
〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

令和2年12月1日

放課後等デイサービス

こどもの森

株式会社　アイリス

住所

864-0131

熊本県荒尾市川登1907-316

電話 0968‐82-8814 FAX 0968-82-8814 開所日

メールアドレス 　iris_company111@yahoo.co.jp

ホームページ なし

併設事業 なし

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～土曜日
ただし、8月13日～15日及び12月29日～1月3日をのぞく

  平日　 12:00～18:00 (14:30～17:30)
  休校日  9:00～17:00 (  9:30～17:30)10 名

場所、時間についてはご相談ください。送迎加算のみいただきます。

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 0 備考

範囲 荒尾　大牟田（一部）　長洲町（一部）

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

こどもの森の雰囲気

勉強スペース 遊びのスペース

簡単な宿題のお手伝い、工作

などを行います。

トランポリンが人気です。

トイレはウォシュレットトイレです。 ちょっとした段差があります。

コロナ対策で仕切りを置いています。

勉強に集中できないお子さんは

個室もあります。

・簡単な宿題のお手伝い

・ひとりひとりの能力を見ての課題設定

・遊びの中での集団行動の練習

・野菜づくり 公園 野外活動など

（休校日）

・創作活動による発想力の練習

・挨拶やコミュニケーションの練習など

主な活動内容

セブンイレブン荒尾川登店そば



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

 ここえる 平成30年5月30日
 ここえるｷｬﾝﾃﾞｨ 令和3年4月1日

放課後等デイサービス

                 ここえる
                 ここえるキャンデイ

株式会社まごころジャパン

住所

864-0057

荒尾市大島92-10

電話 0968-69-0050 FAX 0968-82-8019 開所日

メールアドレス  coco@wjs.jp

ホームページ  http://wjs.jp/coco/

併設事業

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

   ここえる  火曜日～土曜日
   ここえるキャンデイ　月曜日～金曜日

　学校授業日　10時～19時　学校休業日9時～18時
　休業日　8月13日～15日　　12月29日～1月3日各10 名

備考 　上限額の範囲

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 無料　 備考

範囲 片道30分以内

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

JR荒尾駅より徒歩5分

キャンデイの様子

”ここえるにきたら”

”あいさつしよう”



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

範囲 荒尾市・大牟田市・南関町・長洲町

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 　 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・
金曜日・土曜日
年末年始（12/29～1/3）除く

登校日　13時30分～17時
休校日　9時～16時

10 名

メールアドレス  cipollino@aroma.ocn.ne.jp

ホームページ なし

併設事業 児童発達支援・保育所等訪問支援・日中一時支援

平成28年3月25日

放課後等デイサービス

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

範囲 荒尾市・南関町・和水町・長洲町・玉名市・玉東町・大牟田市全域

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合

送迎範囲外の場合、相談に応じます。

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 加算の範囲内 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

月曜日～金曜日
（休日：土曜日・日曜日）

9:00～18:00
（月曜日～金曜日　12:00～17:00）
（学校休業日　9:30～16:30）

10 名

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 児童発達支援・日中一時支援（荒尾市・長洲町）

平成29年4月1日

放課後等デイサービス

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



【アクセス】

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

＜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 1）

・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）

・サーキット（感覚統合療法訓練）

（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]

（スケジュール 2 /学校休業日）

・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）

・サーキット（感覚統合療法訓練）

・小集団活動（５～６人）



〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

平成31年4月1日

放課後等デイサービス

障害児通所支援事業所「ピッコロ」

社会福祉法人　荒尾市社会福祉事業団

住所

864-0032

荒尾市増永2452-22

電話 0968-64-2515 FAX 0968-57-9135 開所日

メールアドレス  shoudai@arao

ホームページ  http://www.arao-sfj.jp/piccoro.html

併設事業 日中一時支援事業

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

火曜日～土曜日
8:30～18:00

（授業終了後:13:00～17:00）
（学校休業日:  9:30～17:00）

10 名

備考 　

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 片道54円 備考

範囲 荒尾市内

小学生 中学生

〇 〇 〇

高校生

有

有の場合



【アクセス】

児童福祉法に基づき、発達に心配のある子どもさんや

障がいをもつ子どもさんを対象に療育を行います

。

集団生活の適応と共に、日常生活における基本的動作の

援助や身辺自立等を目標に子どもさんへの支援を行います。

《サービス内容》

①個別課題

②集団活動・戸外活動

③生活動作支援

9:30

10:15

12:00

13:30

15:00

15:45

17:00

受入・健康観察

朝の会・戸外活動

昼食（食事支援・歯磨き）

個別課題（課題・学習）

おやつ

全体活動

送迎開始

朝の会

買物学習

外遊び

個別課題で模擬買物を行っています。その後、地域のお店に

出かけおやつ等を選んだり、支払いの体験をつんでいます。

同時に社会のマナー等も学習しています。

最寄の駅は、JR荒尾駅です。
JR荒尾駅下車にて荒尾バスセンター行き九州産交バスに乗車

企業局前バス停で下車（この間の乗車時間約10分）。
バス停より福祉村内の事業所まで徒歩にて約5分程度です。



 
〒

【事業所概要】

【対象年齢】

【送迎】

【昼食】

【費用】 上限額の範囲内

範囲 原則荒尾市内

小学生 中学生

〇 × ×

高校生

有

有の場合

備考 事前説明を行い保護者の同意を得たうえで、おやつ代（50円/回）、
戸外活動に係る交通費等の実費請求あり。

無

有の場合 料金 　 備考 　

料金 54円/回 備考

定員 営業日 営業時間（ｻｰﾋﾞｽ提供時間）

①月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
＊火曜日、土曜日、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

①14:00～17:0010 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 児童発達支援、日中一時支援

平成24年4月1日

放課後等デイサービス

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】

○ 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。

○ グループ活動は、発達の状態に合わせた小グループで行います。

○ 子どもさんが好きなこと、得意なこと、挑戦したいと思っていることなどを活動の中に

積極的に取り入れ、主体性や意欲、自信を高める支援を大切にしています。

【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


