芦北圏域療育関係相談先一覧
機関・施設名

水俣市役所 福祉課

住所

〒８６７－８５５５
水俣市陣内１－１－１

連絡先

業務日・時間

〇身体障害者手帳・療育手帳（知的障害者福祉手帳）・精神障害保健福祉手帳の申請受付
○自立支援医療（精神通院医療・育成医療）の申請受付
〇障害児通所給付（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）
〇障害児支援利用計画の作成
〇特別児童扶養手当・障害児福祉手当の申請受付
○補装具・難聴児補聴器購入費助成事業
○地域生活支援事業（日常生活用具給付・日中一時支援事業等）
○重度心身障害者医療費助成事業（高校卒業後から）
○虐待や子育てに関する相談

TEL:０９６６－６１－１６５０
FAX:０９６６－６３－９０４４

～申請の際は、事前にご相談頂ければスムーズな利用ができます～
〇療育手帳（知的障害者手帳）、精神障害保健福祉手帳、精神通院の申請
〇障害児通所給付（児童発達支援、放課後等デイ、保育所等訪問支援）の申請
〇障害児支援利用計画の作成
〇特別児童扶養手当、障害児福祉手当の申請

福祉
芦北町役場 福祉課

〒８６９－５４９８
芦北町大字芦北２０１５

TEL:０９６６－８２－２５１１
FAX:０９６６－８２－２８９３

津奈木町役場ほけん福祉課（福祉）

〒８６９－５６９２
津奈木町大字小津奈木２１２３

TEL:０９６６－７８-３１１３
FAX:０９６６－７８-３００９

〇身体障害児手帳・療育手帳申請受付、重度心身障害者医療費助成、特別児童扶養手当申請受
付

芦北地域振興局 福祉課

〒８６９－５４６１
葦北郡芦北町芦北２６７０

TEL:０９６６－８２－２１２８
FAX:０９６６－８２－２８２４

○子ども相談員による児童・学校訪問及び各種児童関係相談対応（児童虐待、不登校等）

水俣市役所
いきいき健康課健康推進室

保健

主な業務・サービス等

〒８６７－０００５
水俣市牧ノ内３－１ 水俣市保健センター

TEL:０９６６－６２－３０２８
FAX:０９６６－６２－３６７０

月～金
８：３０～１７：１５

〇母子手帳交付（毎週月曜日。祝祭日の場合は翌日）
〇予防接種に関すること
〇乳幼児健康診査（４か月、６か月、１歳６か月、３歳６か月）
〇発達相談たんぽぽ
〇育児相談
〇家庭訪問（妊産婦、未熟児、新生児、乳幼児）
〇未熟児で生まれたこどもさんや養育医療、こども医療等の相談
〇小児慢性特定疾患等のこどもさんの日常生活用具給付事業

芦北町役場 健康増進課
健康管理係

〒８６９－５４９８
芦北町大字芦北２０１５

TEL:０９６６-８２-２５１１
FAX:０９６６-８２-２８９３

○乳幼児健康診査（３～４か月児健診、７～８か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診）
○乳幼児健康相談（なかなかことばが出にくい、落ち着きがない等、子どもさんのことば・こころの
成長・発達についての個別相談）
○家庭訪問（未熟児、新生児、乳幼児、妊産婦）
○育児等に関する相談
○各種健康教室（新米パパママ教室、離乳食教室等）
○親子の安心サポート
○養育医療に関する相談

津奈木町役場ほけん福祉課（保健）

〒８６９－５６９２
津奈木町大字小津奈木２１２３

TEL:０９６６－７８-３１１３
FAX:０９６６－７８-３００９

〇母子手帳交付、乳幼児健康診査、家庭訪問、育児学級、２才児歯科検診、キラキラクラブ、予防
接種、子ども医療費助成事業、育児・発達相談

芦北地域振興局 保健予防課 （水俣保健所）

〒８６７－００６１
水俣市八幡町２丁目２番１３号

TEL:０９６６－６３－４１０４
FAX:０９６６－６３－３２８９

○小児慢性特定疾患医療受診券の申請受付
○長期療養児に関する相談や家庭訪問等
○低出生体重児で生まれたこどもさんの家庭訪問や交流会の開催
○母子保健関係者連携会議の開催
○精神科医による精神保健相談の実施 等

熊本県芦北教育事務所

〒８６９－５４６１
芦北町芦北２６７０

TEL:０９６６－８２－４０３０
FAX:０９６６－８２－４４１５

○ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）、ＳＣ（スクールカウンセラー）及び学校支援アドバイザーの
派遣
・児童生徒に関する各種相談（いじめ、不登校等）
・各市町や各小中学校でのケース会議への参加、支援
・ケース会議開催のための関係機関との連絡調整

熊本県立芦北支援学校

〒８６９－５４６１
芦北町芦北２８２９－８

TEL:０９６６－８２－４６２７
FAX:０９６６－８２－４６０６

教育
月～金
８：２５～１６：５５

○来校による教育相談（学校生活や家庭生活等に関する相談、就学・進路相談）
○幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等を訪問しての巡回相談
○研修会等への職員派遣

機関・施設名

教育

住所

連絡先

水俣市教育委員会

〒８６７－００６３
水俣市洗切町１番１号（R3、秋頃まで）

TEL:０９６６－６１－１６３６
FAX:０９６６－６３－９５０２

芦北町教育委員会

〒８６９－５３９２
芦北町大字田浦町６５３

TEL:０９６６－８７－１１７１
FAX:０９６６－８７－１８８０

津奈木町教育委員会

〒８６９－５６０３
津奈木町大字岩城１５８８－１

TEL:０９６６－７８－５４００
FAX:０９６６－６８－４９４５

業務日・時間

主な業務・サービス等
○就学前の教育相談（障がいと特別支援学級・通級指導教室の説明、関係機関・専門機関の紹
介）
○就学時検診
○就学後の教育相談
○特別支援教育奨励費、就学援助費の相談 等

月～金
８：３０～１７：１５

○学校に関する相談（就学相談、教育相談）
○特別支援教育奨励費、就学援助費の相談
○小中学校、町内保育所等への訪問
○その他学校教育に関すること
〇学校に関する相談・教育相談・就学相談
〇その他学校に関すること全般
〇生涯学習（町民講座・人権教育・青少年教育・家庭教育）

水俣芦北圏域地域療育センター

○療育相談(電話・来館・訪問)
○研修会の開催(支援者及び家族向け) ○心理士による発達検査
○子どもさんの発達に応じた丁寧な子育て支援を行う相談機関

〒８６７－００２１
水俣市平町１－３－３
（社会福祉法人光明童園内）

ＴＥＬ：０９６６－８４－９５４０
ＦＡＸ：０９６６－８４－９５４１

月～金
８：３０～１７：３０

くまもと芦北通園センター

〒８６９－５４６１
芦北町芦北２８１３

TEL:０９６６－８２－２９１５
FAX:０９６６－８２－２４０６

月～金
８：３０～１７：３０

〇児童発達支援（就学前）
〇 障害児に対する療育全般
〇放課後等児童デイサービス（就学後）

障害者支援施設 みつば学園
児童デイサービス事業所「大空」

〒８６９－５４４２
芦北町大字花岡１５３９

TEL:０９６６－８２－５４７２
FAX:０９６６－８２－５４６５

月～金
８：３０～１７：３０

〇児童通所支援（児童発達支援・放課後等児童デイサービス）
〇障害児相談支援事業（障害児支援利用援助等）
〇短期入所・居宅介護・行動援護・日中一時支援・移動支援

TEL:０９６６－８４－９４４０
FAX:０９６６－８４－９４４１

月～金
１３：００～１７：３０
祝日及び長期休暇 ○放課後等デイサービス（就学後）
期間
１０：００～１７：００

TEL:０９６６－８４－９０３５
FAX:０９６６－８４－９０３５

月～金
８：３０～１７：３０ ○運動・自然あそび特化型
○児童発達支援
（土・日・祝日、
12/29～1/3、8/13 ○放課後等デイサービス
～8/15は休業）

TEL:０９６６－８４－９０３３

月～金
８：３０～１７：３０
○放課後等デイサービス
（土・日・祝日、
12/29～1/3、8/13
～8/15は休業）

TEL:０９６６－８３－８８５５
FAX:０９６６－８３－８８５５

月～土
平日9:00～16:45
木・土9:00～16:30 ○児童発達支援
（日曜、12/29～
1/3は定休日）

児童発達支援センター にこにこ

有限会社 峰村 放課後等デイサービス とぽす

〒８６７－００５８
水俣市丸島町３－２－１２

○児童発達支援
○放課後等デイサービス
○保育所等訪問支援

療育
一般社団法人 こうらくえん
児童発達支援・放課後等デイサービス ありんこ
ルーム

一般社団法人 こうらくえん
自立支援型・放課後等デイサービス ナチュレ

指定児童発達支援事業所 有限会社 リハシップ
あい
発達支援ルーム ここすてっぷ 水俣

〒８６７－０００２
水俣市初野２０９－１

〒８６７－０００２
水俣市初野２０９－１ ２階

〒８６７－００５２
水俣市港町２－５３

機関・施設名

住所

連絡先

業務日・時間

主な業務・サービス等
〇外来 ・神経学的諸検査、発達評価・診断 ・理学療法士による機能訓練
・言語聴覚士による言語訓練
・作業療法士による作業訓練
・臨床心理士による発達検査及び相談 ・摂食機能評価、検査、訓練
〇相談支援事業
・各種相談（来所、自宅訪問、電話でも対応）

くまもと芦北療育医療センター

〒８６９－５４６１
芦北町芦北２８１３

TEL:０９６６－８２－２４３１
FAX:０９６６－８２－２４０６

月～金
８：３０～１７：３０

国保水俣市立総合医療センター

〒８６７－００４１
水俣市天神町１－２－１

TEL:０９６６－６３－２１０１
FAX:０９６６－６３－１３９３

月～金
９：００～１７：００

○小児科外来 ・発達・育児相談 ・虐待や子育てに関する相談
・身体障害者手帳・療育手帳申請受付
・自立支援医療の申請受付 ・特別児童扶養手当、障害児福祉手当の申請受付
○地域支援センター ・医療福祉制度についての相談 ・就労面での相談
・各相談窓口との連携

〒８６７－００４３
水俣市大黒町２－３－１８

TEL：０９６６－８４－９０２４
ＦＡＸ：０９６６－８４－９０２８

月～金
８：３０～１７：１５

○就職を希望されている障がいのある方、または在職中の障がいのある方が抱える課題に応じ
て、関係機関と連携を図りながら就業面及び生活面の一体的な支援を行います。
＊就業面での支援（相談支援・就職に向けた準備支援・就職活動・定着支援・事業所への助言）
＊生活面での支援（生活習慣、健康管理、金銭管理等の助言・年金、余暇活動に関する助言）

月～金
９：００～１８：００

○発達障がいに関するご不安・ご心配等のあるご本人・ご家族のご相談（予約制）
○発達障がい支援に取り組む関係者のご相談（予約制）
〇保育園・幼稚園・学校・事業所等への研修・コンサルテーション
※ご本人の年齢・診断告知の有無・手帳の有無は問いません
※発達障がい：「自閉スペクトラム症」「ADHD」「LD」など

医療

障害者就業生
芦北・球磨障害者就業・生活支援センター
活支援セン
「みなよし」
ター

発達障がい者 南部発達障がい者支援センター
支援センター 「わるつ」

〒８６６－０８１１
八代市西片町１６６０

TEL:０９６５－６２－８８３９
FAX:０９６５－３２－８９５１

