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■放課後等デイサービス事業所基礎情報リスト

1 宮崎市末広二丁目2番11号 びーだまクラブ (株) 祐脩 10 (0985) 41-7603 月～土 8:00～18:00 10 知的、発達 小１～小６ － 電話

2 宮崎市大工3丁目342番3Ｆ 大地 (一社) 誠樹会 10 (0985) 89-2852 月～土 8:00～18:00 12 知的、発達 小１～高３ － 電話

3 宮崎市和知川原3丁目72番地 はっぴいすぽっとＤｏ！ (福) げんき 10 (0985) 27-8922 月～金 9:30～17:00 8 知的、発達 小１～高３ － 電話、HP

4 宮崎市祗園3丁目35番地 まつばしＫＩＤＳ (有)  松橋こども支援センター 18（8） (0985) 83-0673 月～金 10:00～17:00 18 知的、発達（肢
体不自由）

小１～高３ － 電話

5 宮崎市花ヶ島町入道2230－4イースヒルズ101号 ブランコサポート (同) シーソー 10 (0985) 75-0415 月～金 9:00～18:00 10 発達 小１～小６ － 電話、メール

6 宮崎市大字瓜生野1627番地８ 放課後等デイサービスら・ぽるて (株) にじいろ 10 (0985) 89-5927 月～土 8:30～17:00 13 知的、情緒 小１～高１ － 電話、メール

7 宮崎市神宮東2丁目6番1号 ふぁいん神宮 (株) アライヴ 10 (0985) 71-2901 月～土 10:00～17:00 10 身体、精神、
知的、発達

小１～小６、中１ － 電話

8 宮崎市島之内字永池9213番地131 大地しまのうち (一社) 誠樹会 10 (0985) 86-8110 月～土 8:00～18:00 10 発達 小１～小６ － 電話

9 宮崎市大字島之内1809-3 ひなたかれっじ (株) ウィズワン 10 (0985) 28-1535 月～土 10:00～16:00 10 知的、発達 － － 電話、SNS

10 宮崎市島之内7312ｰ1 児童デイサービス・アニマート宮崎しまのうち (株) アトラス 10 (0985) 72-9201 月～土 9:00～17:30 15 知的、発達 小１～小６ － 電話

11 宮崎市島之内3535番地2 多機能型障がい児通所支援事業所みなみ (株) オファサポート 10 (0985) 39-5522 月～金 9:00～18:00 10 知的、発達 小１～中２ － 電話

12 宮崎市大字芳士今出2530番地5 多機能型児童発達支援事業所日向の杜 (福) 清樹会 10 (0985) 82-8811 月～金 9:00～17:00 5 発達 小１～小６ － 電話

13 宮崎市佐土原町下那珂字山崎7983番１ 放課後等デイサービスオレンジリーフ NPO オレンジ 20 (0985) 74-4511 月～土 8:30～17:00 20 身体、知的、
発達、重心、医ケア 小1～高３ ①、② 電話

14 宮崎市佐土原町西上那珂6923－2 おれんじ・すまいる NPO オレンジ 10 (0985) 74-4688 月～金 8:30～18:00 10 身体、知的、
精神、発達、重心等 小１～高３ － 電話

15 宮崎市大島町南窪850-3 放課後等デイサービスいっぽ (同) 福祉支援センター　ふぁみりあ 10 (0985) 88-3623 月～金 9:30～17:15 12 身体、知的、
精神、発達

小１～小６ － 電話

16 宮崎市柳丸町108－1 ドリトル柳丸 (株) Ｄｏ Ｌｉｔｔｌｅ 10 (0985) 73-8108 月～土 9:30～17:00 15 知的、発達 中１～高３ － 電話

17 宮崎市柳丸町74-10 みつばちキッズ柳丸 (株) みつばちキッズ 10 (0985) 26-4723 月～土 9:00～15:30 12 身体、知的、
発達

小１～中１ － 電話

18 宮崎市中村西3丁目7番地16 みつばちキッズ大淀 (株) みつばちキッズ 10 (0985) 51-4660 月～土 8:30～17:00 12 知的 小１～高２ － 電話

19 宮崎市淀川1丁目3-22 ゆめの花 NPO ラポール絆 10 (0985) 71-2054 月～金 10:30～17:30 10 身体、知的、
精神、発達

小１～高３ － 電話

20 宮崎市大字赤江61番地１ ピースみらい (同) みらい 20 (0985) 89-5182 月～土 9:00～18:00 20 知的、発達 小１～高３ － 電話

21 宮崎市大字恒久3丁目19－9 スマイルシード恒久 (株) リトルフェニックス 10 (0985) 34-9563 月～土 8:00～17:00 15 知的、発達 小１～小６ － 電話

22 宮崎市恒久6919－14 学遊館つねひさ (有) サン・グロウ 10 (0985) 64-2420 月～土 10:30～16:00 10 知的、発達 小１～小６ － 電話

23 宮崎市大字恒久4942番地4 こすもす NPO パトリ 10 (0985) 69-2692 月～土 9:30～17:00 10 知的、発達 小１～小６ － 電話

24 宮崎市大字本郷北方字大迫3911番地3 スポーツパークBASIS (株) a-project 10 (0985) 88-1050 月～土 8:00～18:00 15 知的、発達 小１～高３ － 電話

25 宮崎市大橋一丁目88-3 スタジオミント (有) 介護とリハビリ研究所 10 (0985)72-8955 月～土 9:00～18:00 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

26 宮崎市大塚町宮田2891番地 Grow-up松橋 (有) 松橋こども支援センター 10 (0985) 45-0141 月～金 10:00～17:00 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

27 宮崎市高岡町花見5496-1 Ｔ．Ｈ．Ｓ．ＲａＣｏｏ！ NPO 吹矢de元気！協会 7 (0985) 82-5809 月～土 9:30～17:00 12 重心、医ケア 小１～高３ ①～⑪ 電話
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28 宮崎市清武町木原6294番地 ドリトル清武 (株) Ｄｏ Ｌｉｔｔｌｅ 10 (0985) 89-2900 月～土 10:00～17:00 14 知的、発達 中１～高３ － 電話、メール

29 宮崎市清武町木原字尾ノ下146-1-1 enjoyきっず NPO ｗｉｔｈ 10 (0985) 89-3189 月～金 10:00～17：30 12 知的、発達、
自閉症、ダウン症 小４～中３ － 電話

30 宮崎市清武町加納丙1133番地1 ピースヒルみらい (同) みらい 10 (0985) 64-9320 月～土 9:00～18:00 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

31 宮崎市清武町加納甲1736-2 ドリトル加納 (株) Do Ｌｉｔｔｌｅ 10 (0985) 71-1987 月～土 10:00～17:00 15 知的、精神、
発達

中１～高３ － 電話

32 宮崎市清武町池田台4番地11 リボン NPO 子ども虐待防止みやざきの会 10 (0985) 64-9940 月～土 9:00～17:00 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

33 宮崎市清武町新町2丁目1-1 放課後等デイサービスHAPPYWORKS (同) ワークス 10 (0985) 69-1778 月～土 10:00～16:00 30 発達 小１～小６ － 電話

34 宮崎市田野町甲2910-24 放課後等デイサービスさくら (同) さくら 10 070-5400-5466 月～土 9:00～15:30 10 知的、発達 小１～小６ － 電話

35 宮崎市田野町乙9499-1 チューリップ (同) Quartet 10 (0985) 64-8742 月～金 10:00～16:00 13 知的、発達 小１～高３ － 電話

36 宮崎市青島2丁目6-11セゾン青島 スマイルシード青島 (株) リトルフェニックス 10 (0985) 65-1182 月～土 8:00～17:00 15 知的、発達、
身体、重心

小１～中３ － 電話、メール

37 宮崎市清水2丁目7番10号高木ビル2階 GoodJobs (株) ボラシェア 10 (0985) 31-5519 月～木、土 10:00～16:00 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

38 宮崎市霧島2丁目6番地2山春ビル霧島1階 放課後等デイサービスHAPPYWORKS宮崎校 (同) ワークス 10 (0985) 66-1949 月～土 10:00～16:00 13 発達 小１～小６ － 電話

39 宮崎市大字瓜生野2157番地1 こどもプラス宮崎教室 (同) くろーばーライフ 10 (0985) 41-1168 月～土 8:30～17:30 15 発達 小１～小６ － 電話

40 宮崎市大字島之内字永池9212番地102 ピスティスみやざき NPO ピスティス 10 (0985) 65-8470 月～金 10:00～17:00 10 知的、発達 小１～中３ － 電話

41 宮崎市佐土原町下那珂3428番地 放課後等デイサービスはるぐち （福） 明照福祉会 10 (0985) 78-0780 月～金 8:25～17:10 10 知的、発達 小１～小５ － 電話

42 宮崎市大島町立野1477番地１ しんがくどう宮崎 （株） みやと 10 (0985) 89-3100  月～土（土曜日は第1･第3･第5週のみ）10:00～18:00 30 知的、脳性麻痺 小１～高３ － 電話

43 宮崎市潮見町20-3Ko Olina　Shiomi1階 スマイルシード潮見町 (株) リトルフェニックス 10 (0985) 31-7099 月～土 8:00～17:00 15 発達 小１～小６ － 電話

44 宮崎市昭和町82番地1クアルタ・カーサ2階 放課後等デイサービスHappinessLife (同) SweetHappiness 10 (0985) 26-2601 月～土 9:00～16:00 10 発達 小１～中３ － 電話

45 宮崎市淀川3丁目10-12 学遊館おおよど (有) サン・グロウ 10 (0985)64-9500 月～土 10:30～16:00 10 知的、発達 小５～高３ － 電話

46 宮崎市恒久6629番地 放課後等デイサービスにじいろホース (同) オレンジファーム 10 (0985) 53-2553 月～水、金、土 10:00～16:30 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

47 宮崎市まなび野2丁目25番地6 放課後等デイサービス
寺子屋MOMO (株) 寺子屋MOMO 10 (0985)69-5033 月～金 10:00～17:00 14 身体、知的、

精神、発達
小１～高２ － 電話

48 宮崎市大塚町宮田2872番地1みふね第2ビル101号室 多機能型障がい児通所施設りじょいす (株) ティーアール 10 (0985)67-6310 月～土 8:00～17:00 10 身体、知的、
精神、発達

小１～中３ － 電話、HP

49 宮崎市大塚町大迫南平4485－1加田屋大塚ビル103号 enjoyきっず大塚 NPO with 10 (0985)73-8273
月～土

（土曜日は第1･第3･第5週
のみ）

10:00～17:30 11 知的、発達、
ダウン症

小３～高３ － 電話

50 宮崎市大字有田317番地1 デイハウスみずたま (同) グランデール 12 (0985) 47-8011 月～土 9:00～17:30 3 身体、知的、
重心、医ケア

小１～小６ ①、②、③、⑤ 電話

51 宮崎市清武町木原4257番地7 放課後等デイサービス事業所ひまわり学園 （福） 宮崎県社会福祉事業団 20 (0985) 85-8220 月～金 10:00～19:00 12 知的、発達 小１～高３ － 電話

52 宮崎市清武町加納3丁目24番地2 enjoyきっず加納 NPO with 10 (0985)34-9634
月～土

（土曜日は第1･第3･第5週
のみ）

10:00～17:30 12 知的、発達、
自閉症、ダウン症 小１～高３ － 電話

53 東諸県郡国富町大字竹田228ｰ7 放課後等デイサービス麦わらぼうし (福) エデンの園 10 (0985) 72-6400 月～土 8：30～17：15 15 知的、発達 小１～小６ － 電話

54 東諸県郡国富町大字竹田1613－9 放課後等デイサービスふぁくとりーくらぶ (有) 一期一会 15 (0985) 75-3777 月～金 9：00～18：00 15 知的、発達 小１～高３ － 電話
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※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他
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1 西都市小野崎1-6小野崎ハイツ106 放課後等デイサービスれもん (同) さくら会 10 (0985) 69-2412 月～土 9:00～19:00 10 知的、発達、重心、精神小１～高３ ①②③⑧ただし曜日による 070-4700-2596

2 西都市中妻1丁目72番地 レインボーパーク (学) 西都学園 10 (0983) 43-5800

3 西都市妻町3丁目129番地 はぐはぐ子ども村西都 NPO ふぁむ・ふぁーむ 10 (0983) 42-1556 月～金 13:00～17:00 5 知的、発達 小1～小2 － 電話

4 西都市大字右松字北鶴717-8西都テナント ＧＩＦＴ (株) ＧＩＦＴ 10 (0983) 32-1400

5 児湯郡高鍋町大字北高鍋4591番地 放課後等デイサービスももたろう (同) 桃 10 (0983) 32-5633 月～土 8:30～17:00 10 知的、発達 小１～高３ － 電話

6 児湯郡高鍋町南高鍋9922-1 新ピスティス NPO ピスティス 10 0983-23-0150 月～土 10：00～18：00 15 知的、発達 小１～中３ － 電話

7 児湯郡高鍋町大字南高鍋6813-5 ひなたかれっじ高鍋 (株) ウィズワン 10 (0983) 30-1700

8 児湯郡高鍋町上江7785番地 はぐはぐ子ども村高鍋 NPO ふぁむ・ふぁーむ 15 （0983）32-9907 月～金 15時～17時 5 知的・発達 小1 －

9 児湯郡新富町三納代字薗田2197番地5 まーぶるクラブ (株) 祐脩 10 (0983) 33-5253 月～土 8:00～18:00 12 知的、発達 小１～小６ － 電話

10 児湯郡新富町三納代字薗田2197番地5 サポートセンターなちゅれ (株) 祐脩 10 (0983) 33-5253 月～土 8:00～18:00 12 知的、発達 小１～小６ － 電話

11 児湯郡新富町富田東2丁目1番地2 スポーツパークＢＡＳＩＳ新富 (株) a-project 10 (0983) 32-7333

12 児湯郡新富町大字新田8339番地 まむの樹 NPO ライフカンパニー新富 20 (0983) 33-5033

13 児湯郡木城町大字高城3888番地1 多機能型通所事業所ぴゅあらんど光の手 (有) さくら
5

(5) (0983) 32-2243

14 児湯郡川南町大字川南19403番地4 独立行政法人
国立病院機構宮崎病院

(独) 国立病院機構宮崎病院
5

(5) (0983) 27-1036

15 児湯郡川南町大字川南23612の2 育成サポート友遊川南 (株) 常喜 10 080-4156-8675 日～土 9:00～18:00 15 知的、発達 小１～高3 － 電話

16 児湯郡都農町大字川北5268番地37 放課後等デイサービスポニーフレンドクラブ (同) ホットフィーリングカンパニー 10 090-5745-8027 月～日(木曜定休) 9：30～17:00 15 発達 小１～高３ － 電話

西
都
・
児
湯
地
区

※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他
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1 都城市金田町3131-1 放課後等デイサービス
ポコアポコ

(株) ＬＩＢＥＲＴＡ 10 (0986) 36-5517

2 都城市太郎坊町2065番地2 アシストプラザ (株) アシストプラザ 10 (0986) 77-1497

3 都城市小松原町1141番地
都城子ども療育センター
ひかり園

(福) 光生会
5

(5) (0986) 23-9566

4 都城市小松原町6街区11号 まぜまぜハートさらだ NPO さらだ 10 (0986) 46-3717 月～金 9:00～16:00 10 知的、発達 小1～中3 － 電話

5 都城市北原町10－8 ツナグ (株) ｔｓｕｎａｇｕ 10 (0986) 36-6670 月～土 10:00～17:30 15 知的、発達 小1～高1 － 電話

6 都城市前田町1291－1 こども通所支援サービス
じりつ

(株) じりつ 10 (0986) 36-7461 月～金 9:00～18:00 15 知的、発達 小１～小６ － 電話

7 都城市立野町3849番1 放課後等デイサービスカラーズ２ (株) ライフウェル
5

(5) (0986) 36-5197

8 都城市若葉町73号3番地3 放課後等デイサービスジオケア (株) ＬＩＢＥＲＴＡ 10 (0986) 77-8610

9 都城市金田町3131-1 2階 放課後等デイサービス
ポコアポコアニマ

(株) ＬＩＢＥＲＴＡ 10 (0986) 77-5863

10 都城市梅北町11848番地 はらっぱ (福) こころ 10 (0986) 36-5875

11 都城市梅北町12225番地 はらっぱ２ (福) こころ 10 (0986) 39-4905

12 都城市中町9街区11号 SecondHouse (株) NEO　FIRST 15
(5) (0986) 23-6018 月～金 8：00～17:00 10 知的、発達、

重心
小１～高３ ⑤、⑧ 電話

13 都城市中町９街区１４号２階 Second House step (株) NEO　FIRST 10 (0986) 77-0224 月～金 8：00～17:00 10 知的、発達 小１～小６ ⑤、⑧ 電話

14 都城市姫城町11街区29号 花ことば (同) 押し花 10 (0986) 80-6068 月火木金土 9:00～18:00 10 知的、発達 小1～小6 － 電話

15 都城市甲斐元町5-3810 スマイル (株) TakProject 10 (0986) 36-5603

16 都城市鷹尾3丁目3-17 ふうせん NPO ふうせん 10 (0986) 51-5124 月～土 7：30～17：00 15 知的、発達 小1～小3 －

17 都城市鷹尾3丁目26-23-1 放課後等デイサービストムソーヤ (株) ノープロブレム 10 (0986) 26-3335 HP

18 都城市南鷹尾町37-11 ツナグ鷹尾 (株) ｔｓｕｎａｇｕ 10 (0986) 80-3237 月～土 9:00～17:30 15 知的、発達 小１～中１ － 電話、ＨＰ

19 都城市都島町210番地106 放課後等デイサービスいちご (株) 一期 15 (0986) 36-6011 月～金 9:00～18:00 18 知的、発達 小１～高３ － 電話

20 都城市久保原3-14-1 スマイル五十市 (株) TakProject 10 (0986) 77-8697

21 都城市志比田町5324-1 プロスペール (株) りっしん 10 (0986) 36-5316

22 都城市志比田町4988番地11 放課後等デイサービス事業所ゆいまーる (福) ゆいまーる 10 (0986) 21-6665 月～金 9:00～18:00 12 身体、知的 小１～高３ － 電話

23 都城市上水流2486番地2 放課後等デイサービス
キッズラボ

(株) ＬＩＢＥＲＴＡ 10 (0986) 58-7703

24 都城市上川東4丁目3号9番 放課後等デイサービスデイジー (福) みのり福祉会 10 (0986) 22-2335 月～土 9:00～17:30 15 知的、発達 小１～高３ － 電話

25 都城市年見町30-1-2-1 放課後等デイサービスとしみ (福) キャンバスの会 10 (0986) 36-5683

26 都城市北原町12-14 SecondHousePlus (株) NEO　FIRST 5
(5) (0986) 77-0024 月～金 8：00～17:00 5 知的、発達、重心 小１～高３ ①～⑫ 電話

27 都城市下長飯町669-5 はらっぱ３ (福) こころ 10 (0986) 39-0125

28 都城市志比田町11109-8 ふうせん２ NPO ふうせん 10 (0986) 51-5124 月～土 7：30～17：00 15 知的、発達 小4～中1 － HP

29 都城市野々美谷町2943番地１
放課後等デイサービス
あいりす１２

(福) アイリス向陽会 20 (0986) 36-1045 月～金 9：00～18：00 20 知的、発達、
身体

小1～小6 ②、③、⑧ 電話

30 都城市大王町11街区14号 放課後等クラブたろうくん （株） ＦＢ１５ 10 (0986) 46-2285 月～土 8:30～17:30 10 発達 小１～小４ － 電話

31 北諸県郡三股町樺山3002-2 いっぽのひかり (福) 心耕福祉会 15 (0986) 51-8300 月～金 8:30～18:00 15 知的、発達 小１～小６ － 電話

32 北諸県郡三股町稗田40番地13 ぐろーあっぷ三股 (株) peace of mind 10 (0986) 51-8321

33 北諸県郡三股町蓼池1965番地１ あさひがおか NPO 笑福会 10 (0986) 36-7227

34 北諸県郡三股町大字樺山3512-3 学校法人相愛学園　児童発達通所施設たいよう (学) 相愛学園 10 (0986) 52-3893 月～土 13：00～17：30 5 発達 小1～高3 － 電話

都
城
・
北
諸
県
地
区

※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他
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1 延岡市松山町453-1 スポーツスタジアムはーと (有) はーと介護 20 (0982) 20-0855 月～土 8：30～17：30 25 知的、発達 小1～高3 ③ 電話・HP

2 延岡市古川町57－1 はーとラーニングプレイス (有) はーと介護
25
(5) (0982) 32-2779 月～土 8：30～17：30 25 知的、発達、身体、重

心、医ケア
小1～高3 ①～⑫ 電話・HP

3 延岡市野地町４丁目3535番地１
放課後等デイサービス
ひまわり

NPO sunクラブひまわり 20 (0982) 20-0018 月～金、土（月

２回）
10:00～18:00 25 知的、発達 小１～小５ － 電話

4 延岡市野地町4丁目3531番地2 放課後等デイサービス事業所なかま NPO sunクラブひまわり 10 (0982) 20-0363

5 延岡市天神小路312番地4 レスパイトサービスあるたす (同) レスパイトサービスあるたす 10 (0982) 21-6148 月～土 7:00～19:00 0 知的、発達 小１～小６ － 電話

6 延岡市天神小路310番地37 放課後クラブいんくる (同) レスパイトサービスあるたす 10 (0982) 27-4061 月～土 7:00～19:00 0 知的、発達 小１～小６ － 電話

7 延岡市古城町4丁目49番地 延岡こども発達支援センターさくら園 NPO げんき 10 (0982) 35-8535 月～金 8：45～17：30 15 身体、知的 小1～中2 ①、② 電話

8 延岡市古城町4丁目49番地 延岡こども発達支援センターさくら園 NPO げんき
5

(5) (0982) 35-8535 月～金 8：45～16：45 5 重心 小3～高1 ①、②、③、④、⑧ 電話

9 延岡市出北4丁目2438番地1 Wa (株) Wa 10 (0982) 20-5232 月～土 8：30～18：00 15 発達、知的 小１～小６ － 電話

10 延岡市塩浜町2丁目1799番地20 放課後等デイサービスアミ (同) エール 10 (0982) 27-5353 月～土 8:00～18:00 10 知的、発達 小１～小６ － 電話

11 延岡市塩浜町1丁目1622番地 コパン (同) エール 10 (0982) 27-5353 月～土 8:00～18:00 10 知的、発達 中１～高３ － 電話

12 延岡市平原町2丁目1196番地5 放課後デイふぁみりー (有) ウエルネスケア 10 (0982) 35-4455

13 延岡市大武町5297番地1 放課後等デイサービスあのね (福) 愛育福祉会 10 (0982) 26-5715 月～土 9:00～17：00 10 知的、発達 小1～小６ ①、⑪ 電話

14 延岡市大貫町1丁目3008番地17 ジョブトレーニングスクール (株) fois 10 (0982) 35-5320 月～日 9:00～16：00 12 知的、発達 中1～高3 － 電話

15 延岡市出北4丁目2438番地1 Ｂ－Core．Club NPO 株式会社Ｗａ　　Ｂ－Core．Club 10 0982-20-8500 火～土 9:00～18:00 13 発達、知的 小１～小６ － 電話

延
岡

※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他
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1 日向市新生町１丁目92番地 もくせいクラブ (福) 浩和会 20 (0982) 54-3010 月～土 8:00～16:00 15 知的、発達 小１～高３ － 電話

2 日向市大字塩見11652番地 瀧井病院つくし (医) 慶城会
5

(5) (0982) 52-2409

3 日向市春原町2丁目28番地 放課後等デイサービスにじの森 (福) ひまわり会 10 (0982) 54-3006 月～金 8:00～17:00 11 知的、発達 小1～小6 － 電話

4 日向市大字日知屋字木原16330－1 ラキーノ日知屋 (同) Ｒａｋｉｎｏ 10 (0982) 95-0673

5 東臼杵郡門川町上町2丁目24番地 門川さくらんぼ保育園 (福) かえし 10 (0982) 63-1624 月～土 8:00～17:00 15 知的、発達 小１～小６ － 電話

6 東臼杵郡門川町南町4丁目104番地 ひゅっげレスパイトサービス (同) ひゅっげレスパイトサービス合同会社 10 (0982) 60-1330 月～土 9:30～17:30 15 知的、発達 小１～中2 － 電話、SNS

7 東臼杵郡門川町中須5丁目18 子どもステーションえんがわ (同) レスパイトサービスあるたす 10 (0982) 21-6148 月～土 7:00～19:00 3～5 知的、発達 小１～小６ － 電話

8 東臼杵郡門川町西栄町3丁目3-8 そよ風らんど (株) 萬葉 10 (0982) 63-0892 月～土 8:30～17:30 13 身体、知的、
精神、発達

小学生～高校生 ⑫ 電話

9 日向市大字平岩12398番地2 おはな （同） Toto 10 (0982)60-2894 月～土 9:00～18:00 10 発達 小１～小６ － 電話

日
向
・
東
臼
杵
地
区

※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他
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1 日南市油津1-4-21 放課後等デイサービス
Ｒａｉｎｂｏｗ

NPO Happy　Crayon 30 (0987) 23-4215

2 日南市中平野1丁目7番地2 就労準備型放課後等デイサービス事業所さんぽ NPO さんぽ 10 (0987) 23-5528 月～土 9:00～18:00 15 知的、発達 小5～高2 － 電話

3 日南市瀬西1丁目1番地11 放課後等デイサービスわくわく NPO さんぽ 20 (0987) 23-5528 月～土 9:00～18:00 25 知的、発達 小1～中1 － 電話

4 日南市大字風田3585番地 風の子 (福) つよし会 20 (0987) 23-5336

5 串間市大字西方5320番地5 ひだまり (社) 虹 10 (0987) 72-7308 月～土 10:00～16：00 10 知的、発達 小１～小６ － 電話

6 串間市大字北方7358番地2 放課後等デイサービスきらり (福) さつき福祉会 10 (0987) 72-5618 月～土 8:00～18：00 10 知的、発達 小１～小４ － 電話

7 串間市大字大平6977番地
児童デイサービス
なないろ

(社) 虹 10 (0987) 74-1233 月～土 10:00～16：00 10 知的、発達 中学生以上 － 電話

8 串間市大字西方3676 児童通所施設あすか (福) 龍口会 18 (0987) 72-6111

日
南
・
串
間
地
区

※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他
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1 小林市東方3212番地6 ジェナ NPO まんぷく 10 (0984) 27-3113 月～土 9:00～17:00 12 知的、発達 小１～高3 － 電話

2 小林市堤119番地1 ほのぼの園 (福) 燦燦会 20 (0984) 22-2217 月～土 8:00～17:15 20 知的、発達 　小１～高３ － 電話

3 小林市細野字岡原481 児童療育サポートセンターぴこっと西町 NPO カラザ 10 (0984) 48-1200

4 小林市細野445番地 放課後等デイサービスブーゲンビリア (福) 興愛会 10 (0984) 22-8270

5 小林市細野2827番地1 さぽーとハウス和音 （福） 燦燦会
10

(10) (0984) 27-3353 月～土 9:00～17:00 15 重心 　0～高１ ①②④⑤⑥⑦⑧⑩⑪（状態による）電話

6 小林市真方116番地5 児童療育サポートセンターぴこっと NPO カラザ 10 (0984) 48-4567

7 小林市真方字坂元920番地1 児童通所支援センターオリーブ (福) 興愛会 10 (0984) 22-2020

8 小林市真北119番地1 放課後等デイサービスいーず NPO カラザ 10 (0984) 48-0120

9 えびの市内堅170番地 チャイルドサポートびーだま (株) 祐 脩 10 (0984) 48-0360 月～土 8:45～17：45 13 知的、発達 小１～小６ － 電話

10 えびの市大字坂元1544－2 えびの支援センター
びーだま

(株) 祐 脩 10 (0984) 27-3270 月～土 8:45～17：45 13 知的、発達 小１～小６ － 電話

11 西諸県郡高原町大字西麓1359-1 ぐろーあっぷ高原 (株) peace of mind 10 (0984) 47-5155

小
林
・
え
び
の
・
西
諸
県
地
区

※　提供可能な医療的ケア　　①吸引、②経管栄養、③酸素吸入、④気管切開、⑤ネブライザー、⑥レスピレーター管理、⑦接続注入ポンプ使用、⑧定期導尿、⑨鼻咽頭エアウェイ、⑩ＩＶＨ（ポート留置）、⑪人工肛門、⑫その他


