
緊急時の受け入れ

障害者支援施設たちばな園(短期)
障害者支援施設阿蘇くんわの里(短期)
ヘルパーステーションあそ(居宅)
福祉サービスセンターほっと館 訪問介護事業所(居宅)
ケアステーションゆう(居宅)
阿蘇さくら草(居宅)
ヘルパーステーションつくし(居宅)
訪問介護事業所 春草苑(居宅)

体験の機会・場

グループホームくんわ(GH) 阿蘇くんわの里（就労移行）
草原の風(GH)
障害者就労センターくんわ技研(就労継続A)(就労継続B)
ウィルアークス(就労継続A)
障がい者支援センター阿蘇きぼうの家(就労継続B)
多機能型事業所阿蘇くんわの里(就労継続B)
インターワーク(就労継続B)(生活介護)
障害者支援施設阿蘇くんわの里(生活介護)(自立訓練(生活訓練))
たちばな園(生活介護)
阿蘇きぼうの家(地活)
時計台(地活)
地域活動支援センター夢屋(地活)

相談支援機能

時計台(委託型)(一般)(特定)
一般相談支援事業所らいふパートナー(委託型)(一般)
特定相談支援事業所らいふパートナー(特定)
児童相談支援事業らいふパートナー(児)
たちばな園相談支援事業所あそ(特定)(児)

専門性

阿蘇圏域障害福祉関係機関 地域の体制づくり

時計台(委託型)
一般相談支援事業らいふパートナー(委託型)
阿蘇市社会福祉協議会
産山村社会福祉協議会
阿蘇市役所 福祉課
産山村役場 健康福祉課

阿蘇圏域地域生活支援拠点
面的整備型 体制図
【中部ブロック】



阿蘇圏域地域生活支援拠点　事業所一覧【中部ブロック】
①緊急時の受け入れ・対応
種別：短期入所・居宅介護
事業所名 種別 住所 電話番号 事業者 主たる障害 所在地 地域
障害者支援施設　たちばな園 短期 阿蘇市三久保７１５番地 0967-32-2100 社会福祉法人蘇幸会 身体・知的 阿蘇市 中部
障害者支援施設　阿蘇くんわの里 短期 阿蘇市黒川４３１番地 0967-34-1100 社会福祉法人やまなみ会 知的・精神 阿蘇市 中部
ヘルパーステーションあそ 居宅 阿蘇市内牧９７６番地の２ 0967-32-1127 阿蘇市社会福祉協議会 身体・知的 阿蘇市 中部
福祉サービスセンターほっと館　訪問介護事業所 居宅 阿蘇郡産山村大利６５７番地２ 0967-25-2233 社会福祉法人やまなみ会 すべて 産山村 中部
ケアステーションゆう 居宅 阿蘇市内牧１２１４番地３２ 0967-32-0307 合同会社ゆう すべて 阿蘇市 中部
阿蘇さくら草 居宅 阿蘇市内牧３２９番地 0967-32-4545 株式会社阿蘇さくら草 すべて 阿蘇市 中部
ヘルパーステーションつくし 居宅 阿蘇市内牧911番地8 0967-32-0162 合同会社つくし すべて 阿蘇市 中部
訪問介護事業所　春草苑 居宅 阿蘇市内牧１１１２番地５ 0967-32-4021 医療法人社団坂梨会 身体 阿蘇市 中部

②相談支援機能
種別：委託型相談支援・一般相談支援・特定(障害児)相談支援事業所
事業所名 種別 住所 電話番号 事業者 ２４時間対応 所在地 地域
時計台 委託型 阿蘇市一の宮町宮地１４１番地 0967-22-5505 医療法人高森会 ○ 阿蘇市 全域
一般相談支援事業らいふパートナー 委託型 阿蘇市内牧182番地1 0967-32-5155 社会福祉法人やまなみ会 ○ 阿蘇市 中部
時計台 一般 阿蘇市一の宮町宮地１４１番地 0967-22-5505 医療法人高森会 ○ 阿蘇市 中部
一般相談支援事業らいふパートナー 一般 阿蘇市内牧182番地1 0967-32-5155 社会福祉法人やまなみ会 ○ 阿蘇市 中部
時計台 特定 阿蘇市一の宮町宮地１４１番地 0967-22-5505 医療法人高森会 ○ 阿蘇市 中部
特定相談支援事業所らいふパートナー 特定 阿蘇市内牧182番地1 0967-32-5155 社会福祉法人やまなみ会 ○ 阿蘇市 中部
たちばな園相談支援事業所あそ 特定 阿蘇市三久保７１５番地 0967-32-2100 社会福祉法人蘇幸会 × 阿蘇市 中部
児童相談支援事業らいふパートナー 障害児 阿蘇市内牧182番地1 0967-32-5155 社会福祉法人やまなみ会 ○ 阿蘇市 中部
たちばな園相談支援事業所あそ 障害児 阿蘇市三久保７１５番地 0967-32-2100 社会福祉法人蘇幸会 × 阿蘇市 中部

③体験の機会・場の確保
種別：日中活動系サービス・地域活動支援センター・グループホーム
事業所名 種別 住所 電話番号 事業者 主たる障害 所在地 地域
障害者就労センターくんわ技研 就労継続A 阿蘇市黒川３９６番地 0967-34-2222 社会福祉法人やまなみ会 知的 阿蘇市 中部
ウィルアークス 就労継続A 産山村大利657番地5 0967-25-2330 社会福祉法人やまなみ会 すべて 産山村 中部
障がい者支援センター阿蘇きぼうの家 就労継続B 阿蘇市西町５３０番地 0967-34-0580 ＮＰＯ法人阿蘇きぼうの家 すべて 阿蘇市 中部
多機能型事業所阿蘇くんわの里 就労継続B 阿蘇市黒川４３１番地 0967-34-1100 社会福祉法人やまなみ会 知的 阿蘇市 中部
障害者就労センターくんわ技研 就労継続B 阿蘇市黒川３９６番地 0967-34-2222 社会福祉法人やまなみ会 知的 阿蘇市 中部
インターワーク 就労継続B 産山村大利657番地3 0967-25-2323 社会福祉法人やまなみ会 すべて 産山村 中部
阿蘇くんわの里 就労移行 阿蘇市黒川４３１番地 0967-34-1100 社会福祉法人やまなみ会 すべて 阿蘇市 中部
たちばな園 生活介護 阿蘇市三久保７１５番地 0967-32-2100 社会福祉法人蘇幸会 身体・知的 阿蘇市 中部
障害者支援施設阿蘇くんわの里 生活介護 阿蘇市黒川４３１番地 0967-34-1100 社会福祉法人やまなみ会 知的・精神 阿蘇市 中部
インターワーク 生活介護 産山村大利６５７番地３ 0967-25-2323 社会福祉法人やまなみ会 すべて 産山村 中部
障害者支援施設阿蘇くんわの里 自立訓練(生活訓練) 阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100 社会福祉法人やまなみ会 知的・精神 阿蘇市 中部
阿蘇きぼうの家 地活(Ⅲ) 阿蘇市西町５３０番地 0967-34-0580 ＮＰＯ法人阿蘇きぼうの家 すべて 阿蘇市 全域
時計台 地活(Ⅰ) 阿蘇市一の宮町宮地１４１番地 0967-22-5505 医療法人高森会 精神 阿蘇市 全域
地域活動支援センター夢屋 地活(Ⅲ) 阿蘇市蔵原626番地 0967-34-0223 NPO法人夢屋プラネットワークス 知的 阿蘇市 中部
グループホームくんわ GH 阿蘇市黒川４３１番地 0967-34-1100 社会福祉法人やまなみ会 すべて 阿蘇市 中部
草原の風 GH 産山村大利６５７番地６ 0967-25-2105 社会福祉法人やまなみ会 すべて 産山村 中部

④専門的な人材の確保
種別：障害福祉関係機関

⑤地域の体制づくり
種別：委託型相談支援・社会福祉協議会・障害福祉担当課
事業所名 種別 住所 電話番号 事業者 所在地 地域
時計台 委託型 阿蘇市一の宮町宮地１４１番地 0967-22-5505 医療法人高森会 阿蘇市 全域
一般相談支援事業　らいふパートナー 委託型 阿蘇市黒川４０６番地 0967-32-5155 社会福祉法人やまなみ会 阿蘇市 中部
阿蘇市社会福祉協議会 社協 阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127 阿蘇市 中部
産山村社会福祉協議会 社協 産山村山鹿488番地3 0967-23-9300 産山村 中部
阿蘇市役所　福祉課 障害福祉 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 0967-22-3167 阿蘇市 中部
産山村役場　健康福祉課 障害福祉 産山村山鹿488番地3 0967-25-2212 産山村 中部


