
〒861-1331　　

〒861-1306　

主たる対象者 主として知的 その他

【支援内容・活動内容】
利用者様の「楽しみ、やりがい」を見つける支援を追求しながら、様々な活動や作業に取り組んでいます。活動の一つ
であるプールは利用者様の経験・意思がきっかけで始めた活動で、参加される利用者も増え、すまいるの中で楽しみの
一つになっている。
〈活動〉農作業、運動、プール、創作、調理実習、陶芸、その他季節に合った行事（花見・夏祭り）やイベント（日帰
り旅行・外食等）があります。
〈何事にもチャレンジ〉一人一人に合った活動内容や作業を見つけ提供することで、自分の得意な分野で発揮出来ま
す。
〈意思決定支援〉はっきりとした意思を伝えることが難しい方に対しても十分なコミュニケーションを図り、思いや考
えを理解し、その人に寄り添ったサービスの提供に取り組んでいます。
〈TEACCHプログラム〉一人一人にの障がい特性を理解し、個々のストレングスを活かすことで、利用者が困ってい
る事を効果的に軽減させます。

　定　員 20名 空き状況 無

提供時間 9：00　　～　　16：０0
　　送
迎

有

FAX番号 ０９６８―４１－５８５３ 担当者 稲田　祐子

事業名 生活介護（通所型）

所在地
熊本県菊池市亘道上　359-2

連絡先
電話番号 ０９６８―４１－５８５１

・フルーツネット作業を中心とした作業農作業（野菜作り等）
・毎月事業所での社会参加活動実施
・パン作り等の創作活動や農作業などを中心とした活動を行っています。また、入浴を希望される方には
火・木曜日に家族湯「湯の蔵」にて入浴支援を行っています。

R3年1月

主たる対象者

連絡先

法人名 社会福祉法人　菊愛会 

【支援内容・活動内容】

その他

提供時間

FAX番号

電話番号

０９６８―２４－９０８４

　　送　迎

熊本県菊池市隈府４７３－１５

主として知的

事業名

社会福祉法人　菊愛会 

生活介護（通所型）

所在地

０９６８―２４－９０８０

9：00　　～　　16：０0

20名

有

芹川　拓郎

法人名

有　　定　員

担当者

R3年1月

空き状況



〒861-1102

〒861-1196

生活介護（通所型）

所在地

電話番号

　　定　員 空き状況

Ｒ3年1月

法人名

事業名

社会福祉法人　合志市社会福祉協議会

有

【支援内容・活動内容】

その他知的・身体

096-223-5625 　
連絡先

高木FAX番号

 熊本県合志市須屋2251-1

提供時間 有（合志市内）8：30　～　　17：30

担当者

主たる対象者

096-242-2271 　

　　送　迎

７名

・日常生活に必要な支援を要する障がいをお持ちの方に対し、日常生活上の支援、創作活動、生産活動その
他身体機能、生活能力向上の為の訓練を提供しています。
定員7名の家族的な雰囲気の中で、仲間との交流も楽しみにしながら一人一人の特性に応じた活動を行って
います。
・身体介護（送迎、食事、機能訓練、入浴、排せつ）
・生産活動
・レクレーション活動（外出、調理、季節行事参加）

Ｒ3年1月

法人名 独立行政法人国立病院機構

事業名 生活介護

所在地
熊本県合志市須屋2656

連絡先
電話番号 096-242-1000

FAX番号 096-242-2619 担当者 植村　安浩

　　定　員 5名 空き状況 有

【支援内容・活動内容】

・リラクゼーション活動
・音楽ムーブメント・リズム体操
・季節の飾り等制作活動
・入浴サービス（1回/週）

提供時間 9：30　　～　　15：30 　　送　迎 無

主たる対象者 重症心身障害者 その他 新規当院外来診察必要



〒861-120１

〒861-1102

R3年1月

生活介護（通所型）

法人名

事業名

空き状況

0968-38-1133

NPO法人　誠桜の樹

　　送　迎

5名

FAX番号 0968-38-1155

【支援内容・活動内容】

その他

■医療的ケアの必要な方の受け入れ
・身体介護全般の支援
・送迎、入浴サービス（毎日）
・音楽、体操、戸外活動、季節に応じた製作、月行事の活動
（動物ふれあい･･･‥ポニー、犬）

有

　　　　　有　※要相談

担当者 西田　明美

主たる対象者 重症心身障がい

Ｒ3年1月

熊本県菊池市泗水町吉富230-1

　　定　員

提供時間

所在地

電話番号
連絡先

9：00　　～　　15：00

法人名 株式会社　紅い華ヘルパーステーション

事業名 生活介護（通所型）

所在地 熊本県合志市須屋　711-1　　　　

連絡先
電話番号 096-341-2088

FAX番号 096-341-2080 担当者 中村　周平

　　定　員 14名 空き状況 ※

提供時間 9:45～16：15 　　送　迎 有

主たる対象者 身体・精神・知的･難病 その他

【支援内容・活動内容】

昼食・入浴・創作活動・社会適応訓練・レクリエーション等
※空き状況はその都度変わりますのでご連絡をしていただき確認
してください。



〒861-1104  

熊本県合志市御代志815-2

〒861-1103

事業名

【支援内容・活動内容】

096-242-2311
連絡先

担当者

20名 有

9：00　　～　　16：00

主たる対象者

R3年1月

　　定　員 空き状況

法人名

096-242-2300

生活介護（通所型）

所在地

電話番号

松本　郁子

社会福祉法人　山紫会

FAX番号

在宅で障がいをお持ちの方に必要な支援、生活全般に関する相談、助言の他、創作的活動の提供、身体機能
や生活能力の向上の為に必要な援助を行います。また、ご本人様、ご家族が安心してサービスが受けられる
よう、個別支援計画を作成します。利用される皆様の能力や適性に応じた様々なサービスを提供し障がいの
ある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

R3年1月

その他身体・知的

提供時間 有　　送　迎

法人名 社会福祉法人　愛火の会

事業名 生活介護（通所型）

所在地 熊本県合志市野々島丸内　2774-4　　　　

連絡先
電話番号 096-242-6811

FAX番号 096-242-6813 担当者 大久保　愛子

　　定　員 15名 空き状況 無

【支援内容・活動内容】

（支援）
相談及び援助・介護・事業所外支援・健康管理
創作的活動の機会の提供、生産活動の機会の提供
（活動）
手織り、園芸、陶芸、クラフト、ジェラード

提供時間 9：00　　～　　16：00 　　送　迎 有

主たる対象者 知的 その他



Ｒ3年1月

〒869-1235　

〒869-1106

【支援内容・活動内容】

・生産活動による機能訓練（プラスチック組立作業、アルミ缶分別）や創作的活動や軽運動、レクレーションを行い、
日中活動の場としてサービスを提供しています。
・食事、入浴、排泄に関して介護を要する利用者に対して一部介助、又は全介助を行っています。
・創作活動（貼り絵、ぬり絵、ビーズ、折り紙、学習（ひらがな、計算）、音楽）
軽運動（ウォーキング、創作ダンス）
レクレーション（室内ボウリング、風船バレー）

提供時間 9：00　　～　　16：00 　　送　迎 有

主たる対象者 知的 その他

FAX番号 096-233-2708 担当者 鶴田 伸也

　　定　員 31名 空き状況 無

所在地 熊本県菊池郡菊陽町曲手　697-2　　　　

連絡先
電話番号 096-233-2705

・創作活動（ちぎり絵、貼り絵、塗り絵など季節に応じた物を作成
・軽運動　週1回のリズム体操（日々のストレッチ体操、ウォーキング・4回/年インストラクター来園）
・軽作業（オイルゲージはめ、パッキンはめ、箱セット、牛乳パック開封、浮力体
・園内活動（カラオケ、プロジェクターシアター、レクリエーション
・地域交流（月1回童謡宅急便）
・全体外出、個別外出（ドライブ、ボウリング、映画、カラオケ等）

Ｒ3年1月

法人名 社会福祉法人　菊陽会

事業名 生活介護（通所型）

　　定　員 空き状況

法人名

事業名

社会福祉法人　秋桜会

生活介護（通所型）

所在地
熊本県菊池郡大津町室1367

9：30～15：30

FAX番号 096-293-9062
連絡先

上野　昌治

電話番号 096-293-9041

担当者

主たる対象者

　　送　迎

15名 有

【支援内容・活動内容】

その他知的

提供時間 有



〒869-1102 

熊本県菊池郡菊陽町原水5651－4

有　　送　迎

NＰＯ法人　チャイルドサポートきくち

FAX番号

個別支援計画に則り、ご利用者の方々の思いを描く時間を過ごす事が出来ます。人生の楽しみとなるような
創作活動や園芸での収穫、健康維持の為の様々なプログラム等多彩にご準備しております。また、医療と連
携をとり疾病の早期発見、早期治療にも取り組みます。

その他知的

提供時間

R3年1月

　　定　員 空き状況

法人名

096-233-2833

生活介護（通所型）

所在地

電話番号

池田　和久

事業名

【支援内容・活動内容】

連絡先
担当者

20名 有

9：00　～　16：00

主たる対象者


