有明圏域地域生活支援拠点等の事業所一覧
地域生活拠点等に参加の意向を示していただいた事業所の一覧になります。
①相談支援

市町

事業所名

種別

事業者

住所

荒尾市

荒尾市社会福祉事業団相談支援センター

特定相談

社会福祉法人 荒尾市社会福祉事業団 荒尾市増永２２９９番地２

0968-64-0752

荒尾市

相談支援センターわっしょい

特定相談

ＮＰＯ法人 花梨の家

0968-62-1175

荒尾市

荒尾市社協相談支援センターあゆみ

特定相談

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会 荒尾市川登１７７７番地１２

荒尾市

相談支援センター 花のまち

特定相談

合同会社 花のまち

荒尾市西原町二丁目４番１号 0968-62-0937

玉名市

相談支援センター「いこいば」

特定相談

社会福祉法人 玉医会

玉名市岩崎字灰島47番地1

0968-76-7660

玉名市

有明圏域指定相談事業所 ふれあい

特定相談

医療法人 信和会

玉名市小野尻５番

0968-73-1022

玉名市

コミュニティーセンターりんくる

特定相談

社会福祉法人きらきら

玉名市岱明町野口字塚原６６６番 0968-57-8177

玉名市

障害者相談支援センターたまな

特定相談

社会福祉法人 天水福祉事業会

玉名市天水町小天６６４１番地１ 0968-82-3335

長洲町

相談支援センターひまわりの里

特定相談

社会福祉法人 濵友会

玉名郡長洲町清源寺３２４６

荒尾市荒尾１６９４－１

電話番号

0968-68-7406

0968-78-0589

②緊急時の受入・対応
市町

事業所名

種別

事業者

住所

電話番号

荒尾市

荒尾市社協ヘルパーステーション

居宅介護

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会 荒尾市下井手１９３番地１

0968-66-2993

荒尾市

荒尾介護システムヘルパーステーション

居宅介護

株式会社 荒尾介護システム

荒尾市大平町３丁目４番

0968-64-7170

荒尾市

ケアステーションエクリュ

居宅介護

株式会社 ケアステーションエクリュ

荒尾市荒尾４１８６－１

0968-82-8692

荒尾市

訪問介護サービス おおしま桜

居宅介護

株式会社 大島桜

荒尾市日の出町１－６

0968-57-7524

玉名市

有限会社 ライフケア

居宅介護

有限会社 ライフケア

玉名市中751番地４

0968-73-8855

南関町

ひかりの庭訪問介護事業所

居宅介護

株式会社ひかりの庭

玉名郡南関町久重545番地

0968-53-0818

荒尾市

障害者支援施設 荒尾市小岱作業所

短期入所

社会福祉法人 荒尾市社会福祉事業団 荒尾市増永２４５２番地２

0968-62-7931

荒尾市

サポートハウスSun☆フラワー

短期入所

社会福祉法人 きらきら

荒尾市原万田８４８－５

0968-62-5755

玉名市

障害者支援施設 たまきな荘

短期入所

社会福祉法人 玉医会

玉名市玉名字西原２１９４番地 0968-73-3337

玉名市

みらい

短期入所

社会福祉法人きらきら

玉名市岱明町野口字塚原６７２番地１

南関町

陽光学園短期入所事業所

短期入所

社会福祉法人 臼間会

玉名郡南関町大字上坂下７９０番地 0968-53-9126

南関町

うすま苑

短期入所

社会福祉法人 臼間会

玉名郡南関町大字上坂下７９０番地 0968-53-9126

長洲町

グループホーム事業所 ひまわりの里

短期入所

社会福祉法人 濵友会

玉名郡長洲町清源寺３２４６

0968-78-0589

長洲町

有明成仁病院 短期入所事業所

短期入所

医療法人社団聖和会

玉名郡長洲町宮野２７７５

0968-78-1133

玉名市

有明圏域指定相談事業所 ふれあい

特定相談

医療法人 信和会

玉名市小野尻５番

0968-73-1022

0968-57-5755

③体験の機会・場
市町
荒尾市
荒尾市
荒尾市
玉名市
玉名市
玉名市
玉名市
玉名市
長洲町
荒尾市
荒尾市
荒尾市
荒尾市
玉名市
玉名市
南関町
長洲町
長洲町
荒尾市
玉名市
玉名市
玉名市
荒尾市
荒尾市
荒尾市
長洲町
和水町
和水町
荒尾市

事業所名
グループホームわたぼうし
リアルビーホーム
サポートハウスSun☆フラワー

種別

グループホーム
グループホーム
グループホーム
城ヶ崎病院グループホームサン･ビレッジ グループホーム
生活支援センターきらきら グループホーム事業所 グループホーム
天水生命学園共同生活援助事業所 グループホーム
グループホーム
グループホームかがやき
グループホーム
グループホームるぴなす
グループホーム事業所 ひまわりの里 グループホーム

指定生活介護事業所 ひまわり
わがんせ
障害者支援施設 荒尾市小岱作業所

サポートセンターＳｕｎ☆フラワー
たまきな荘地域福祉センター
生活支援センターきらきら
通所施設「なかま」
自立支援センター ひまわりの里
くじらのせなか
就労継続支援Ａ型施設 アントレ
あおぞら玉名
株式会社スマイルファクトリー
オレンジ夢ファーム天水
ちひろ
合同会社 ＢＬＯＯＭ
ネクスト
がまだす
なごみサポート
就労支援 なごみトライズ
わがんせ

生活介護
生活介護
生活介護
生活介護
生活介護
生活介護
生活介護
生活介護
生活介護
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ａ型)
就労継続支援(Ｂ型)

事業者
医療法人 洗心会
ＮＰＯ法人 まちくらネットワーク熊本
社会福祉法人 きらきら
医療法人 信和会
社会福祉法人きらきら
社会福祉法人 天水福祉事業会
ＮＰＯ法人 ひろき
社会福祉法人るぴなす会
社会福祉法人 濵友会
社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
特定非営利活動法人 花梨の家
社会福祉法人 荒尾市社会福祉事業団
社会福祉法人きらきら
社会福祉法人 玉医会
社会福祉法人きらきら
社会福祉法人 臼間会
社会福祉法人 濵友会
合同会社 バレイアプラス
株式会社 アントレ
株式会社 青空
株式会社スマイルファクトリー
NPО法人ひろき
合同会社 ちひろ
合同会社 ＢＬＯＯＭ
合同会社 NEXT
ＮＰＯ法人 がまだすサポート
なごみサポート株式会社
株式会社なごみトライズ
特定非営利活動法人 花梨の家

住所
荒尾市大島字松原５２番２
荒尾市万田字宮ノ後９２４－７
荒尾市原万田８４８－５
玉名市伊倉北方２６５
玉名市岱明町野口字塚原６７２番１

玉名市天水町小天６６４０番地
玉名市天水町小天１１４３－１
玉名市田崎字一本松８３９－５９
玉名郡長洲町清源寺３２４６
荒尾市川登１７７７番地１２
荒尾市荒尾１６９４番地１
荒尾市増永２４５２番地２
荒尾市原万田８４８番１
玉名市玉名字西原２１９４番地
玉名市岱明町野口字塚原６６６番

玉名郡南関町上坂下７８５－４
玉名郡長洲町清源寺３２４６
玉名郡長洲町清源寺４１８－１
荒尾市増永１９０１番地１
玉名市岩崎３８０
玉名市中尾４９４番地１
玉名市天水町小天１１４３－１
荒尾市川登１８６１番１号
荒尾市増永字実盛２８６７番地４
荒尾市万田1648番地3
玉名郡長洲町清源寺７７５－３
玉名郡和水町板楠２８６０－６
玉名郡和水町用木７８６番地１
荒尾市荒尾１６９４番地１

電話番号
0968-62-0657
0968-57-7521
0968-62-5755
0968-73-3375
0968-57-5755
0968-82-3335
0968-82-2236
0968-84-7858
0968-78-0589
0968-68-6205
0968-62-1175
0968-62-7931
0968-62-5755
0968-73-3337
0968-57-5755
0968-53-9126
0968-78-0589
0968-78-6301
0968-64-0404
090-3011-3640
0968-57-7230
0968-82-2236
0968-80-7086
0968-57-7664
0968-62-0099
0968-78-0316
0968-34-3566
0968-86-5753
0968-62-1175

荒尾市
荒尾市
玉名市
荒尾市
玉名市
玉名市
玉名市
南関町
長洲町
玉名市
玉名市
玉名市
玉名市
南関町
荒尾市
南関町
荒尾市
玉名市
玉名市
長洲町
玉名市
長洲町
荒尾市
玉名市

就労支援センター 荒尾市小岱作業所 就労継続支援(Ｂ型) 社会福祉法人 荒尾市社会福祉事業団 荒尾市増永２４５２番地２

ＮＰＯ法人荒尾きぼうの家
あおぞら玉名
サポートセンターＳｕｎ☆フラワー

就労継続支援(Ｂ型)
就労継続支援(Ｂ型)
就労継続支援(Ｂ型)

たまきな荘就労支援センター風工房 就労継続支援(Ｂ型)

就労支援センターほし
ルピカ
通所施設「なかま」
自立支援センター ひまわりの里

就労継続支援(Ｂ型)
就労継続支援(Ｂ型)
就労継続支援(Ｂ型)
就労継続支援(Ｂ型)

たまきな荘就労支援センター風工房 就労移行支援

ルピカ

就労移行支援

たまきな荘就労支援センター風工房 就労定着支援

ＮＰＯ法人 荒尾きぼうの家
株式会社 青空
社会福祉法人きらきら
社会福祉法人 玉医会
社会福祉法人 きらきら
株式会社 カランクラス
社会福祉法人 臼間会
社会福祉法人 濵友会
社会福祉法人 玉医会
株式会社 カランクラス
社会福祉法人 玉医会
社会福祉法人 天水福祉事業会
社会福祉法人 臼間会
社会福祉法人荒尾市社会福祉協議会

天水生命学園
施設入所支援
自立訓練(生活訓練)
通所施設「なかま」
地域療育センターふれあいなかま 児童発達支援
こども発達支援センターどーなつ 児童発達支援 一般社団法人こども発達支援センターどーなつ
こども発達支援センターどーなつあらお 児童発達支援 一般社団法人こども発達支援センターどーなつ
多機能事業所 えんげる
児童発達支援 株式会社 輝
放課後等デイサービス 株式会社 輝
多機能事業所 えんげる
自立支援センターひまわりの里 放課後等デイサービス 社会福祉法人濵友会
放課後等デイサービス 株式会社もんくぅる
多機能型事業所もんくぅる
放課後等デイサービス 合同会社バレイアプラス
くじらのせなか
放課後等デイサービス ここえる 放課後等デイサービス 株式会社まごころジャパン
放課後等デイサービス 社会福祉法人 天水福祉事業会
障害児通所支援事業所 くるり

0968-62-7931

荒尾市原万田字星ヶ谷９５番地１ 0968-62-6089

玉名市岩崎３８０
荒尾市原万田８４８番１
玉名市伊倉北方字一本松２２３１番１

玉名市岱明町西照寺７０７番地
玉名市築地１９１番地１
玉名郡南関町上坂下７８５－４
玉名郡長洲町清源寺３２４６
玉名市伊倉北方字一本松２２３１番１

玉名市築地１９１番地１
玉名市伊倉北方字一本松２２３１番１
玉名市天水町小天字権現下６６４０番地

玉名郡南関町上坂下７８５－４
荒尾市川登五反田１７７７－１２
玉名郡南関町大字関町１７１番地３
荒尾市本井手１５５８番地１１７メゾンド緑ヶ丘２Ｆ

玉名市松木23番地１
玉名市松木23番地１
玉名郡長洲町大字清源寺３２４６番地

玉名市滑石２４０１番１
玉名郡長洲町清源寺４１８－１
荒尾市大島９２－１０
玉名市築地字築地原841番地１

090-3011-3640
0968-62-5755
0968-71-2355
0968-57-3978
0968-72-0777
0968-53-9126
0968-78-0589
0968-71-2355
0968-72-0777
0968-71-2355
0968-82-3335
0968-53-9126
0968-68-6205
0968-53-3003
0968-53-3003
0968-57-7443
0968-57-7444
0968-78-0589
0968-75-2010
0968-78-6301
0968-69-0050
0968-72-7700

④専門的な人材の確保
市町

事業所名

種別

事業者

住所

電話番号

荒尾市

サポートハウスSun☆フラワー

短期入所

社会福祉法人 きらきら

荒尾市原万田８４８－５

玉名市

障害者支援施設 たまきな荘

短期入所

社会福祉法人 玉医会

玉名市玉名字西原２１９４番地 0968-73-3337

荒尾市

サポートハウスSun☆フラワー

グループホーム 社会福祉法人 きらきら

荒尾市原万田８４８－５

玉名市

生活支援センターきらきら グループホーム事業所

グループホーム 社会福祉法人きらきら

玉名市岱明町野口字塚原６７２番１ 0968-57-5755

荒尾市

わがんせ

生活介護

特定非営利活動法人 花梨の家

荒尾市荒尾１６９４番地１

0968-62-1175

荒尾市

サポートセンターＳｕｎ☆フラワー

生活介護

社会福祉法人きらきら

荒尾市原万田８４８番１

0968-62-5755

玉名市

たまきな荘地域福祉センター

生活介護

社会福祉法人 玉医会

玉名市玉名字西原２１９４番地 0968-73-3337

玉名市

障害者支援施設 たまきな荘

生活介護

社会福祉法人 玉医会

玉名市玉名字西原２１９４番地 0968-73-3337

玉名市

生活支援センターきらきら

生活介護

社会福祉法人きらきら

玉名市岱明町野口字塚原６６６番 0968-57-5755

荒尾市

わがんせ

就労継続支援(Ｂ型)

特定非営利活動法人 花梨の家

荒尾市荒尾１６９４番地１

0968-62-1175

荒尾市

サポートセンターＳｕｎ☆フラワー

就労継続支援(Ｂ型)

社会福祉法人きらきら

荒尾市原万田８４８番１

0968-62-5755

玉名市

たまきな荘就労支援センター風工房 就労継続支援(Ｂ型) 社会福祉法人 玉医会

玉名市伊倉北方字一本松２２３１番１ 0968-71-2355

玉名市

たまきな荘就労支援センター風工房 就労移行支援 社会福祉法人 玉医会

玉名市伊倉北方字一本松２２３１番１ 0968-71-2355

玉名市

障害者支援施設 たまきな荘

玉名市玉名字西原２１９４番地 0968-73-3337

玉名市

相談支援センター「いこいば」

特定相談

社会福祉法人 玉医会

玉名市岩崎字灰島47番地1

0968-76-7660

玉名市

有明圏域指定相談事業所 ふれあい

特定相談

医療法人 信和会

玉名市小野尻５番

0968-73-1022

玉名市

たまきな荘就労支援センター風工房 就労定着支援 社会福祉法人 玉医会

施設入所支援 社会福祉法人 玉医会

0968-62-5755
0968-62-5755

玉名市伊倉北方字一本松２２３１番１ 0968-71-2355

⑤地域の体制づくり
市町

事業所名

種別

事業者

住所

電話番号

荒尾市

訪問介護サービス おおしま桜

居宅介護

株式会社 大島桜

荒尾市日の出町１－６

0968-57-7524

荒尾市

わがんせ

生活介護

特定非営利活動法人 花梨の家

荒尾市荒尾１６９４番地１

0968-62-1175

荒尾市

わがんせ

就労継続支援(Ｂ型)

特定非営利活動法人 花梨の家

荒尾市荒尾１６９４番地１

0968-62-1175

玉名市

相談支援センター「いこいば」

特定相談

社会福祉法人 玉医会

玉名市岩崎字灰島47番地1

0968-76-7660

玉名市

有明圏域指定相談事業所 ふれあい

特定相談

医療法人 信和会

玉名市小野尻５番

0968-73-1022

玉名市

コミュニティーセンターりんくる

特定相談

社会福祉法人きらきら

玉名市岱明町野口字塚原６６６番 0968-57-8177

