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【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 　

営業日

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日
年末年始（12/29～1/3）除く 9時～12時15分

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

有

有の場合 範囲

定員

料金 　 備考

事業所より30分以内の箇所

10 名

親子療育が基本

メールアドレス  cipollino@aroma.ocn.ne.jp

ホームページ なし

併設事業 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・日中一時支援

平成28年3月25日

児童発達支援

ちぽりーの

住所

864-0163

荒尾市野原字西原88番地

電話 0968-68-2300 FAX 0968-57-7583 開所日



【アクセス】

産交バス　八幡校前　下車　徒歩10分

北野歯科前

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型、令和3年5月より保育所等訪問

支援を再開しました。

児童発達支援事業は、親子療育を基本とし、単独でのうけいれも行いながら、子

どもの発達に応じた関わりを行っています。遊びを通した体験から「できた」を

感じて自己肯定感の積み重ねが出来るよう支援を行っています。保護者懇談会を

奇数月に行い（現在はコロナ禍において行っていません）、子育てに悩み、関わ

り方を出し合い「ここでなら安心して話せる」保護者様の居場所作りとなってい

ます。

放課後等デイサービスは、小学校1年生から高校3年生までの幅広い年齢が対象で

す。身辺自立や社会性、コミュニケーション力を活動や作業を取り入れることで、

報告する力、分からないときに発信が出来る力がつくよう支援を行っています。

子どもの発達に応じた関わり、個別、小集団での関わりを大事にしています。子

どもの行動には原因があることを認識し、表面的なことで判断せず、個別に対応

することを行っています。

また、子どもに関わるスタッフの情報共有をミーティングで行い、関わり方、声

掛けの仕方を細かく話し合っています。

児童発達支援では、幼児期の育ちで、大事にしたいことを保護者様スタッフ間で

共有しています。幼稚園保育園を見学させていただき、連携を図れるよう働きか

けています。



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

平成29年4月1日

児童発達支援

こども発達支援センター　どーなつあらお

社）こども発達支援センター　どーなつ

住所

864-0012

熊本県荒尾市本井手1558-117
メゾンド緑ヶ丘2F

電話 0968-82-8155 FAX 0968-82-8156 開所日

メールアドレス  spz42789@mirror.ocn.ne.jp

ホームページ  https://donutsupport.com/

併設事業 放課後等デイサービス・日中一時支援（荒尾市・長洲町）

定員

料金 　加算の範囲内　 備考

荒尾市・南関町・和水町・長洲町・玉名市・玉東町・大牟田市全域

10 名

送迎範囲外の場合、相談に応じます。

備考 　

営業日

月曜日～金曜日
（休日：土曜日・日曜日）

9:00～18:00（9:30～15:30）

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

有

有の場合 範囲

未就学児



【アクセス】

＜どーなつでの活動＞

（どーなつの療育目標）

療育を必要とする子供さんが、将来自立する

上で必要なことを、本人の個性・発達状況に

合わせて、一人で出来ることが、一つでも多

くできるよう療育します。

（スケジュール）

・片づけ・メディカルチェック後、訓練開始

・職員との１対１の課題訓練

・個別課題訓練（一人で課題を行う）

・小集団活動（５～６人）

・排泄訓練（個々の状態に合わせた訓練）

・サーキット（感覚統合療法訓練）

・食事訓練（食べる姿勢・箸の持ち方等）

（療育の内容）

☆利用者個々の個別支援計画に沿って、且、

個々の能力に合った療育を行います。

☆単独療育（子供さんのみの通所）・グルー

プ療育を主体とし、「物理的構造化」の考え

方や認知行動療法・感覚統合療法・応用行動

分析等様々な考え方、技術を駆使して療育を

行います。

（保護者のバックアップ）

安心してお子様を通わせて頂くためには、

日々の面談（送迎時等）、連絡ノート、随時

面談、電話相談を通じて保護者をサポートし

ます。

[物理的構造化された幼児訓練室]

[スケジュール]

九州産交バス：

緑ヶ丘3丁目バス停から徒歩1分

九州自動車道：

南関インターから車で20分



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 事前説明を行い保護者の同意を得たうえで、絵カード作成料や戸外活動に係る
交通費等の実費請求あり。

営業日

①火曜日
②月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
＊祝祭日、年末年始（12/29～1/3）、
　 その他事業所が指定した日を除く

①9:00～15:00
②9:00～13:00

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

有

有の場合 範囲

未就学児

定員

料金 　54円/回 備考

原則荒尾市内（往復30分以内）

10 名

メールアドレス  fureai@lake.ocn.ne.jp

ホームページ  http://www.arao-shakyo.com/

併設事業 放課後デイサービス、日中一時支援

平成24年4月1日

児童発達支援

地域療育センターふれあいなかま

社会福祉法人　荒尾市社会福祉協議会

住所

864-0031

荒尾市川登1777-12

電話 0968-68-6205 FAX 0968-68-6433 開所日



【療育方針】

ふれあいなかまでは、発達に何らかの心配事のある子どもたちが、それぞれの持つ育つ力を

最大限に発揮しながら自立に向けて成長できるよう、発達の状態を細かく見立て、保護者と

ともに考え、子どもたちとともに楽しみながら必要な支援を行います。

また、保護者をはじめとするご家族が子どもさんの発達を正しく理解することで、安定した

家族関係を築きながら、安心して地域生活を送ることができるよう、家庭の子育て力の向上

に向けた取り組みも大切にします。

【療育の形態・特色・内容について】

○ 子どもさんだけで参加していただく「単独療育」と、保護者と一緒に参加していただく

「親子療育」の２つの活動形態があります。

○ 単独療育ではきめ細かい対応ができるよう、原則マンツーマン体制をとっています。

○ 感覚の特異性（過敏性、こだわり等）、自己コントロールの苦手さ、排泄や食事などの

日常生活スキルが身に付きにくい、年齢なりの社会性が身につきにくい、等の困り感を

軽減するための取り組みを、個別またはグループ活動の中で行っています。

○ 子どもとのスキンシップや関わり遊びを保護者自身も楽しみながら体験し、良好な親子

関係構築の手がかりとできるよう、親子参加の音楽療法を実施しています。

【アクセス】

バス：ふれあい福祉センター前下車

JR：荒尾駅下車　車で15分



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 　

営業日

土曜日・日曜日・祝日を除く
月曜日～金曜日

9:00～12:30

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

有

有の場合 範囲

未就学児

定員

料金 　 備考

荒尾、玉名地区（片道30分以内）

10 名

メールアドレス  engel6177@gmail.com

ホームページ

併設事業 放課後デイサービス、日中一時支援

令和2年1月１日

児童発達支援

多機能型事業所　　えんげる

株式会社　　輝

住所

865-0052

玉名市松木23-1松木中央ビル１Ｆ

電話 0968-57-7443 FAX 0968-57-7445 開所日



【アクセス】

えんげるの特色と方針

発達やコミュニケーションに課題を抱えるお子様1人1人に

しっかり寄り添いながら、成長や将来へ向けた自立を支え、

安心して過ごせる居心地の良い第2の我が家を目指します。

児童発達支援事業所

「えんげる」では、障害の有無にかかわらず、発達の気に

なるお子様が、家族と一緒に明るく楽しく日常を過ごして

いけるように、基本動作や知識の習得を深い愛情をもって

ご家族とともにスタッフ一同サポートしていきます。

放課後等デイサービス

①自ら学習する力をつける

②人とのコミュニケーション能力をつける

③学校や地域での社会性を身につける

の３つをカリキュラムの3本柱としています。

簡単に使える最新のタブレット等や教材を使っていますの

で、誰でも楽しみながら通うことができます。



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

平成30年9月1日

児童発達支援

障がい児通所支援事業所　くるり

社会福祉法人　天水福祉事業会

住所

865-0065

玉名市築地841番地１

電話 0968-72-7700 FAX 0968-72-7701 開所日

メールアドレス  qururi@tensui.or.jp

ホームページ  http://www.tensui.or.jp/

併設事業 放課後等デイサービス

定員

料金 　 備考

原則玉名市・荒尾市・玉名郡　（往復30分以内）

8 名

車いす対応のリフト車・スロープ車を完備しています。

備考 　（給付費対象外サービス）　おやつ50円・入浴200円　

営業日

①月曜日　②火曜日　③水曜日
④木曜日　⑤金曜日　⑥土曜日

＊祝祭日営業
年末年始（12/29～1/3）除く

①②③④⑤⑥
9:30～14:00

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

有

有の場合 料金 250円 備考 　摂食形態に合わせた給食を提供します。

有

有の場合 範囲

 ①未就学児
 ②就学していない16～18歳



【アクセス】

主に重症心身障がい児を対象とした事業所です。児童発達支援では、日常生活の基本

的な動作指導や知識・技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。個別・集団

療育に留まらず、人と人をつなぐ、総合的な療育を行います。

支援内容

（生活支援）入浴、排せつ、または食事の支援、その他の日常生活上の援助を中心に

健康管理、地域交流、レクリエーション等を行います。

（相談支援）利用者様及びそのご家族への相談支援を行い、必要に応じて助言をさせ

ていただきます。

（食事）適切な栄養量及び内容の食事の提供を行います。

（意思決定支援）自分のことは自分で決める、お手伝いをいたします。

一日の流れ

9:30 健康チェック

9:50 始まりの会

10:00 午前の活動

12:00 昼食・休憩

13:00 午後の活動

14:00 帰りの会



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 　

営業日

月曜日～金曜日
＊祝祭日、年末年始除く

8:30～12:30

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

有

有の場合 料金 　 備考 外部発注（子ども250円、大人300円：ご飯持参）

有

有の場合 範囲

未就学児

定員

料金 　 備考

玉名市、荒尾市、玉東町、和水町、南関町、長洲町

10 名

メールアドレス  smilekids@tamakinaso.or.jp

ホームページ  https://tamakinaso.net/

併設事業 放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

平成17年4月1日

児童発達支援

児童発達支援センターすまいるきっず

社会福祉法人　玉医会

住所

865-0005

玉名市玉名2185-2

電話 0968-71-1050 FAX 0968-73-5407 開所日



親子療育スケジュール

9：30　 　来所

　　　　　シール貼り、荷物の片付け

　　　　　自由遊び

10：00　　朝のお集まり

　　　　　（カードを見る、名前呼び）　　　　

　　　　　セラピーボール　

　　　　　リズム

　　　　　トイレ、手洗い

　　　　　クールダウン

　　　　　乾布摩擦（着脱）

11：00　　主活動

　　　　　「感覚統合」「創作活動」「戸外活動」「クッキング」等

11：30　　手洗い、昼食、歯磨き

12：00　　帰りの会

　　　　　保護者との活動振り返り

12：30　　親子療育終了

相談・見学は随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

【アクセス】

・九州新幹線「新玉名駅」より車で3分

・ＪＲ鹿児島本線「玉名駅」より「南関」または「江田」行きのバスに乗り換え、

「医療センター前」下車、徒歩５分

・九州自動車道「菊水ＩＣ」より車で15分



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

令和3年5月12日

児童発達支援

子ども発達支援ステーション虹いろSUN

NPO法人　虹の子会

住所

865-0058

熊本県玉名市六田19-13

電話 0968-51-3821 FAX 0968-51-4317 開所日

メールアドレス  nijiirosun2019@gmail.com

ホームページ  http://hp.kaipoke.biz/066/

併設事業 放課後等デイサービス

定員

料金 　 備考

10 名

備考 　

営業日

 ①平日
（月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日） ①10:30～12:00

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

無

有の場合 範囲

未就学児

放課後等デイ

と合わせて



【アクセス】

JR玉名駅から徒歩20分

親子療育を主に支援を行っています。

お子様1人1人の個性や特性を見ながら療育を

行っていきます。

同時に、お家で過ごす上でのお子様とのやり取りを

見ることで参考にしていただけます。

１日の流れ

１０:３０～ 来所、検温

荷物の片付け、トイレ

１１:００～ 朝のお集まり

挨拶、お名前よび

リズム

集団活動

個別活動

１２:００～ 帰りのお集まり



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 上限額の範囲内　

営業日

月曜日～金曜日
（12月29日～1月3日までを除く） 10:00～14:00

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

有

有の場合 範囲

未就学児

定員

料金 　 備考

長洲町全域及びその周辺地域

10 名

メールアドレス  himawarinosato@marble.ocn.ne.jp

ホームページ  http://himawarinosato.ec-net.jp/

併設事業 放課後等デイサービス

令和3年4月1日

児童発達支援

そらいろのタネ

社会福祉法人　濵友会

住所

869-0105

玉名郡長洲町清源寺3001-1

電話 0968-79-7717 FAX 0968-79-7718 開所日

（放課後デイと併せて）



【アクセス】

児童発達支援

対象児
未就学児
※市町より通所受給者証を発行された方

活動日
月曜日～金曜日

活動時間
10：00～14：00

休業日
土曜日、日曜日
年末年始（12/29～1/3）

そらいろのタネ
「どんな花が咲くのかな？」色んな可能性をひめた

タネが大きなひまわりのはなを咲かせるイメージで

この名前は作られました。

そらいろのタネでは、療育活動を通して、

子どもたちの「できる」を伸ばし、社会で生

きていくための力をはぐくむお手伝いをして

いきます。子どもたちやそのご家族の皆様

が安心して日々の生活ができるようサポー

トしていきます。

1日のスケジュール

・9：30 ～ 保育園、幼稚園等におむかえ

・来所 ～ 手洗い、検温等

・10：00 ～ あさの会、個別課題

・11：30 ～ 昼食

・13：30 ～ おわりの会

・14：00 ～ 保育所等へおくり

※ご利用の際はお弁当の準備をお願いいた

します。

長洲駅より車で5分
腹赤小学校南側
ひまわりの里東側

５０１

そらいろの

タネ

ダイナム

マルエイ

こどもの海

保育園

ファミリー

マート

西山

クリニック

横島→←長洲港

ひまわりの里

腹赤

小学校
周辺地図



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

令和元年6月25日

児童発達支援

多機能型事業所　海イルカ

住所

869-0123

熊本県玉名郡長洲町大字長洲2918-2

電話 0968-78-7200 FAX 0968-78-7211 開所日

メールアドレス  slow-step.nagasu@helen.ocn.ne.jp

ホームページ

併設事業 放課後等デイサービス（平成25年10月2日開設）

定員

料金 　 備考

長洲町全域、荒尾市は一部除く（片道20分程度）

10 名

※上限額の範囲内に含まれる

備考 　上限額の範囲内

営業日

 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日
   ※祝日と事業所が定めた休日及び
     12月29日～1月3日までを除く。

◇サービス提供時間◇

午前10時～12時30分

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　※お弁当持参（希望者のみ）

有

有の場合 範囲

未就学児

（放デイ・児発併せて）



【アクセス】

午前の部（午後）

登園：随時荷物片づけ、着替え、自由遊び

など

10:10（13:10）お集まり

10:30（13:30）排泄・休憩

10:40（13:40）主活動／個別活動

11:10（14:10）着替え、帰りの準備

11:20（14:20）お集まり

11:30（14:30）終了

※必要に応じて終了後の時間帯に

昼食（お弁当持参）となります。

 ～１日の流れ～ 

〈対象〉未就学児と保護者

（受給者証をお持ちの方）

◇方針◇

子どもの可能性を信じ、子どもの「自発性」や「自立のため」に必要な療育に本人・保護者・支援者の連携

を大切にしながら支援していきます。また、子どもの肯定感を育むため、子どもや保護者の想いに寄り添

いながらスモールステップで取り組んでいきます。

〇最寄り駅はJR長洲駅

（南口から降りて徒歩約12分）

〇ロッキー（スーパー）の裏側



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 　利用者負担金：一回の利用料　上限額の範囲内

営業日

　　月曜日～金曜日
　　（休日：土曜日・日曜日）

9:00～18:00(9:30～15:30)

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　

有

有の場合 範囲

未就学児

定員

料金 （片道）
加算の範囲内 備考

南関町・和水町・荒尾市・長洲町・玉名市・玉東町全域、
山鹿市の一部（旧山鹿市・旧鹿央町・旧鹿本町・旧鹿北町）

10 名

送迎範囲外の場合、相談に応じます。

メールアドレス  spz42789@mirror.ocn.ne.jp

ホームページ

併設事業 放課後等デイサービス・日中一時支援（南関町・和水町）

平成25年7月1日

児童発達支援

こども発達支援センター　どーなつ

一般社団法人こども発達支援センター　どーなつ

住所

861-0803

熊本県玉名郡南関町大字関町171-3

電話 0968-53-3003 FAX 0968-57-8076 開所日



[どーなつでの活動]

＜どーなつの療育目標＞
療育を必要とする子供さんが、将来自立する上で必要

なことを、本人の個性・発達状況に合わせて、一人で

できることが、一つでも多くできるよう療育します。

＜スケジュール＞
・どーなつ到着（片づけ・メディカルチェック等）

・職員との１対１の課題訓練

・個別課題訓練（一人で課題を行う）

・おあつまり（個別課題の集団での確認）

・排泄訓練（個々の状態に合わせた訓練）

・サーキット（感覚統合療法訓練）

・食事訓練（食べる姿勢・スプーン、箸の持ち方等）

・どーなつ出発

＜主要訓練＞
＊知的強化（就学までに必要な概念等の習得）

＊身辺自立（就学までに必要な生活技術の習得）

＜療育の内容＞　
☆利用者個々の個別支援計画に沿って、且つ、個々

の能力に合った療育を行います。

☆単独療育（利用者のみ通所）・グループ療育を主体

とし、ＴＥＡＣＣＨプログラム（自閉症の子供さんに特に

有効な支援方法）の「構造化」の考え方を中心として

療育を行います。

☆認知行動療法（自分自身の現状を把握して、正し

い行動を選択し、行動する）・感覚統合療法（五感や

触覚・運動感覚・平均感覚を刺激して緊張を緩和さ

せる）等の技術を使って療育を行います。

＜保護者のバックアップ＞
安心してお子様を通わせて頂くために、日々の面談

（送迎時等）、連絡ノート、随時面談、電話相談を通し

て保護者をサポートします。

【アクセス】

九州産交バス ： 南関上町バス停から徒歩5分

九州自動車道 ： 南関インターから車で3分

［物理的構造化された幼児訓練室］

［ワークシステムを利用したエリア］



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

備考 　上限額の範囲内

営業日

月曜日～金曜日
(就学児の長期休暇中は水曜日)
但し、8月13日～8月16日
　　　12月29日～1月4日、祝日を除く。

　(営業時間)　　　　　　　8:30～17:30
　(サービス提供時間)　 9:30～14:00

営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

無

有の場合 料金 　 備考 　原則弁当持参。弁当代持参による購入対応有り。

有

有の場合 範囲

未就学児

定員

料金 加算分 備考

有明圏域と山鹿市の一部(旧山鹿市、旧鹿央町、旧鹿本町)、熊本市の一部(旧植木)

10 名

メールアドレス  seisui@magma.jp

ホームページ  http://www.seiwa-seisui.com/

併設事業 放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業

平成24年4月1日

児童発達支援

こども発達支援事業所　あおぞら

社会福祉法人　誠和会

住所

865-0136

玉名郡和水町江田3103番地1

電話 0968-75-8350 FAX 0968-75-8355 開所日



【アクセス】

江田の交差点から　植木方面へ直進約300メートル

江光寺バス停、信号より右折

地域生活支援センターせいすいの看板あり

就学前の発達の気になるお子様を対象に身辺自立訓練や
コミュニケーションスキル・知能面の向上を目的に支援を
行っています。個別のスケジュールを作成し、見通しを
持って活動を進められるようにしています。又、室内を構
造化しており、どこで・何を・どのように・という事が見
てわかるようになっているので、安心して活動に取り組む
事が出来ます。個別対応でお子様の課題に沿った支援を行
い、発達のサポートをさせて頂きます。見学・相談等も受
け付けておりますので気軽にご連絡下さい。

【プログラム】

10：00

10：30

10：50

11：30

12：00

13：30

14：00

※その他クッキングや外出訓練、親子交流遠足をしています。

来所 持ち物の片付け

朝の集まり
ＳＳＴ・プライベートゾーンの学習

季節に応じた制作・感覚あそび・

ルールのある遊び・交通ルール

就学に向けた取り組み

個別活動（個別の課題、手伝い等）
集団活動（体操、ウォーキング、遊び等）

手洗い・昼食・歯磨き

個別活動（個別の課題、手伝い等）

集団活動（体操、ウォーキング、遊び等）

片付け・振り返り

退所


