
FAX

【1】　定員

メールアドレス shoudai@arao-sfj.jp

【区分4（50歳以上は区分3）以上】
施設入所支援

障害者支援施設　荒尾市小岱作業所

社会福祉法人　荒尾市社会福祉事業団

 お問い合わせ担当者 前
マエ

田
ダ

 康
ヤス

知
トモ

（サービス管理
カンリ

責任者
セキニンシャ

）

定員 40名

http://www.arao-sfj.jp/

開設年月日 平成24年3月1日

併設事業

所在地
〒864-0032
熊本県荒尾市増永2452-2

電話 0968-62-7931 0968-62-7932

ホームページ

生活介護、短期入所、日中一時支援

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　支援の内容

【4】　利用に係る費用

××

身体 知的

利用者の方が自立した日常生活を営むことが出来るような支援を中心に行っています。
休日外出・自立受診・余暇活動（ゲームクラブ・カラオケクラブ）支援など。
夜間は生活支援員2名（22:00まで）22:00～生活支援員1名・夜勤者2名体制で支援していま
す。

支援の内容

高次脳機能 難病精神 発達

×◎ × ×

10,000円/月

個別に必要となるものについては自己負担。

サービス内容・利用料等

日用品費 個別に必要となるものについては自己負担。

金銭管理 1,500円/月

その他

食費
1日3食1,500円(約45,000円/月程度)

＊生活保護や低所得1・低所得2の方は、申請により
補足給付額が支給され、負担が軽減されます。

水光熱費



【5】　アピール

活動内容：利用者のニーズに沿った個別支援計画に基づき、

障がいの程度や特性に配慮し、健康で充実した生活を送る

事が出来るとともに、社会生活を営む適応性や社会生活力

を高める事を目標として、日常生活を通じて生活支援を

行います。

・居室支援・余暇活動支援・外出（休日外出・引率外出）支援

レクレーション・社会見学・金銭管理などを支援しています。

(食　堂）

日課： 7：00～起床 （洗濯室）

7：40～朝食

9：00～午前の活動

12：00～昼食

13：00～午後の活動13：00～午後の活動

16：00～生活支援 （お風呂）

17：30～夕食

18：50～入浴 　　　　居室(4人部屋）

余暇活動

22：00～就寝

　　　（娯楽室）

【6】　マップ＆アクセス

最寄の駅はJR荒尾駅です。

JR荒尾駅下車にて産交バスで荒

尾バスセンター行きに乗車し、

荒尾企業局前バス停で下車（こ

の間乗車時間10分）バス停より

福祉村内の事業所まで徒歩にて5

分程度です。



FAX

【1】　定員

昭和47年9月1日

併設事業

所在地
〒865-0005
熊本県玉名市玉名2194

電話 0968-73-3337 0968-73-5407

ホームページ

生活介護、短期入所

tamakinaso.net

開設年月日

定員 110名

施設入所支援

障害者支援施設 たまきな荘

社会福祉法人 玉医会

 お問い合わせ担当者 岩井
イワイ

　貴洋
タカヒロ

メールアドレス tamakina@jasmine.ocn.ne.jp

【区分4（50歳以上は区分3）以上】

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　支援の内容

【4】　利用に係る費用

個別に必要となるものについては自己負担していただきます。

サービス内容・利用料等

日用品費

金銭管理 印鑑、通帳管理費（500円/月）出納管理費（500円/月）

その他

食費 1,430円（朝食：330円、昼食：550円、夕食550円）

水光熱費 10,000円/月

身体 知的

○ ○ △

介護福祉士による必要な介護、管理栄養士による栄養ケア、看護師による健康管理、理
学療法士・作業療法士による訓練など、各種専門職が障害のある方の暮らしをトータル
サポートします。また、春祭りや夏祭りなどの施設内行事、クラブ活動などの日中活動、年
に数回の外出行事といったプログラムにより楽しみある生活を応援します。

支援の内容

高次脳機能 難病精神 発達

△△◎



【5】　アピール

訓練室が完備されており、
理学療法士や作業療法士
による訓練を受けることが
できます。
また、この場所は月に2回
の音楽療法（外部講師）、
忘年会などの宴会会場とし
ても利活用しています。

福祉機器を利用して、障害の状
態に合わせて安心・快適な入浴
サービスを提供します。

【6】　マップ＆アクセス

【アクセス方法】

○九州新幹線 新玉名駅より車
で５分

○JR鹿児島本線 玉名駅⇒
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

小グループでの日帰り旅行や、
ショッピング、宿泊旅行といった
外出支援も行います。



FAX

【1】　定員

【区分4（50歳以上は区分3）以上】
施設入所支援

障がい者支援施設 天水生命学園

社会福祉法人　天水福祉事業会

 お問い合わせ担当者 松本
マツモト

 優
ユウ

メールアドレス tensui-seimei@oama-hoikuen.jp

http://oama-hoikuen,jp

開設年月日

定員 45名

昭和54年6月1日

併設事業

所在地
〒861-5401
熊本県玉名市天水町小天6640

電話 0968-82-3335 0968-82-3336

ホームページ

短期入所、生活介護、共同生活援助、就労継続支援B型、
相談支援、日中一時支援、地域活動支援センター

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　事業所の特性

【4】　利用に係る費用

毎月、催し物を企画し、外出の機会を設けるなど、入所者の方に楽しみを持って生活してい
ただける環境を提供しています。また、夜間は生活支援員1人、夜勤者2人、体制で支援し
ています。

事業所の特性

高次脳機能 難病精神 発達

×××

身体 知的

◎ 〇 △

11,500円/月

個別に必要となるものについては自己負担していただきます

サービス内容・利用料等

日用品費 相談に応じます

金銭管理 施設職員にて管理

その他

食費 1,350円/月

水光熱費



【5】　アピール

●活動内容

球技活動・体操・ダンス・サーキット・

園内美化活動 歩行訓練

カラオケ・ブロック遊び・ＤＶＤ鑑賞

若宮天子宮参拝毎月１日・１５日

交通訓練　　避難訓練 理学療法士による機能訓練

(  活動の様子  )

●1日のスケジュール

6:30 起床 17:30 排泄誘導

7:30 朝食 18:00 夕食

8:30 排泄・歯磨き 19:00 歯磨き・排泄誘導

8:50 ホームルーム 20:00 就寝準備

9:30 朝礼 20:40 薬服用

10:30 排泄誘導 21:00 就寝

10:40 活動

マット運動  音楽活動　絵画活動

10:40 活動

12:00 昼食

13:00 歯磨き・排泄誘導

13:15 活動 (  イベントの様子  )

14:30 排泄誘導

15:15 毎日入浴

16:30

見学も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

【6】　マップ＆アクセス

排泄誘導・生活支援時間

地図を張り付けてください。作成も可。

目印を記入してください。

産交バス
天水生命学園前下車 徒歩1分



FAX

【1】　定員

【区分4（50歳以上は区分3）以上】
施設入所支援

障害者支援施設　うすま苑

社会福祉法人　臼間会

 お問い合わせ担当者 原田
ハラダ

 正典
マサノリ

（施設
シセツ

長
チョウ

）

メールアドレス uy3hhn@usuma.org

http://www.usuma.org

開設年月日

定員 50名

施設入所支援（障がい児）、生活介護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、

平成元年6月１日

併設事業

所在地
〒861-0822
熊本県玉名郡南関町大字上坂下790

電話 0968-53-9126 0968-53-8460

ホームページ

就労継続支援B型、短期入所、日中一時支援、共同生活援助、相談支援

写真

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　支援の内容

【4】　利用に係る費用

食事支援、排泄支援、健康管理、夜間対応、衛生指導、シーツ交換等
バスハイク・買い物外出・誕生者外出・レクリエーション等

支援の内容

高次脳機能 難病精神 発達

△○○

身体 知的

◎ ○ ○

水光熱費 9,880円/月

電気代（個人のテレビ）120円/月　等　

サービス内容・利用料等

日用品費 個別に必要となるものについては自己負担していただきます。

金銭管理 500円/月

その他

食費   1,430円/日 ・おやつ55円



【5】　アピール

　利用者様それぞれの持っている力を生かし、機能低下に

を行っています。夏祭りや地域のイベントにもご招待いただき

披露しています。

バスハイクや買い物外出、誕生者外出に出掛け気分転換を図り、

充実した毎日が送れるよう支援しています。　

　レクリエーション活動では毎週金曜日の午後に竹太鼓の練習

繋がらないよう見守り、声掛け、支援を行っています。

食事は栄養面を考慮した献立を毎日おいしく摂取困難な利

者様も工夫しながら出来るだけ自力で食べて頂いています。

バスハイク

クリスマス会

うすまの太郎

　

　

　

※見学・体験は随時受け付けております。お気軽にご相談ください。　

　

　

　

　

玉名駅より 10.5ｋ 車で15分

菊水インターより 7.5ｋ 車で13分

南関インターより 9ｋ 車で18分

≪公共交通機関≫

玉名南関線【産交バス】

ウォーキング リサイクル作業



FAX

【1】　定員

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

http://www.usuma.org

開設年月日

就労継続支援B型、短期入所、日中一時支援、共同生活援助、相談支援

施設入所支援

障害児入所施設　陽光学園

社会福祉法人　臼間会

 お問い合わせ担当者 原田
ハラダ

 正典
マサノリ

（施設
シセツ

長
チョウ

）

メールアドレス

施設入所支援（障がい者）、生活介護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、

高次脳機能 難病精神 発達身体 知的

定員 30名

平成元年6月1日

併設事業

所在地
〒861-0822
熊本県玉名郡南関町大字上坂下790

電話 0968-53-9126 0968-53-8460

ホームページ

uy3hhn@usuma.org

【4】　利用に係る費用

基本的生活習慣、療育、日中活動、余暇活動、社会活動の支援支援の内容

高次脳機能 難病精神 発達

○ △〇

身体 知的

◎ 〇 ○

9,880円/月

　その他実費

サービス内容・利用料等

日用品費 園負担

金銭管理 月額500円

その他

食費 1,430円/日 ・おやつ55円

水光熱費



【5】　アピール

　荒尾支援学校へ自宅からの通学困難な児童・生徒が、

陽光学園を家庭代わりとして生活、通学します。

個々の状態、個性に応じた援助、支援を行っています。

　学校生は、学校の時間(日課)を中心としたスケジュ

ールがスムーズに実施できるよう支援します。(平日)

　学校との情報を密に行い、学業における連絡、実習

就職においては保護者、児童相談所等関係機関を交え

た話し合いの場を持ち将来を見据えた支援を行います。 登校（マイクロバス）

洗濯干し

服たたみ

　社会生活をするためのマナーの習得として、礼儀

時間を守る、地域へ出て、様々な体験をする機会を

作ります。個別外出や７月の夏祭り、８月のキャン

プは、利用者が楽しみにしている行事の一つです。

買物 創作活動（たんぽぽ）

農作業

苺収穫前

【6】　マップ＆アクセス



FAX

【1】　定員

【区分4（50歳以上は区分3）以上】
施設入所支援

障害者支援施設 精粋園

社会福祉法人 誠和会

 お問い合わせ担当者 梅原
ウメハラ

　翼
ツバサ

（サービス管理
カンリ

責任者
セキニンシャ

）

メールアドレス

定員 52名

昭和55年6月1日

併設事業

所在地
〒865-0132
熊本県玉名郡和水町萩原1172

電話 0968-86-4355 0968-75-6015

ホームページ

生活介護、短期入所、日中一時支援

seiwa@ked.biglobe.ne.jp

http://www.seiwa-seisui.com/

開設年月日

【2】　対象障がい種別　（◎主たる対象者　○対象者　△相談に応じます  ×対応不可）

【3】　支援の内容

【4】　利用に係る費用

・入浴支援　・排泄支援　・食事支援
・音楽、体育、情操、作業（紙箱づくり、リサイクル活動）等活動
・生活等に関する相談及び助言
・その他の生活に必要な日常生活上の支援

支援の内容

高次脳機能 難病精神 発達

△△△ ◎ △ △

身体 知的

嗜好品、その他（個別支援等に伴う必要経費）

サービス内容・利用料等

日用品費 一部実費負担

金銭管理 預り金管理費として、1,500円/月

その他

食費 1,578円/日

水光熱費 10,000円/月



【5】　アピール

� 朝から元気に、ラジオ体操と坂道歩行を
行なっています！

� 食事は広い食堂で、栄養士の指導の下、
バランスのとれた美味しい食事が提供さ
れています。

� 日中の活動は、作業活動（リサイクルや
お菓子の箱作り）を行なっています。

� その他にも体育活動で体を動かし、音楽
活動でリズム感を養い、情操活動で季節
を感じる、その時期に合わせた調理実習
等も行なっています。

� 開放感のある広い浴室で、ゆっくりと入
浴をして頂けます。

� 平日は看護師が常駐しており、急病にも
迅速に対応しています。
（大塚病院・山鹿回生病院）

【6】　マップ＆アクセス

≪アクセス≫

菊水ICより 車で約12分
植木ICより 車で約16分

（大塚病院・山鹿回生病院）


