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7 相談支援事業所　パステール 〒868-0302　球磨郡錦町大字一武1644番地 ☎　0966-38-3926

健人堂相談支援事業所 〒868-0081　人吉市上林町802番地1 ☎　0966-27-41685

10 特定相談支援事業所　そらいろ 〒868-0421　球磨郡あさぎり町上東1934番地2 ☎　0966-47-0083

☎　0966-45-0152

相談支援事業所　友愛苑

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西2460番地1 ☎　0966-45-0778

相談支援事業所　ビークル

☎　0966-38-3320

☎　0966-22-1222

〒868-0303　球磨郡錦町西2311番地13指定相談支援事業所　風月

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地56

指定一般相談支援事業所 （地域移行支援・地域定着支援）

・地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院

　等における地域移行の取り組みと連携しつつ、地域移行に向けた支援を行ないます。

・地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が

　不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行ないます。

〒868-0095　球磨郡相良村大字吉野尾987番地50

〒868-0015　人吉市下城本町1486番地4

9

地域生活支援センター　翠（みどり）

11

〒868-0015　人吉市下城本町1486番地4

☎　0966-22-2570

☎　0966-22-2570

コントラスト相談支援事業所  　※休止中

障害者相談支援事業所
障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援等を行なう

他、権利擁護のために必要な援助を行ないます。また、相談支援事業を効果的に実施する為に、総合支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援

事業の実施や地域の関係機関の連携を強化し、社会資源の開発・改善を推進していきます。

1 地域生活支援センター　翠（みどり）

3 相談支援事業所　けやき

就職相談                            就職に向けての支援（登録・相談・職業紹介・定着指導等）を行います。

注）その他、各市町村独自の相談窓口設置もありますので、詳しくは市町村にお尋ねください。

熊本県芦北・球磨　障害者就業・生活支援センターみなよし1

〒868-0026　人吉市合ノ原町461番地2 ☎　0966-22-7022

1 球磨公共職業安定所（ハローワーク）

〒866-0898　水俣市大黒町2-3-18エムズシティー4F ☎　0966-84-9024

3 相談支援事業所　けやき

1

6

8

地域生活支援センター　翠（みどり）

2 相談支援センター　うぐいす

4 指定特定相談支援事業所　すずらん ☎　0966-32-7676

就業・生活相談                   就業生活を実現・継続して頂くための様々なサポートを関係機関と連携して行います。

〒868-0014　人吉市下薩摩瀬町1602番地1 ☎　0966-24-8609

〒868-0042　人吉市蟹作町222番地1 ☎　0966-26-3066

〒868-0025　人吉市瓦屋町1174番地2

2 相談支援センター　うぐいす

　　相 談 窓 口

☎　0966-22-2570

〒868-0042　人吉市蟹作町222番地1 ☎　0966-26-3066

〒868-0026　人吉市合ノ原町461番地2

指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業所
障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、必要な情報提供や援助やサービス等利用

計画の作成を行ないます。

1

☎　0966-22-7022

〒868-0015　人吉市下城本町1486番地4

人吉・球磨地域 ふ く し マ ッ プ



1 地域生活支援センター　翠（みどり） 〒868-0015　人吉市下城本町1486番地4 ☎　０９６６－２２－２５７０ (移）（地Ⅰ）（B）

2 白いキャンバス 〒868-0036　人吉市二日町17番地1 ☎　０９６６－２２－６３９９ （移）（Ｂ）

3 NPO法人　人吉球磨きぼうの家 〒868-0071　人吉市西間上町2533番地６ ☎　０９６６－２４－５６６５ （Ｂ）

4 障害者支援施設　うぐいす 〒868-0042　人吉市蟹作町字西中通222番地１ ☎　０９６６－２６－３０６６ （生）

5 障害者支援センター　わかあゆ 〒868-0042　人吉市蟹作町字西中通222番地１ ☎　０９６６－２６－３０６６ （B）

6 障害者支援センター　希望ヶ丘学園 〒868-0042　人吉市蟹作町字西並木112番地 ☎　０９６６－２３－３９３３ （B）

7 サンサイド 〒868-0071　人吉市西間上町2479-1 ☎　０９６６－２２－８００８ （Ａ）

8 障がい者支援施設　けやき 〒868-0026　人吉市合ノ原町字茎の角461番地2 ☎　０９６６－２２－７０２２ （生）

9 多機能型事業所　  けやき 〒868-0026　人吉市合ノ原町字茎の角461番地2 ☎　０９６６－２２－７０２２ （生）

10 就労継続支援Ａ型事業所　ソーシャルサポート 〒868-0072  人吉市西間下町1042番地1 ☎　０９６６－３２－８２８９ （A）

11 あらた 〒868-0025  人吉市瓦屋町2番地1 ☎　０９６６－３５－６９８１ （B）

12 就労支援センタースマイル 〒868-0023  人吉市北泉田町141番地５ ☎　０９６６－３５－７４３３ （A）

13 デイサービスセンター　いずみ 〒868-0092  人吉市南泉田町70番地3 ☎　０９６６－２８－３３０７ （生）

14 アート工房　クレヨンの森 〒868-0302　球磨郡錦町一武2196番地2 ☎　０９６６－３８－２４３５ （Ｂ）

15 障害者多機能型就労支援　風月 〒868-0303　球磨郡錦町大字西2311-13 ☎　０９６６－３８－３３２０ （生）（B）

16 就労移行支援事業所「絆」 〒868-0301  球磨郡錦町木上北1935番地１ ☎　０９６６－３８－７８７０ （移）

17 地域福祉拠点　小手毬 〒868-0302  球磨郡錦町一武1607番地3 ☎　０９６６－４５ー０１５２ （生）

18 アースアンドあい 〒868-0501　球磨郡多良木町多良木3080番地1 ☎　０９６６－４２－７６８０ （Ａ）

19 地域活動支援センター　
カムワークたんぽぽ 〒868-0502　球磨郡多良木町黒肥地1625番地4 ☎　０９６６－４２－６１１４ （地Ⅲ）

20 TARAKIYA 〒868-0501  球磨郡多良木町多良木1057番地2 　☎　０９０－５３８５－１７４５ （移）（B）

21 湯前町地域活動支援センター　
かぼちゃの家 〒868-0600　球磨郡湯前町1755番地3 ☎　０９６６－４３－２１６３ （地Ⅲ）

22 就労継続支援Ａ型事業所　やまびこ 〒868-0094　球磨郡相良村深水2500番地の51 ☎　０９６６－３５－０４４０ （Ａ）

23 就労支援事業所　友愛苑 〒868-0095　球磨郡相良村柳瀬987番地50 ☎　０９６６－２２－１２２２ （A）（B）

24 障害者支援センター　あさひヶ丘 〒868-0094　球磨郡相良村深水2500番地の65 ☎　０９６６－２４－５６７９ （B）

25 すずな事業所 〒868-0095　球磨郡相良村川辺5464 ☎　０９６６－３５－０７００ （A）

26 就労継続支援A型事業所　ふれあいワーク山江 〒868-0092  球磨郡山江村山田丁字庚申2617番地 ☎　０９６６－３２－８７８８ （A）

27 就労支援センター　御幸 〒869-6401  球磨郡球磨村渡乙1930番地１ ☎　０９６６－３３－０２６５ （A）（B）

28 みずき園 〒868-0424　球磨郡あさぎり町上西688番地 ☎　０９６６－４３－１６８８ （B）（生）

29 第二つつじヶ丘学園 〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地56 ☎　０９６６－４５－０１５２ （生）

30 第二つつじヶ丘学園多機能型事業所 〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地56 ☎　０９６６－４５－０１５２ （B）

31 つつじヶ丘学園 〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵4180番地1 ☎　０９６６－４５－０６６７ （生）

32 つつじヶ丘学園多機能型事業所 〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵4180番地1 ☎　０９６６－４５－０６６７ （自）（B）

33 きづき 〒868-0424　球磨郡あさぎり町上西128番地8 ☎　０９６６－４５－８００５ （A）

34 地域活動支援センター　
あすなりの丘ふぁーむ 〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵1041番地1 ☎　０９６６－４５－５７７７ （地Ⅲ）

35 一般社団法人ウェルフェアホーム　ゆたか事業所 〒868-0408　球磨郡あさぎり町免田東3323番地1 ☎　０９６６－４５－６５１１ （A）

36 就労継続支援A型事業所ブルーバード 〒868-0408  球磨郡あさぎり町免田東1683番地9 ☎　０９６６－４９－２５２５ （A）

通　う（日中活動）

生活介護 介護が必要な方に、施設での入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のための訓練を行ないます。

就労移行支援 就職を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練を行ないます。

就労継続支援B型
通常の事業所で働くことが難しい方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を

行ないます。

地域活動支援センター 創作的な活動や生産活動、社会との交流など様々な活動を行ないます。

就労継続支援A型
通常の事業所で働くことが難しい方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を

行ないます。（雇用契約）
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　住まい・暮らし
短期入所（ショートステイ）     家で介護を行う方が病気などの場合、短期間施設へ入所できます。

1 障がい者支援施設　けやき

〒868-0042　人吉市蟹作町222番地1 ☎　0966-26-3066

2

3

4 短期入所事業所　もり  　　　　　　 　　　※休止中

5

一体型共同生活介護事業所　わかあゆ

☎　0966-26-3066

6

8

医療法人　精翠会（せいすいかい）　グループホーム事業部 〒868-0015　人吉市下城本町1486番地 4

7

グループホーム　きぼう

5

〒868-0026　人吉市合ノ原町字茎の角461番地2

10

みずき園　共同生活援助・共同生活介護事業所 〒868-0424　球磨郡あさぎり町上西688番地

つつじヶ丘学園　グループホーム事業所

7

4 グループホーム　しんあい                  　　　※休止中

6

☎　0966-45-0152

9

〒868-0501　球磨郡多良木町多良木4217番地

2 障害者支援施設　うぐいす

　特別支援学校

☎　0966-22-7022

☎　0966-42-2692

障がい者支援施設　けやき

〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵4180番地1 ☎　0966-45-0667

共同生活援助（グループホーム）共同生活を営むべき住居において相談、入浴・排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行なう。

1

球磨郡公立多良木病院医療型短期入所 〒868-0501  球磨郡多良木町多良木4210番地 ☎　0966-42-2560

☎　0966-32-8685

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地56

グループホームケアホーム事業所　新宮の里

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地56

3 多良木町立多良木学園（障がい児）

4

2

〒868-0026　人吉市合の原町字茎の角461番地2

障がい者支援施設　けやき　医療型短期入所

きぼうのハウス　それーゆ 〒868-0095  球磨郡相良村大字柳瀬2319番地

第二つつじヶ丘学園

☎　0966-22-7022

〒868-0502　球磨郡多良木町黒肥地6525番地38

〒868-0042　人吉市蟹作町222番地1

〒868-0076　人吉市上戸越町455番地１ ☎　0966-22-6385

〒868-0042　人吉市蟹作町222番地１ ☎　0966-26-3066

☎　0966-24-5665

〒868-0026　人吉市合の原町字茎の角461番地2

☎　0966-22-2570

☎　0966-42-3792

障害者支援施設                   施設に入所する方に入浴や排せつ、食事の介護などをします。

1

〒868-0071　人吉市西間上町字今宮2607番地13

5

つつじヶ丘学園

1 球磨支援学校

障害者支援施設　うぐいす

☎　0966-45-0152

つつじヶ丘学園9

第二つつじヶ丘学園

☎　0966-45-01528

第二つつじヶ丘学園　グループホーム事業所 〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地56

〒868-0442　球磨郡あさぎり町深田東445番地2

☎　0966-45-0667〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵4180番地1

〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵4180番地1 ☎　0966-45-0667

☎　0966-22-7022

多良木町立　多良木学園 〒868-0502　球磨郡多良木町黒肥地6525番地38 ☎　0966-42-2692

☎　0966-22-6385〒868-0076　人吉市上戸越町455番地１

友愛苑共同生活援助事業所 〒868-0095　球磨郡相良村柳瀬987番地50 ☎　0966-22-1222

有限会社　おかざき薬局

☎　0966-43-1688

〒868-0303　球磨郡錦町大字西2311番地12 ☎　0966-38-3330

☎　090-2517-6902



〒868-0081　人吉市上林町字幸才1178番地7

　　　　　　　　　　☎　０９６６－２４－３２８８

〒868-0021　人吉市鬼木町659番地1

　　　　　　　　　　☎　０９６６－２６－３０７２

〒868-0081　人吉市上林町802番地1

　　　　　　　　　　☎　０９６６－２７－４１６８

〒868-0026　人吉市合ノ原町字茎の角461番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－２２－７０２２

〒868-0013　人吉市上薩摩瀬町1473番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３５－６３６６

〒868-0303　人吉市五日町72番地　２Ｆ

　　　　　　　　　　☎　０９６６－２５－１１００
〒868-0008　人吉市中青井町292番地4

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３５－６５３７
〒868-0025　人吉市瓦屋町1174番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－２４－３５０１

〒868-0302　球磨郡錦町大字一武2659番地24

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３８－３９２６

〒868-0302　球磨郡錦町一武1643

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３８－３９２６

〒868-0303　球磨郡錦町大字西790番地

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３８－２５２０
〒868-0501　球磨郡多良木町多良木口の坪268番地1
　　　　　　　　　　☎　０９６６－４２－２３６１
〒868-0501　球磨郡多良木町大字多良木1258番地
　　　　　　　　　　☎　０９６６－３５－６０５８
〒868-0503　球磨郡多良木町大字久米2897番地２

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３２－８６１１

〒868-0621　球磨郡湯前町1955番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４３－２１８８
〒868-0606　球磨郡湯前町2626番地1

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４３－３３２７

〒868-0095　球磨郡相良村柳瀬2319番地

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３２－８６８６

〒869-6204　球磨郡球磨村大字神瀬甲字木屋角1138番地1

　　　　　　　　　　☎　０９６６－３４－０６３３

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西3003番地37

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４５－３０３３
〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西2460番地1

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４５－０７７８

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西2460番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４５－０７７８

〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西1260番地4

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４３－１０００

〒868-0424　球磨郡あさぎり町上西222番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４３－１０００
〒868-0451　球磨郡あさぎり町須恵620番地2

　　　　　　　　　　☎　０９６６－４５－８３２３

事前電話予約が必要

きっずスペース　きんいろぽらりす （放課後）

（放課後）

（放課後）

（放課後）

（放課後）ぴーすクラブ２nd

児童発達支援事業所こどもサポートセンター ぴゅーぱ

LSJ　TARAGI

第二パステール

（児発）（放課後）

ねいろ

LSJ（Learning　support　Jyo-shou）

17

18

（児発）（放課後）

（放課後）

2 球磨郡公立多良木病院 〒868-0501　球磨郡多良木町大字多良木4210番地 ☎　0966-42-2560

（児発）・・・児童発達支援　　　　　　（放課後）・・・放課後等デイサービス　　　　　　（訪問）・・・保育所等訪問支援　　　　

（児発）（放課後）

〒868-0005　人吉市上青井町176番地

20

23 健人堂キッズクラブⅡ

☎　0966-22-3121

療育訓練                     言語発達遅滞、構音障害、吃音、知的障害、自閉症、学習障害などの指導及び訓練を行います。

1 医療法人蘇春堂　球磨病院

（児発）

（児発）（放課後）アドバンススクール　しんしん

16

（放課後）

22

（放課後）

15

はぴはうす　ポコ

　療育関係機関

ぴーすクラブ

11

（児発）（放課後）

通所支援事業所 ゆうくらぶ （児発）（放課後）

13

9

10

発達支援ルーム　ＬＳＪ　ＫＵＭＡ

12

14

19

（児発）（放課後）

4

5

6

7

8

こどもサポートステーション　すずらんの森　　 ※休止中

（児発）（放課後）

（※休止中⇒保育所等訪問）

のぞみクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※休止中

（児発）（放課後）

児童発達支援事業所   障がい児等が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう指導及び訓練を行います。

1

2

3

パステール

おひさま広場

ファミリーサポートハウス　みりみり

ＰＣＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※休止中

多機能型事業所 けやき

地域療育センター   療育相談員が障害児（者）等に対し、訪問・外来療育、施設指導を行うとともに保護者等の研修を行います。（発達障害を含む）

1 人吉・球磨圏域地域療育センター 〒868-0081　人吉市上林町字幸才1178番地7 ☎　090-7459-9305

児童発達支援センター   児童発達支援事業所の役割に加え、地域支援の拠点となり、障がい児等の相談や施設への援助・助言を行います。

（児発）（放課後）

（児発）（放課後）

（保育所等訪問）

（児発）（放課後）

1

21 わくワーク広場 おーぶ （児発）（放課後）

一般社団法人自閉症スペクトラム支援センター にじ
（児発）（放課後）

（保育所等訪問）

児童発達支援センター スイスイなかま
（児発）（放課後）

（保育所等訪問）

健人堂キッズクラブ



18 ニチイケアセンター　あさぎり 〒868-0415　球磨郡あさぎり町免田西2659番地 ☎　0966-49-9024

居宅介護事業所

1 つばめケアセンター

2
社会福祉法人　人吉市社会福祉協議会

訪問介護事業所

3 ヘルパーステーションすずらん

ヘルパーステーション　スマイル

5 ニチイケアセンターひとよし

6 ヘルパーステーションいずみ

7 タンポポ訪問介護事業所

4

8 ヘルパーステーション　瑠璃

9 ニチイケアセンターにしき

10 多良木町訪問介護事業所

11 訪問介護センター　うさぎさん

あさぎり町社協ヘルパーステーション

12 社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

13 水上村居宅サービスセンター

16

　行政相談・手続き

1 熊本県球磨地域振興局　福祉課

2 熊本県人吉保健所（保健予防課）

14
社会福祉法人ぺートル会

指定居宅介護サービス事業所

15 山江指定訪問介護事業所

17

3 人吉市役所　福祉課

4 錦町役場　住民福祉課

5 多良木町役場　町民福祉課

6 湯前町役場　保健福祉課

7 水上村役場　保健福祉課

8 相良村役場　保健福祉課

9 五木村役場　保健福祉課

10 山江村役場　健康福祉課

11 球磨村役場　住民福祉課

12 あさぎり町役場　生活福祉課

＊熊本県障がい保健福祉ホームページ　障害者総合支援法　指定事業者一覧　（令和２年１０月１日更新より抜粋）

〒868-0061　人吉市蓑野町字上園35番地4

〒868-0083　人吉市下林町115番地2

〒868-0302　球磨郡錦町大字一武1641番 地

発　行　日 ：令和２年１２月１日

発       行 ：人吉球磨障がい者総合支援協議会 （事務局人吉市福祉課内）

問い合わせ：最寄りの行政窓口及び相談事業所にご連絡ください。

〒868-0501　球磨郡多良木町大字多良木1571番地1

〒868-0501　球磨郡多良木町多良木大字牛頭401番地1

〒868-0623　球磨郡湯前町1693番地37

球磨村指定訪問介護事業所

〒868-0008　人吉市中青井町306番地6

〒868-0072　人吉市西間下町永溝41番地1

〒868-0021　人吉市鬼木町1423-1

〒868-0023　人吉市北泉田町141番地５クオーレ北泉田１F

〒868-0072　人吉市西間下町字一本杉132-1サンマリーンビルⅡ１階

〒868-0007　人吉市下青井町388番地8

〒868-0701　球磨郡水上村大字岩野2678番地

〒868-0093　球磨郡相良村大字川辺1771番地

〒868-0092　球磨郡山江村大字山田甲1373番地の1

〒868-0422　球磨郡あさぎり町上北1874番地

☎　0966-22-5115

☎　0966-24-9192

☎　0966-24-3501

☎　0966-35-7433

☎　0966-24-4311

☎　0966-28-3308

☎　0966-24-1887

☎　0966-32-9439

☎　0966-34-5222

☎　0966-42-1112

☎　0966-43-0233

☎　0966-43-4117

☎　0966-44-0782

☎　0966-35-0861

☎　0966-24-1508

☎　0966-43-6077

〒868-0408　球磨郡あさぎり町免田東1199番地

〒869-6401　球磨郡球磨村渡丙1730番地

〒868-0092　球磨郡山江村山田甲 1356番地1

〒868-0201　球磨郡五木村甲2672番地7

〒868-0094　球磨郡相良村大字深水2500番地1

〒869-6403　球磨郡球磨村大字一勝地乙1番地の5

〒868-0795　球磨郡水上村岩野90番地

〒868-0600　球磨郡湯前町1989番地1

〒868-0595　球磨郡多良木町多良木1648番地

〒868-0302　球磨郡錦町一武1587番地

〒868-0072　人吉市西間下町118番地１

〒868-0072　人吉市西間下町86番地１

〒868-0072　人吉市西間下町86番地１ ☎　0966-22-1040

☎　0966-22-3107

☎　0966-22-2111

☎　0966-38-1112

☎　0966-32-0022

☎　0966-42-1256

☎　0966-43-4112

☎　0966-45-7214

☎　0966-32-1112

☎　0966-23-3978

☎　0966-37-2214

☎　0966-35-1032

☎　0966-44-0313


