長 与 町 障 害 者 福 祉マップ
堂崎ノ鼻

和三郎憩いの広場

キャンプ場

大村湾

崎野自然公園

潮井崎公園

ふれあい広場

清水島

長与シーサイドストリート

長与港

諫
早
市

207

町民プール

クリーンパーク長与

テニス広場

多目芝生広場
運動公園広場

海洋スポーツ交流館
町民体育館

長
与

206

時
津
町

①けやき病院デイケアセンター

長崎百合野病院

琴の尾岳

北部地区多目的研修集会施設

207

放課後等デイサービス

㉑クローバーキッズ長与

⑰長崎自立支援センターきずな
⑱ライフ
⑩アトリエらぽ

川

⑥エフステージ
訪問介護 長与
⑦イオンタウン長与 daydream

⑬くれよん

丸田荘

働く婦人の家

長与町公民館・図書館

本川内駅

⑧おーぷんはぁと
⑨ぴゅあはぁと

④チャイルドハート長与

⑲レ・ブラン
⑳ 訪問看護ステーション
日々希

町民文化ホール

高田駅

長与駅
中尾城公園

高田地区公民館

⑫くじらぐもBクラウド

②ホームヘルパーステーション
コスモス

⑪くじらぐもSクラウド

西彼保健所

ふれあいセンター

道ノ尾駅

ひばり園
ぽこあぽこ
⑭
ふれあい工房
あおぞら

⑮長与町社会福祉協議会
⑯長与町相談支援事業所ぬくもり

長与南交流センター

③デイサービス
おもやい

⑤ニチイケアセンター
まなび野

法人名

名称

1 医療法人 新緑会

医療法人新緑会 長崎けやき病院
デイケアセンター

2 医療法人 光善会
3 合同会社おもやい

郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

事業内容

ホームページアドレス
http://keyaki3000.com

アピールポイント
当医院では、日中の通所サービスである「日中一時支援サービス」を実施しています。日中の活動の場として、リハビリ
テーションを中心に、入浴、食事、レクリエーション等のサービスを行います。自立した在宅生活と社会生活=就労等への促
しを支援します。
同じ建物の中に、訪問介護ステーション「コスモス」在宅介護支援事業所があり、ケアマネージャーや看護師との情報の共
有や提供がスムーズに行われる。

8512127
西彼杵郡長与町高田郷3607番地1

095-840-5111
095-840-5112

日中一時

ホームヘルパーステーション「コスモス」

8512127
西彼杵郡長与町高田郷２４４５番地１

095-856-2169
095-857-8821

居宅介護

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおもやい

851-2127
西彼杵郡長与町高田郷1006番地189

095-865-7802
095-860-5152

基準該当生活介護

4 株式会社 チャイルドハート チャイルドハート長与

851-2128
西彼杵郡長与町嬉里郷４５６－３

095-894-1292
095-894-1293

児童発達支援・放課後等
デイサービス

チャイルドハート長与では、挑戦心・達成感・協調心・生きる力を育むため、保育士・整体師・児童指導員などのスタッフが子ども達と共に毎日、笑顔
でたくさん遊び、たくさん学び「楽しい」を大事に療育支援を行っております。専用の畑で、野菜の苗植えから収穫体験、月3回のスイミングスクール検
定会ではもやっております。長期休みには、季節を感じる楽しいイベントが盛りだくさんです。新しい事にチャレンジし、子ども達の可能性を信じ、引き
出し、「将来一人で生きる力を身につけてほしい」が私たちの願いです。

5 株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターまなび野

8512130
西彼杵郡長与町まなび野３－３５－５

095-813-5770
095-813-5774

居宅介護・重度訪問介護 https://www.nichiigakkan.co.jp/

私たちニチイケアセンターまなび野では、ご利用者様が住みなれた環境でいきいきと自分らしく暮らしていけるよう、『お客
様志向』のコンセプトのもと、安心と信頼のサービスを提供してまいります。

6

株式会社 バイタル エフステージ
訪問介護 長与

8512127
西彼杵郡長与町高田郷４７番地

居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、移動支援

暮らしの中でお困りのことは、ご相談ください。お一人様お一人様の状態や状況に見合った生活づくりをサポートします。

株式会社 バイタル

エフステージ イオンタウン長与
daydream

7
8
合同会社 Shin
9

児童発達支援・放課後等デイサービス
おーぷんはぁと
相談支援事業所 ぴゅあはぁと

10 合同会社 虹いろのたね

アトリエらぽ

11

くじらぐも Sクラウド

合同会社くじらぐも福祉会
12

くじらぐも Bクラウド

13

(福)長与町社会福祉協議会
放課後等デイサービス くれよん

851-2131
西彼杵郡長与町北陽台1丁目2番地
１
851-2131
西彼杵郡長与町北陽台１丁目１番５
号
851-2131
西彼杵郡長与町北陽台１丁目１番５
号
851-2127
西彼杵郡長与町高田郷3737番地3

095-855-8829
095-855-8819

http://omoyai.chagasi.com/

南陽台にある20名程の小さなデイサービスです。趣味活動はもちろんスクエアステップマットを中心に、日々体操に遊びに
興じております。いつでも覗いてみて下さい。

https://www.vital-fstage.com/

095-894-1104
095-894-1164

放課後等デイサービス

子供から高齢者までの共生型デイサービスです。『高齢者を敬い、子どもたちを大切に育てる。』そんな当たり前の環境を
目指しています。２つの事業を併設しており、双方の専門職が互いにサポート体制を築いています。

095-894-1171

児童発達支援・放課後等
デイサービス

児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・訪問介護事業所・居宅介護支援事業所・相談支援事業所がある多
機能型施設です。児童発達支援・放課後などデイサービスに関しては３つの事業所が定員通算10名で支援を行っていま
す。

095-894-1173
095-894-1511

指定相談支援事業所

放課後等デイサービスと併設しており、現在は主に児童を担当していることが多いです。相談支援専門員は２人在籍して
おり、男性、女性で従事しているので性別で担当を希望される場合は対応できます。
アトリエらぽは障害をお持ちの方と一緒にモノづくりを行う就労継続支援B型事業所です。当事業所ではステンドグラスをはじめ、布こ

(095)865-6564
就労B
(095)865-6573

851-2126
西彼杵郡長与町吉無田郷2011-29
アールグレイ長与ビル１階
851-2127
西彼杵郡長与町高田郷1179-10 1
階

(095)801-3766
(095)801-3788

851-2124
西彼杵郡長与町丸田郷351-1

095-883-3811
095-883-7802

http://atelierrappo.wixsite.com/toppage もの、手作り雑貨等の制作や一般企業へ出向いて訓練を行う施設外就労を通して、利用者さまが自分らしく生きることをサポートさせ

ていただきます。

生活介護、 日中一時

くじらぐもは、主たる障害が知的障がいの方に利用して頂いています。健康、安全を基本に、「笑顔で過ごし…やろう、やり
たいという気持ち」を支援しています。送迎は、自宅までを基本に行っており、安全に利用して頂くようにしています。

就労B、日中一時

放課後等デイサービス「くれよん」では指導員を多く配置している、遊びの中にビジョントレーニング、感覚統合などを取り入
れながら、ひとりひとりの成長をサポートし、ご家族の気持に寄り添った支援をおこなっています。

放課後等デイサービス

ひばり園
ぽこあぽこ

14
社会福祉法人 長与町社会福祉協議会 ふれあい工房

851-2127
西彼杵郡長与町高田郷2005-2
（ほほえみの家）

(095)855-8518
(095)855-8523

就労B
http://hohoeminoie.info/

地域活動支援センター「ほほえみの家」では、なかまと一緒に畑で収穫した物を使っての調理や手作業などの軽作業で制
作したものをイベントなどで販売し、地域の協力を得て社会復帰が出来るよう支援を行っています。

(095)855-8528
地域活動支援センター
(095)855-8529

あおぞら

就労継続支援B型「ほほえみの家」では、身体・知的・精神に障害がある方がその方の通所できる手段で通い、その方の特
性に合わせた作業内容や環境の中で作業を行い経済的自立うに向けた支援を行っています。

15

社会福祉法人 長与町社会福祉協議会 851-2128
西彼杵郡長与町嬉里郷431-1
訪問介護事業所

095-883-7760
095-883-7802

居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、移動支援、
訪問入浴

経験豊富なヘルパーが、明るく元気にきめ細かな支援を心掛けています。

16

社会福祉法人 長与町社会福祉協議会
長与町相談支援事業所 ぬくもり

095-883-7760
095-883-7802

指定相談支援事業所

何らかの支援を必要とする方（身体・知的・精神・発達に障害のある方）やその家族からの様々な不安や悩み等の相談を
受け、地域で安心して楽しく生活ができるようお手伝いさせて頂きます。ご相談は無料です。

17

特定非営利法人 長崎自立
長崎自立支援センターきずな
支援センターきずな

18 長崎基準寝具有限会社

ライフ

19

レ・ブラン

851-2128
西彼杵郡長与町嬉里郷431-1

851-2127
西彼杵郡長与町高田郷3802番地

(095)883-2434
就労A
(095)883-2400

8512127
西彼杵郡長与町高田郷３８０１－１

095-883-2434
095-883-2400

共同生活援助

095-801-7090
095-894-8926

就労B

心身に障害をお持ちの方や、本格的な就労には体力的に自信のない方などが対象です。訪問看護併設で、健康面に配慮
しながらきめ細やかな支援が可能です。送迎、昼食（栄養士）提供可能です。

095-801-7090
095-894-8926

訪問看護

主に精神面のご病気をお持ちの方の訪問看護を行っております。病状の安定には服薬や生活の中でのちょっとした工夫、
何よりも身近に相談相手が必要です。ご利用者様それぞれのくらしの目標がじつげんできるようお手伝いいたします。

095-887-2226

児童発達支援・放課後等
デイサービス

851-2127
西彼杵郡長与町高田郷2501番地7

株式会社 そらいず
20

訪問看護ステーション日々希

21 社会福祉法人 福陽会

クローバーキッズ長与

851-2128
西彼杵郡長与町嬉里郷660-1

きずなでは全員が最低賃金以上の給与を得て、社会保険、厚生年金にも加入します。働くことを通じて、社会人としての自
覚を促します。グループホームを併設し、働きながら自立した生活ができるようにh支援している事業所です。

http://www.fujimoto-group.jp/office/rk/cg-tokitsu-care

お子様とご家族のお気持ちに寄り添い、一人ひとりに合わせた療育を行っています。ご家族の方が安心し、お子様が安全に過ごせる
場所で、社会性を養えるよう支援していきます。事業所での様子を『見える化』したありのままを伝え、ご家族、学校ともに考え、励まし
あいながら共通認識をもってより良い支援をしていきます。いつでもご相談・お立ち寄り下さい。随時、見学・体験実施中。

