　　小峰A棟・B棟
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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）

0967-72-9220

利用者負担額：　

利用者負担額：　

送迎の範囲　 ：平日は学校までお迎え。自宅までの送迎は個別に応相談

利用者負担額：　無し

・個別支援計画に基づき支援を行ないます。
・個人活動・集団活動を個別に支援いたしま
す。

熊本バス　浜町(矢部)バス停より　　徒歩15分
山都町庁舎より　　徒歩３分

ここに地図を入れてください。

有・無送迎

・利用料は、１割負担となります。
・上限額が町村ごとに定めあり。
・学校休日日の利用は、弁当各自持参となりま
す。

施設名

運営主体

実施事業（定員）
小学校１年生から１８歳まで

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～金曜日　午前9時00分～午後6時（祝日、年末年始は休み）

開設年月日 平成29年4月1日
〒861-3514
上益城郡山都町城原170所在地

0967-72-9221

persona@snow.ocn.ne.jp

 （ふりがな）　ほうかごとうでいさーびすじぎょうしよ　ぺるそーな

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所　ぺるそーな

NPO法人　上益城きぼうの家

ぺるそーな
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　施設の特色など

　その他（フリースペース）

　
児童福祉法に基づく、放課後等デイサービスを提供します。
放課後等デイサービスでは、発達の遅れや偏りにより困難さを抱えているお子さまに対し、コミュ
ニケーション支援や学習支援をおこないます。
障がいのある就学児童（小学生・中学生・高校生）が学校の授業終了後や長期休暇中に通うこ
とのできる施設です。 放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムを行
ないます。

　

１日の流れ

【平日】

15:00 お迎え

15:30 到着

健康チェック

持ち物整理

16:00 宿題・施設活

動

16:40 帰宅準備

健康チェック

持ち物整理

17:00 帰宅

送迎・もしくはお迎

え

10:00 お迎え・ご家族送迎

朝の会(健康チェック)
宿題・施設活動

12:00 昼食 各自持参

13:00 自由時間

14:00 施設活動

15:00 おやつ・休憩

16:00 自由時間
健康チェック

持ち物整理

17:00 帰宅

送迎・もしくはお迎え

【学校休業日等】

個別支援・集団活動を楽しみながら体験できる環境を準備しております。

個性を生かす《ぺるそーな》です。

個別課題や宿

集団活動中!!
文字あわせなど

作品展見学

庭で砂場遊びや

夏休みはプール遊び

室内では、粘土や紙工作で

創作活動など

楽しみながらの体験!!

わかりあえる仲間・助け合える仲間が

一緒に集う場所です。
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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： 無 　作業や活動の内容：

　交通アクセス：

基本相談
・障がいのある本人、家族、又は介護を行う者から
の相談、助言及び情報提供
・市町村及び障がい者福祉サービス提供事業者な
どとの連絡調整

計画相談支援
・サービス利用支援（サービス等利用計画作成）
・継続サービス利用支援（モニタリング）

ご利用概要
対象：障がいのある方、その家族、又は介護者
相談方法：来所による相談、電話相談、家族などへ
の訪問相談

　清和文楽から車で１０分。明星学園内。

　月～金曜日　午前　８時００分～午後　５時００分

　知的障がい者、精神障がい者

送迎 無

開設年月日 平成２５年　４月　１日 所在地
〒861-3906
上益城郡山都町神ノ前242-15

実施事業（定員） 指定特定相談支援

0967-83-0505

0967-83-0575

supporthouse-
myoujou@helen.ne.jp

http://myoujyou.com/

施設名
 （ふりがな）　そうだんしえんじぎょう　べすとらいふ

　　　　　相談支援事業　ベストライフ

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）

　相談支援事業所ベストライフは、明星学園内に設置しています。相談内容は様々ですが、事業
所名にもあるように〝ベスト＝最高の、最善の〟〝ライフ＝生活、生き方〟を目指して、障がい
があっても自分らしい暮らしをしていくために、どうしていくかということを一緒に考えていきたいと
思います。又、その方々の地域生活を支えていくためにも、様々な機関との連携が必要になって
きます。社会資源やネットワークの構築を目指して、上益城圏域５町の行政、医療、福祉、相談
支援事業所などの関係専門機関を交えた自立支援協議会定例会を毎月１回開いています。そ
の中で、地域の困り感を少しずつ取り除きながら、住みやすい地域となるようにしていきたいで
す。

ベストライフ相談室
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電話番号
FAX番号

メールアドレス
ホームページ

開所日・開所時間
利用者の状況

　交通アクセス：

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：

熊本バス、やまとふれあいバス
浜町バス停より　徒歩５分

運営主体
 （ふりがな）　かみましきのうぎょうきょうどうくみあい

　　　　　　上益城農業協同組合

開設年月日 平成18年10月1日 所在地
〒861-3518
上益城郡山都町浜町184

　年末年始（12/30～1/3）は休業
　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

実施事業（定員） 居宅介護

0967-73-1211
0967-72-3336

無
無

　365日対応
　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

開設年月日 平成24年10月1日 所在地
〒861-3811
上益城郡山都町大平91

実施事業（定員） 居宅介護

0967-82-3345
0967-82-3357

yss9.1-sw211@bz01.plala.or.jp
http://yamatoshakyo.or.jp

熊本バス、やまとふれあいバス
清和文楽邑バス停より　徒歩３分

施設名
 （ふりがな）　じぇいえいかみましきほうもんかいごじぎょうしょたんぽぽ

　　　　ＪＡ上益城訪問介護事業所たんぽぽ

施設名
 （ふりがな）　けあせんたーやまと

　　　　ケアセンターやまと

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじんやまとちょうしゃかいふくしきょうぎかい

　　　　　　社会福祉法人山都町社会福祉協議会
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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：

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：

　年末年始（12/30～1/3）は休業
　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

熊本バス、やまとふれあいバス
浜町バス停より　徒歩５分

実施事業（定員） 移動支援

0967-73-1211
0967-72-3336

無
無

運営主体
 （ふりがな）　かみましきのうぎょうきょうどうくみあい

　　　　　　上益城農業協同組合

開設年月日 平成12年4月1日 所在地
〒861-3518
上益城郡山都町浜町184

　365日対応
　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

熊本バス、やまとふれあいバス
清和文楽邑バス停より　徒歩３分

施設名
 （ふりがな）　じぇいえいかみましきほうもんかいごじぎょうしょたんぽぽ

　　　　ＪＡ上益城訪問介護事業所たんぽぽ

実施事業（定員） 移動支援

0967-82-3345
0967-82-3357

yss9.1-sw211@bz01.plala.or.jp
http://yamatoshakyo.or.jp

運営主体
 （ふりがな）　しゃかいふくしほうじんやまとちょうしゃかいふくしきょうぎかい

　　　　　　社会福祉法人山都町社会福祉協議会

開設年月日 平成24年10月1日 所在地
〒861-3811
上益城郡山都町大平91

施設名
 （ふりがな）　けあせんたーやまと

　　　　ケアセンターやまと
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