
緊急時の受け入れ

高森寮（短期)
高森町社協 訪問介護事業所(居宅)
西原村社協 訪問介護事業所(居宅)
グリーンウッド(居宅)

体験の機会・場

高森寮グループホーム事業所(GH)
就労支援センターたかもり(就労継続B)
LABみなみ阿蘇(就労継続B)(生活介護)
ナチュラルファームいまここ(就労継続B)
高森寮(生活介護)
高森寮地域活動支援センター(地活)
にしはらたんぽぽハウス(地活)

相談支援機能

時計台(委託型)
高森寮相談支援センター(委託型)(一般)
相談支援事業所たかもり寮(特定)(児)
相談支援センターケルン(特定・児)
相談支援事業所きずな（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)
高森寮相談支援センター(委託型)
高森町社会福祉協議会
南阿蘇村社会福祉協議会
西原村社会福祉協議会
高森町役場 住民福祉課
南阿蘇村役場 住民福祉課
西原村役場 住民福祉課

阿蘇圏域地域生活支援拠点
面的整備型 体制図
【南部ブロック】



阿蘇圏域地域生活支援拠点　事業所一覧【南部ブロック】
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
高森寮 短期 高森町色見字下原口８２２番地 0967-62-1780 社会福祉法人立正福祉会 知的・精神 高森町 南部
高森町社協　訪問介護事業所 居宅 高森町高森１２５８番地の１ 0967-62-2158 高森町社会福祉協議会 身体 高森町 南部
西原村社協　訪問介護事業所 居宅 西原村小森５７２番地 096-279-4141 西原村社会福祉協議会 すべて 西原村 南部
グリーンウッド 居宅 南阿蘇村久石２７０５番地 0967-67-0294 南阿蘇村社会福祉協議会 すべて 南阿蘇村 南部

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
高森寮相談支援センター 委託型 高森町色見８２３番地２ 0967-62-0337 社会福祉法人立正福祉会 ○ 高森町 南部
高森寮相談支援センター 一般 高森町色見８２３番地２ 0967-62-0337 社会福祉法人立正福祉会 ○ 高森町 南部
相談支援事業所たかもり寮 特定 高森町色見８22番地 0967-62-0337 社会福祉法人立正福祉会 ○ 高森町 南部
相談支援センターケルン 特定 南阿蘇村久石2721番地2 0967-67-1606 株式会社南阿蘇ケアサービス × 南阿蘇 南部
相談支援事業所きずな 特定 南阿蘇村大字河陽1454番地2 070-8455-3782 合同会社　春美会 × 南阿蘇 南部
相談支援事業所たかもり寮 障害児 高森町色見８22番地 0967-62-0337 社会福祉法人立正福祉会 ○ 高森町 南部
相談支援センターケルン 障害児 南阿蘇村久石2721番地2 0967-67-1606 株式会社南阿蘇ケアサービス × 南阿蘇 南部
相談支援事業所きずな 障害児 南阿蘇村大字河陽1454番地2 070-8455-3782 合同会社　春美会 × 南阿蘇 南部

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
就労支援センターたかもり 就労継続B 高森町色見字下原口８２３番地１ 0967-62-1780 社会福祉法人立正福祉会 知的・精神 高森町 南部
ＬＡＢみなみ阿蘇 就労継続B 南阿蘇村久石２７１５番地５ 0967-67-1606 株式会社南阿蘇ケアサービス すべて 南阿蘇村 南部
ナチュラルファームいまここ 就労継続B 西原村小森３２６４番地 096-279-3666 ＮＰＯ法人にしはらたんぽぽハウス すべて 西原村 南部
高森寮 生活介護 高森町色見８２２番地 0967-62-1780 社会福祉法人立正福祉会 知的・精神 高森町 南部
ＬＡＢみなみ阿蘇 生活介護 南阿蘇村久石２７１５番地５ 0967-67-1606 株式会社南阿蘇ケアサービス すべて 南阿蘇村 南部
高森寮地域活動支援センター 地活(Ⅰ) 高森町色見323番地2 0967-62-0337 社会福祉法人立正福祉会 知的・精神 高森町 南部
にしはらたんぽぽハウス 地活(Ⅲ) 西原村小森３２６４番地 096-279-3666 ＮＰＯ法人にしはらたんぽぽハウス すべて 西原村 南部
高森寮グループホーム事業所 GH 高森町色見８２２番地 0967-62-1780 社会福祉法人立正福祉会 知的・精神 高森町 南部
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

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
高森寮相談支援センター 委託型 高森町色見８２３番地２ 0967-62-0337 社会福祉法人立正福祉会 高森町 南部
高森町社会福祉協議会 社協 高森町高森1258番地1 0967-62-2158 高森町 南部
南阿蘇村社会福祉協議会 社協 南阿蘇村久石2705番地 0967-67-0294 南阿蘇村 南部
西原村社会福祉協議会 社協 西原村小森572番地 096-279-4141 西原村 南部
高森町役場　住民福祉課 障害福祉 高森町高森2168番地 0967-62-2911 高森町 南部
南阿蘇村役場　住民福祉課 障害福祉 南阿蘇村河陽1705番地1 0967-67-2702 南阿蘇村 南部
西原村役場　住民福祉課 障害福祉 西原村小森3259番地 096-279-3113 西原村 南部


