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1 社会資源マップについて 

  有明圏障がい者と共に生きる支援協議会とは 

 

 

 

 有明圏地域障がい者と共に生きる支援協議会では、障がい福祉サービスの内容につい

て具体的に情報を掲載し、わかりやすくサービスを利用していただくことを目的とし

て、圏域内の障がい福祉サービス提供事業所のサービス内容等を一覧で見られる「社

会資源マップ」を作成しました。障がい児・者の方やそのご家族の生活のために、ぜ

ひご活用ください。 

 

 事業所の詳細については、各事業所へお問い合わせください。 

 

 サービスの利用にあたっては、各市町の窓口へご相談ください。 

・荒尾市役所 福祉課     TEL 0968-63-1406  FAX 0968-62-2881 

・玉名市役所 総合福祉課   TEL 0968-75-1121  FAX 0968-73-2362 

・玉東町役場 町民福祉課   TEL 0968-85-3183  FAX 0968-85-3116 

・長州町役場 福祉保健介護課 TEL 0968-78-3135  FAX 0968-78-3449 

・和水町役場 健康福祉課   TEL 0968-86-5724  FAX 0968-86-4660 

・南関町役場 福祉課     TEL 0968-57-8503  FAX 0968-53-2351 

 

 

 

 

 

 

 有明圏域では、荒尾市・玉名市・玉東町・長洲町・南関町・和水町が共同し、相談支援事業を

始めとする地域の障がい者福祉に関するシステムづくりの中核として、指定相談支援事業者、障

がい福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、障がい者関係団体、学識経

験者、行政機関等から構成される、「有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会」を設置してい

ます。 

 この協議会では、全体会議や定例会議、専門部会（就労部会、子ども部会）等を設け、重層的

な体制で関係機関間の情報交換・連絡調整や困難事例の対応策の検討等を行っています。 

  

●社会資源マップについて● 

●有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会とは● 



2 障がい福祉サービスの種類 

 

サービスの種類 内容 

介 
 

 
 

 

護 
 

 
 
 

給 
 
 

 
 

付 

居宅介護 
障がいのある人のご家庭等に訪問し、調理、掃除等の家事の

お手伝いや、入浴、排泄等の介助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、知的障がい、精神障がいがあり常に介

護を必要とする人に在宅生活を続けることができるよう、生

活全般の介助や外出支援等を行います。 

同行援護 

視覚障がいにより、行動や外出がとても大変な人に同行し

て、行動の援助や外出先での情報提供や代筆等、必要な支援

を行います。 

行動援護 
知的障がい、精神障がいにより行動するときに危険回避等の

判断が難しい人に必要な支援や外出支援を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

多くの介護が必要な人に、居宅介護等複数のサービスを包括

的に行います。 

短期入所 

自宅で過ごすことに不安があるときや、介護者の休養が必要

なとき等に、施設へ一時的に入所してもらい、必要な介護等

を行います。 

療養介護 

常に介護と医療サービスが必要な人に、医療機関で日常生活

に必要な介護、看護及びリハビリ、療養上の管理等を行いま

す。 

生活介護 

日中、常に介護が必要な人に入浴、排泄、食事の介護等を行

うとともに、軽作業等の活動や、創作活動の機会を提供しま

す。 

施設入所支援 
施設において、主に夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等

を行います。 

  



サービスの種類 内容 

訓 
 
 
 

練 
 
 
 

等 
 

 
 

給 
 
 
 

付 

自立訓練 

（機能訓練・ 

   生活訓練） 

自立した生活ができるよう、一定期間、身体機能または生

活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

宿泊型自立訓練 
地域で自立した生活を営むことができるよう、居室等の宿

泊できる環境を提供し、訓練を行います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必

要な知識の習得や能力向上のために必要な訓練を行いま

す。 

就労継続支援Ａ型 

一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結び、働く

場を提供し、知識及び能力向上のために必要な訓練を行い

ます。 

就労継続支援Ｂ型 

一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ばず、働

く場を提供し、知識及び能力向上のために必要な訓練を行

います。 

就労定着支援 

特定の福祉サービスを利用し、一般就労へ移行した人が、

就労に伴い生じる生活面の課題に対応できるよう、相談等

の支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

住居での共同生活を通じ、夜間や休日における相談や日常

生活上の援助を行います。 

相 
 

談 
 

支 
 

援 

計画相談支援 

心身の状況や環境等を踏まえ、利用するサービスの内容等

を定めた計画を作成します。また、サービスを適切に利用

し続けることができるよう、一定期間ごとに計画の見直し

を行います。 

地域移行支援 

施設入所者や精神科病院に入院している人を対象に、地域

生活に移行するための住居の確保や日中活動に関する支援

を行います。 

地域定着支援 

障がいのある人が地域生活を続けていけるように、常に連

絡ができる体制を確保し、緊急事態等の場合に訪問や相談

を行います。 



サービスの種類 内容 

障

害

児

通

所

支

援 

児童発達支援 

社会性を育み、自分の身の回りのことができるよう、日常

生活上の基本的な動作の指導を行うとともに、集団生活へ

の適応訓練等を行います。 

医療型 

児童発達支援 

肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を

行います。 

放課後等 

デイサービス 

就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期

休暇中において、生活能力の向上のための訓練等を行いま

す。 

保育所等訪問支援 

障がい児が通う保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、本人

やスタッフに対し集団生活への適応のための支援等を行い

ます。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

障がい児の居宅を訪問して、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

地

域

生

活

支

援

事

業 

移動支援 
障がいのある人に社会生活を営む上で必要不可欠な外出

や、余暇活動への参加等に対して外出支援を行います。 

日中一時支援 
介護者の負担軽減等を目的に、障がいのある人が日中、一

時的に過ごすことができる場の提供を行います。 

訪問入浴 

自力で入浴することが困難な人、または家族のみでは入浴

させることができない人を対象に、移動入浴車を家庭に派

遣して入浴サービスを行います。 

地域活動支援 

センター 

障がいのある人に軽作業等の活動や作品づくり等を通じ、

他者との交流を図り、自立生活を支援する施設です。 

 

 



３ 障がい福祉サービス事業所一覧               （ R3.10 現在 ） 

 

〈 1 〉在宅生活を支援してほしい（居宅介護、同行援護） 

居宅介護 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

訪問介護サービス おおしま桜 荒尾市日の出町1-6 

2 荒尾市社協ヘルパーステーション 荒尾市下井手193-1 

3 訪問介護センター ウイッシュ 荒尾市野原88 

4 ケアステーション エクリュ 荒尾市荒尾4186-1 

5 ニチイケアセンター荒尾宮内 荒尾市宮内844-1 

6 訪問介護事業所 まなびや 荒尾市宮内出目654-6 

7 荒尾介護システムヘルパーステーション 荒尾市大平町3-4 

8 慈眼苑ヘルパーステーション 荒尾市荒尾1997 

9 

玉名市 

サポートセンターわかちあい 玉名市上小田371 

10 しもだ介護サービス玉名 玉名市伊倉北方26-1 

11 ニチイケアセンター玉名 玉名市滑石2621-1 

12 ふくしサービスセンターさくらんぼ 玉名市立願寺798-1 

13 ホームヘルパー派遣サービスたいめい苑 玉名市岱明町古閑388 

14 ライフケア ヘルパーステーション 玉名市中751-4 

15 玉名市社協ヘルパーステーション 玉名市岩崎88-4 

16 和 玉名市月田2107-5 

17 ヘルパーステーション サンビィラありあけ 玉名市岩崎416-8 

18 ニチイケアセンター玉名駅前 玉名市中1703-1 

19 長洲町 ニチイケアセンター長洲 長洲町長洲2884-6 

20 
南関町 

訪問介護事業所 関の郷 南関町大字関町16-1 

21 南関町訪問介護事業所 南関町大字小原1405 

22 和水町 なごみ町社会福祉協議会 和水町平野1276-3 

 

同行援護 
 所在地 事業所名 住所 

1 
玉名市 

サポートセンターわかちあい 玉名市上小田371 

2 ふくしサービスセンターさくらんぼ玉名 玉名市立願寺798-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 2 〉日中すごせる場所がほしい 

（自立訓練、生活介護、日中一時支援、地域活動支援センター） 

自立訓練 
 所在地 事業所名 住所 

1 南関町 通所施設なかま 南関町大字上坂下785-4 

 

生活介護 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

指定生活介護事業所ひまわり 荒尾市川登五反田1777-12 

2 サポートセンターSun☆フラワー 荒尾市原万田848-1 

3 わがんせ 荒尾市荒尾1694-1 

4 障害者支援施設 荒尾市小岱作業所 荒尾市増永2452-2 

5 

玉名市 

さくらサポート 玉名市繁根木203-1 

6 多機能型事業所もんくぅる 玉名市滑石2401-1 

7 生活支援センター きらきら 玉名市岱明町野口字塚原666 

8 障害者支援施設 天水生命学園 玉名市天水町小天6640 

9 たまきな荘 地域福祉センター 玉名市玉名2194 

10 WAKABA 玉名市溝上字田代527-1 

11 玉東町 るぴなす 玉東町二俣72 

12 長洲町 自立支援センター ひまわりの里 長洲町清源寺3246 

13 南関町 通所施設なかま 南関町大字上坂下785-4 

14 

和水町 

多機能型事業所 銀河ステーション 和水町江田10-1 

15 精粋園 生活介護事業 和水町萩原1172 

16 生活介護事業所 クレヨン 和水町江田3103-1 

 

日中一時支援 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

サポートセンターSun☆フラワー 荒尾市原万田848-1 

2 こども発達支援センター どーなつあらお 荒尾市本井手1558-117 

3 荒尾市ふれあい福祉センター 荒尾市川登1777-12 

4 障害者支援施設 荒尾市小岱作業所 荒尾市増永2452-2 

5 

玉名市 

多機能型支援センターオリーブ 玉名市横島町横島58-64 

6 多機能型事業所もんくぅる 玉名市滑石2401-1 

7 サポートセンターわかちあい 玉名市上小田371 

8 障害者支援施設 天水生命学園 玉名市天水町小天6640 

9 障害者支援施設 たまきな荘 玉名市玉名2194 

10 生活支援センター きらきら 玉名市岱明町野口字塚原666 

11 
長洲町 

くじらのせなか 長洲町清源寺418-1 

12 自立支援センター ひまわりの里 長洲町清源寺3246 

13 

南関町 

障害者支援施設 うすま苑 南関町大字上坂下790 

14 こども発達支援センター どーなつ 南関町大字関町171-3 

15 障害児入所施設 陽光学園 南関町上坂下790 

16 和水町 障がい者支援施設 精粋園 和水町萩原1172 



地域活動支援センター 
 所在地 事業所名 住所 

1 荒尾市 ふれあい地域活動支援センター 荒尾市川登五反田1777-12 

2 

玉名市 

ふれあい 玉名市小野尻5 

3 玉名きぼうの家 玉名市繁根木233-4 

4 玉名市地域支援センター 玉名市天水町小天6641-4 

 

 

 

 

〈 3 〉働きたい 

（就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型） 

就労移行支援 
 所在地 事業所名 住所 

1 
荒尾市 

BLOOM 荒尾市増永字実盛2867-4 

2 就労支援センターワンピース 荒尾市大島10-1 

3 玉名市 ルピカ 玉名市築地191-1 

 

 

就労継続支援Ａ型 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

あいりす荒尾 荒尾市荒尾字上磯124-2 

2 就労継続支援Ａ型事業所 アントレ 荒尾市増永1901-1 

3 就労継続支援Ａ型事業所 ちひろ 荒尾市川登1861-1 

4 就労継続支援Ａ型事業所 ネクスト 荒尾市万田1648-3 

5 BLOOM 荒尾市増永字実盛2867-4 

6 就労支援センターワンピース 荒尾市大島10-1 

7 

玉名市 

あおぞら玉名 玉名市岩崎380 

8 就労継続支援Ａ型事業所 スマイルファクトリー 玉名市中尾494-1 

9 てんしんサポート株式会社 玉名市中尾25 

10 サポートセンターわかちあい 玉名市上小田371 

11 オレンジ夢ファーム天水 玉名市天水町小天1143-1 

12 長洲町 NPO法人 がまだすサポート 長洲町清源寺775-3 

13 
和水町 

なごみサポート株式会社 和水町板楠2860-6 

14 就労支援 なごみトライズ 和水町用木786-1 

 

 

  



 

就労継続支援Ｂ型 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

サポートセンターSun☆フラワー 荒尾市原万田848-1 

2 にこにこわがんせ 荒尾市荒尾2579 

3 荒尾きぼうの家 荒尾市原万田95-1 

4 就労支援センター 荒尾市小岱作業所 荒尾市増永2452-2 

5 

玉名市 

あおぞら玉名 玉名市岩崎380 

6 さくらサポート 玉名市繁根木203-1 

7 ルピカ 玉名市築地191-1 

8 就労支援センターほし 玉名市岱明町西照寺707 

9 多機能型支援センターオリーブ 玉名市横島町横島58-64 

10 第二天水学園 玉名市天水町小天6645-1 

11 たまきな荘就労支援センター 風工房 玉名市伊倉北方2231-1 

12 たまきな荘就労支援センター 風工房R 玉名市岩崎47-1 

13 WAKABA 玉名市溝上字田代527-1 

14 玉東町 るぴなす 玉東町二俣72 

15 長洲町 自立支援センター ひまわりの里 長洲町清源寺3246 

16 南関町 通所施設 なかま 南関町大字上坂下785-4 

17 
和水町 

さくらワーク菊水 和水町下津原3955-1 

18 就労継続支援 Ｂ型事業所 ピュアマインド 和水町萩原1172 

 

 

就労定着支援 
 所在地 事業所名 住所 

1 荒尾市 就労支援センターワンピース 荒尾市大島10-1 

 

 

 

〈 4 〉介護者不在のときに（短期入所） 
 所在地 事業所名 住所 

1 
荒尾市 

グループホームコピット 荒尾市原万田848-5 

2 障害者支援施設 荒尾市小岱作業所 荒尾市増永2452-2 

3 

玉名市 

グループホームみらい 玉名市岱明町野口672-1 

4 天水生命学園 玉名市天水町小天6640 

5 障害者支援施設 たまきな荘 玉名市玉名2194 

6 
長洲町 

グループホーム ひまわりの里 長洲町清源寺3246 

7 有明成仁病院 短期入所事業所 長洲町宮野2775 

8 
南関町 

障害者支援施設 うすま苑 南関町大字上坂下790 

9 障害児入所施設 陽光学園 南関町大字上坂下790 

10 和水町 障がい者支援施設 精粋園 和水町萩原1172 

 

  



〈 5 〉生活する場所がほしい（共同生活援助、施設入所） 

共同生活援助（グループホーム） 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

グループホームわたぼうし 荒尾市大島52-2 

2 荒尾市社会福祉事業団グループホーム事業所 荒尾市増永2299-15 

3 リアルビーホーム 荒尾市万田924-7 

4 医療法人有働会 有働病院グループホーム事業部 荒尾市万田475-1 

5 グループホームコピット 荒尾市原万田848-5 

6 

玉名市 

グループホームるぴなす 玉名市田崎字一本松839-59 

7 グループホームわかちあい 玉名市玉名2123-1 

8 城ヶ崎病院グループホーム 

（サンビレッジ・さくら荘） 

玉名市伊倉北方265 

9 天水生命学園共同生活援助事業所 玉名市天水町小天6640 

10 生活支援センターきらきら 

グループホーム事業所 

玉名市岱明町野口字塚原666 

11 Group Home さくらサポート 玉名市繁根木215-1 

12 グループホーム かがやき 玉名市天水町小天1143-1 

13 長洲町 グループホーム事業所 ひまわりの里 長洲町清源寺3246 

14 南関町 うすま苑共同生活援助・介護事業所 南関町大字上坂下790 

15 

和水町 

菊水さくら寮 和水町下津原3951 

16 銀河ステーショングループホーム事業所 和水町江田10-1 

17 精粋園 共同生活援助事業所 和水町萩原1172 

  ※グループホームについては、住居所在地ではなく、母体の事業所所在地を記載しているところ 

もあります。 

詳細については直接お問い合わせください。 

 

 

施設入所（障害者支援施設） 
 所在地 事業所名 住所 

1 荒尾市 障害者支援施設 荒尾市小岱作業所 荒尾市増永2452-2 

2 
玉名市 

天水生命学園 玉名市天水町小天6640 

3 障害者支援施設 たまきな荘 玉名市玉名2194 

4 南関町 障害者支援施設 うすま苑 南関町大字上坂下790 

5 和水町 障がい者支援施設 精粋園 和水町萩原1172 

 

  



〈 6 〉お子さんのために 

（児童発達支援、放課後等デイサービス） 

児童発達支援 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

ちぽりーの 荒尾市野原字西原88 

2 こども発達支援センター どーなつあらお 荒尾市本井手1558-117 

3 地域療育センターふれあいなかま 荒尾市川登1777-12 

4 

玉名市 

多機能型事業所 えんげる 玉名市松木23-1 

5 障がい児通所支援事業所 くるり 玉名市築地841-1 

6 児童発達支援センターすまいるきっず 玉名市玉名2185-2 

7 こども発達支援ステーション 虹いろSUN 玉名市六田19-13 

8 
長洲町 

そらいろのタネ 長洲町清源寺3001-1 

9 多機能型事業所 海イルカ 長洲町大字長洲2918-2 

10 南関町 こども発達支援センター どーなつ 南関町大字関町171-3 

11 和水町 こども発達支援事業所 あおぞら 和水町江田3103-1 

 

放課後等デイサービス 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

こどもの森 荒尾市川登1907-316 

2 ここえる  ここえるキャンディ 荒尾市大島92-10 

3 ちぽりーの 荒尾市野原字西原88 

4 こども発達支援センター どーなつあらお 荒尾市本井手1558-117 

5 障害児通所支援事業所「ピッコロ」 荒尾市増永2452-22 

6 地域療育センターふれあいなかま 荒尾市川登1777-12 

7 

玉名市 

多機能型事業所 えんげる 玉名市松木23-1 

8 多機能型支援センターオリーブ 玉名市横島町横島58-64 

9 障がい児通所支援事業所 くるり 玉名市築地841-1 

10 多機能型事業所もんくぅる 玉名市滑石2401-1 

11 生活支援センターきらきら 玉名市岱明町野口字塚原666 

12 こども発達支援ステーション 虹いろSUN 玉名市六田19-13 

13 児童発達支援センターすまいるきっず 玉名市玉名2185-2 

14 児童発達支援センターすまいるきっず 

（重心児対応） 

玉名市岩崎47-1 

15 放課後等デイサービス 虹いろSUNライズ 玉名市六田35-6 

16 たまなの森 玉名市寺田22-4 

17 玉東町 ほっとHOPE 玉東町大字木葉372 

18 

長洲町 

くじらのせなか 長洲町清源寺418-1 

19 そらいろのタネ 長洲町清源寺3001-1 

20 自立支援センター ひまわりの里 長洲町清源寺3246 

21 多機能型事業所 海イルカ 長洲町大字長洲2918-2 

22 南関町 こども発達支援センター どーなつ 南関町大字関町171-3 

23 
和水町 

放課後等デイサービスすろわ 和水町上十町105 

24 こども発達支援事業所 あおぞら 和水町江田3103-1 



 

 

〈 7 〉相談したい（相談支援） 
 所在地 事業所名 住所 

1 

荒尾市 

荒尾市社協相談支援センターあゆみ 荒尾市川登1777-12 

2 相談支援センターわっしょい 荒尾市荒尾1694-1 

3 荒尾市社会福祉事業団相談支援センター 荒尾市増永2299-15 

4 相談支援センター花のまち 荒尾市西原町2-4-1 

5 相談支援センターのぞみ 荒尾市万田443-1 

6 

玉名市 

障害者相談支援センターたまな 玉名市天水町小天6641-1 

7 相談支援センター「いこいば」 玉名市岩崎47-1 

8 たすけあい相談支援事業所 玉名市富尾643-1 

9 有明圏域指定相談事業所ふれあい 玉名市小野尻5 

10 コミュニティセンターりんくる 玉名市岱明町字野口666 

11 長洲町 相談支援センターひまわりの里 長洲町清源寺3246 

12 南関町 いなもと相談支援事業所 南関町関東874 

13 

和水町 

さくら福祉相談センター 和水町下津原3955-1 

14 銀河ステーション相談支援事業所 和水町江田10-1 

15 相談支援センターせいすい 和水町江田3103-1 

 

 

〈 8 〉就労の相談をしたい 
 所在地 事業所名 住所 

1 
玉名市 

熊本県有明障がい者就業・生活支援センター 

きずな 

玉名市中1935-1 

 

 

〈 9 〉子どもの発育発達の相談をしたい 
 所在地 事業所名 住所 

1 玉名市 有明地域療育センター 玉名市岩崎47-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＭＥＭＯ 



４ 障がい福祉サービス事業所紹介 

 

ここからのページは、各事業所の紹介になります。 

ご相談や詳細については、記載してあります電話番号へ直接お問い合わせ

ください。 

なお、共同生活援助（グループホーム）分については、プライバシー保護

のためここには掲載しておりません。ご覧になりたい場合は、相談支援事業

所または各市町の窓口へお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの皆様に、この「有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ」を

ご活用いただくことで、障がいのある方の地域生活に役立つことができる

よう願っています。 


