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保護者支援・地域障がい相談支援センター

ペアレントプログラム

お子さんの行動修正までは目指さず、「保護者の方の認知（子どもの行動のとらえ方）を
肯定的に修正すること」に焦点を当てる子育て支援のプログラムです。

天草市では地域子育て支援センター等にて、療育相談員（天草地域療育センター・児童
発達支援センターすくすく園）による「ほめ方講座」を実施しています。

ペアレントトレーニング

保護者の方に、お子さんの行動を冷静に観察して特徴を理解することや、発達障がいの特

性を踏まえた接し方等を学んでいただき、その実践を通して、お子さんの良い所を伸ばすこ
とを目標とするプログラムです。

ペアレントメンター

発達障がいのあるお子さんの子育て経験のある保護者であって、その育児経験を活かし、
お子さんが発達障がいの診断を受けて間もない保護者の方などに対して相談や助言を実施し
ます。現在は親の会等、小人数グループでの支援を行っています。

ペアレントメンター、ペアレントトレーニング等についての詳細は、天草地域療育セン
ター・児童発達支援センターすくすく園（☎23－7049）へお尋ねください。

地域障がい相談支援センター

障がい福祉の制度やサービスを知りたい方はご相談ください。生活全般（就学・就労・活

動の場・医療・住まい・権利擁護等）に関する相談に無料で応じます。

事業所名 所在地・メールアドレス 電話番号 担当地区

天草北地域障がい相談支援センター
ぽらりす

天草市北原町9番32号
polaris@k-hokuto.jp

070-7664
-4846

本渡北　佐伊津
五和

天草南地域障がい相談支援センター
ダンデライオン

天草市中央新町11番13号
soudan-step@cmail.plala.or.jp

22-6321
本渡南　本渡稜南
本町　新和

天草東地域障がい相談支援センター
リーフ

天草市倉岳町宮田1152番地5
t-link@a.acn-tv.ne.jp

52-5677
本渡東　有明
御所浦　栖本　倉岳

天草西地域障がい相談支援センター
ラポール

天草市河浦町久留217番地2
rapport2021@snow.ocn.ne.jp

76-1356 牛深　天草　河浦
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障がい児通所支援

② 地域療育支援事業所 第2はまゆう療育園

種類：児童発達支援

放課後等デイサービス（重心）

時間：月～水・金 9:00～16:30

木 13:10～16:30

水～金 9:30～16:00（重心）
🏠 天草市東町28－20

☎ 22－6864
★リハビリ専門職によることばの教室・からだの
教室（未就学児のみ）と、重症心身障がい児の療育

イメージ

写真

⑥リハトレクラブsante

イメージ

写真

③ 放課後等デイサービス事業所ステップバイステップ

種類：放課後等デイサービス

時間：月～金 13:00～17:00

土 9:00～16:00

🏠 天草市中央新町14番11号

☎ 22－6507
★小学生と中高生の部屋を分けた、自己肯定感を
高める支援

⑤ 通所支援事業所ぺんぎん

種類：放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

時間：月～金 10:00～17:30

土 ９:30～17:00

🏠 天草市本渡町広瀬458番地18

☎ 24－0856
★小学校高学年から高校3年生が対象。不登校等の
子どもも利用。学校との連携支援

イメージ

写真

① 児童発達支援センターすくすく園

イメージ

写真

④ おひさま

種類：児童発達支援

放課後等デイサービス

時間：月～金 ８:30～12:00 児発

月～金 13:30～17:00 放デイ
🏠 天草市牛深町2039番地2

☎ 77－8013
★未就学児は親子療育、就学児は個別・集団療育

イメージ

写真

児童発達支援事業所（未就学児）、放課後等デイサービス事業所（就学児）において、
生活能力向上のための支援を行っています。園や学校における支援として、保育所等訪問
支援を実施している事業所もあります。

診断名や障がい者手帳がなくても、発達支援の必要性が認められたお子さんはサービス
を利用することができます。

種類：児童発達支援

放課後等デイサービス

時間：月～金 ９:00～13:00 児発

14:00～17:00 放デイ

土 9:00～15:00 放デイ
🏠 天草市亀場町亀川1886－2 ☎ 23－7049

★身辺自立、生活習慣の自立に向けた支援

種類：児童発達支援

保育所等訪問支援

時間：月～金 9:45～10:45 児発

13:30〜14:30 児発

土 9:00〜12:30 児発
🏠 天草市太田町20－1 ☎ 23－5360

★楽しく生きていく力を育むために、やった!できた!
を感じて新しい自分に出会う場所。
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障がい児通所支援

⑧ 第2おひさま

種類：放課後等デイサービス

時間：月～金 9:30～17:30
🏠 天草市河浦町久留字柿ノ戸29-5

☎ 77－8057

★障がいに合わせた個別療育と集団療育で、自主性
や適応力を高める支援。

⑦ 多機能型重症児デイサービスCuole

種類：児童発達支援

放課後等デイサービス

時間：月～金 ９:00～12:30 児発

14:00～17:00 放デイ

土 ９:00～12:00 児発 ／ 9:00～17:00 放デイ

🏠 天草市川原町22－11シャトレテラモト101

☎ 33－9811
★リハビリ専門職・看護職等による個別・集団療育。
重心児や医療的ケア児の利用も可能。

イメージ

写真

⑨ 放課後等デイサービス事業所 ウイング

種類：放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

時間：月～金 14:３0～17:00 

🏠 天草市北浜町2670-38

☎ 23－9526
★子どものその日の状態を大切に、個別での活動や
集団活動を設定し、生活に必要な日常動作を行う力
を養う支援。

イメージ

写真

●サービス利用の流れ

障がい児相談支援事業所（P21)に相談し、
利用する「障がい児通所支援事業所」
（P19～20）を決め、市に申請してくだ
さい。

障がい児通所支援事業所と障がい児相談支援事業所のサービスの詳細は、天草市ホーム
ページ掲載の「こどものための発達支援 障がい児通所支援」ガイドブックをご覧くだ
さい。 障がい児通所支援ガイドブック 検索

⑩ 児童支援事業所ぱすれる

イメージ

写真

⑫ 放課後等デイサービス ここ

種類：放課後等デイサービス

時間：平日 13:00～17:00

閉校日 9:00～16:00

土曜日 9:00～13:00

🏠 天草市中央新町4-15

☎ 22－0150
★それぞれのライフステージに沿った、子どもたちが
主体的に関わることのできる支援

種類：児童発達支援

放課後等デイサービス

時間：月～土 9:00～16:10 児発

月～金 15;00～17:00 放デイ

土 14:00～16:00 放デイ
🏠 天草市太田町15－1 ☎ 33－9755

★子どもの発育状況や特性に合わせ、個別・集団での
活動を組み合わせ療育を行っています。

⑬ 児童支援センター 放生

種類：放課後等デイサービス

時間：月～土 ９：００～１７：３０

🏠 天草郡苓北町富岡3278-2

☎ ０８０－７８３５－２４６１

★一人ひとりに合わせた個別・集団活動やSSTを通
して、ルールや我慢する力、思いやりの気持ちを育
む支援。

⑪ 児童サポートセンター リンク

種類：放課後等デイサービス

時間：月～金 14：30～17：30

🏠 天草市倉岳町宮田1152-5

☎ 52－5877

★先ずは楽しい時間を過ごしてもらい、他者とのコ
ミュニケーションや自分の気持ちを表に出すことの
たいせつさを育んでいけるように支援します。
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日中一時支援・障がい児相談支援

障がい児相談支援

通所支援サービスの利用を希望する方は、まず障がい児相談支援事業所へご相談ください。

サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成を行います。
また継続的にサービス利用状況のモニタリングを行い、必要時には計画の見直しを行うなど、
ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。

日中一時支援

障がい児の日中における活動の場を提供し、見守り等を行います（日中、放課後、土日及び夏
休み等）。利用される場合は、事前に市に申請が必要です。

対象者

・特別支援学校または特別支援学級に在籍し、障がい児用の調査（厚生労働大臣が
　定める）区分１以上の児
・通常学級に在籍する障がいのある児（障がい者手帳や医師の診断書で確認）で、
　障がい児用の調査（厚生労働大臣が定める）区分１以上の児

利用料

サービス費用の1割は自己負担（別途月額上限額あり）
聞き取り調査等により区分判定を行います。

委託先

NPO法人ステップバイステップ　日中一時支援事業所（本渡）
天草学園　短期入所事業所（本渡）
南海寮　短期入所事業所（本渡）
多機能型重症児デイサービスCuole（本渡）
放課後等デイサービス事業所　ウイング（本渡）
NPO法人ワークショップひなたぼっこ　おひさま日中一時支援事業所（牛深）
はまゆう療育園　短期入所事業所（苓北町）

1日当たり6時間以下 1日当たり6時間超 利用者負担額

区分1 2,800円 3,900円

区分２ 3,200円 4,600円

区分３ 3,800円 5,600円

対象者区分

18歳未満
10％に

相当する額

※非課税世帯・

生活保護受給

世帯は無料

事業所名 所在地 電話番号

相談支援事業所　ピースバイピース 天草市中央新町11番13号 22-6507

障がい者支援センター　リンク 天草市倉岳町宮田1152番地5 52-5877

社会福祉法人　晃明会
指定・特定相談支援牛深事業所

天草市牛深町3473番地10 46-2411

障がい者支援センター　らいふ 天草市河浦町久留217番地 76-1351

相談支援事業所　なんかい 天草市本町下河内1685番地1 24-1456

相談支援事業所　Crutoあまくさ 天草市本渡町本渡2611番地4 22-3363

ひまわり 天草市牛深町1548番地3 77-8029

障がい者支援センター　放生 天草郡苓北町富岡3278番地２
070-4565
-2252


