
「 相 談 援 助 実 習 」 施 設 一 覧（平成 27年 10月１日） 

 

法人名・施設種別・施設名 住  所 

社会福祉法人玉寿会 特別養護老人ホームさくら苑 玉名市伊倉北方 1533 

社会福祉法人真光会 特別養護老人ホーム三和荘 熊本市西区城山大塘 1543 

社会福祉法人天龍会 特別養護老人ホームすずらんの里 八代市葭牟田 435 

社会福祉法人熊本東翔会特別養護老人ホームたいめい苑 玉名市岱明町古閑 388 

社会福祉法人双友会 特別養護老人ホームつつじ山荘 菊池郡大津町大津 2061 

社会福祉法人杏風会 特別養護老人ホーム白寿園 荒尾市一部 2122 

社会福祉法人城島福祉会 特別養護老人ホームふれあい

の園 
久留米市城島町上青木岡ノ木 165 

社会福祉法人城島福祉会 小規模多機能居宅介護事業所 

ふれあいの園みずま館 
久留米市三潴町早津崎 3118-17 

社会福祉法人健成会 特別養護老人ホームみゆき園 熊本市南区御幸笛田町 6－6－71 

社会福祉法人不動会 特別養護老人ホーム一本松荘 山鹿市鹿本町津袋 450 

社会福祉法人愛敬会 特別養護老人ホーム清泉 菊池市七城町亀尾岩瀬 2429 

社会福祉法人学優会 特別養護老人ホーム紀水ナーシン

グホーム 
合志市竹迫 2224 

社会福祉法人浩風会 特別養護老人ホーム岱山苑 玉名市築地兎町 1596-1 

社会福祉法人寿量会 特別養護老人ホーム天寿園 熊本市南区奥古閑町 4375-1 

社会福祉法人木犀会 特別養護老人ホームすぎの木 大牟田市甘木 44-1 

医療法人滄溟会 介護老人保健施設ケアビレッジ箱根崎 熊本市北区植木町正清 888 

社会福祉法人甘木山学園 介護老人保健施設サンファミ

リー 
大牟田市甘木 1158 

医療法人社団聖和会 介護老人保健施設聖ルカ苑 玉名郡長洲町宮野 2772-10 

一般財団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険大牟田

天領病院 
大牟田市天領町 1丁目 100番地 

 



法人名・施設種別・施設名 住  所 

医療法人悠紀会 悠紀会病院 玉名市上小田 1063 

医療法人博光会 御幸病院 熊本市南区御幸笛田 6丁目 7-40 

特定医療法人成仁会 くまもと成仁病院 熊本市東区戸島 2丁目 3番 15号 

社会医療法人黎明会 宇城総合病院 宇城市松橋町久具 691 

一般社団法人玉名郡市医師会 玉名地域保健医療セン

ター 
玉名市玉名 2172 

医療法人春水会 山鹿中央病院 山鹿市山鹿 1000 

社会福祉法人福寿会地域包括支援センター 熊本市南

１地域包括支援センター 
熊本市南区富合町廻江 599-4 

特定非営利活動法人保健福祉サポート地域包括支援セ

ンター 熊本市西 3地域包括支援センター 
熊本市西区春日 6-19-2 

社会福祉法人郷寿会地域包括支援センター 八代市地

域包括支援センターあさひ園 
八代市上日置町 2345 

社会福祉法人宇城市社会福祉協議会地域包括支援セン

ター 宇城市地域包括支援センター 

宇城市不知火町高良 2273-1 宇城市不知

火支所内 

社会福祉法人恵春会 障害者支援施設くまむた荘 熊本市南区城南町沈目 1502 

社会福祉法人玉医会 障害者支援施設たまきな荘 玉名市玉名 2194 

社会福祉法人愛隣園 障害者支援施設愛隣館 山鹿市津留 2022 

社会福祉法人素王福祉会 障害者支援施設浩明寮 筑後市鶴田 606 

社会福祉法人素王福祉会 障害者支援施設仁愛荘 筑後市鶴田 606 

社会福祉法人託麻会 障害者支援施設朋暁苑 熊本市東区小山町 2210 

社会福祉法人ライン工房 社会就労センター 熊本市東区戸島５丁目 8-6 

社会福祉法人ひまわり福祉会 社会就労センターテク

ニカル工房 
合志市御代志 1342 

社会福祉法人清和会 障害者支援施設つくしの里 菊池郡大津町平川葉山 400 

 

 



 

法人名・施設種別・施設名 住  所 

社会福祉法人三気の会 障害者支援施設三気の里 菊池郡大津町森 54-2 

社会福祉法人悠光会 障害者支援施設悠光会 久留米市山川町 1042 

社会福祉法人上横山保育会 障害者支援施設蓮の実団地 八女市上陽町上横山 4001 

社会福祉法人熊本市社会福祉事業団 障がい福祉サービ

ス事業所はなぞの学苑 
熊本市西区花園 7-12-15 

社会福祉法人熊本市社会福祉事業団 生活介護事業所平

成学園 
熊本市西区小島 9-14-33 

社会福祉法人相互福祉会 障がい者支援施設希望学園 福岡県粕屋郡宇美町ゆりが丘 6-15-1 

社会福祉法人恩賜財団済生会 多機能型事業所済生会熊

本福祉センター かがやき 
熊本市南区内田町 3555-1 

社会福祉法人恩賜財団済生会 多機能型事業所済生会熊

本福祉センター ほほえみ 
熊本市南区内田町 3560-1 

社会福祉法人明徳会 障害者支援施設チャレンジめいと

くの里 
熊本市北区明徳町 707番地 1 

社会福祉法人誠和会 障害者支援施設精粋園 玉名郡和水町萩原字笹原 1172 

社会福祉法人慶信会 多機能型事業所第二城南学園 熊本市南区城南町藤山 1263 

社会福祉法人きらきら 生活支援センターきらきら 玉名市岱明町野口字塚原 666 

社会福祉法人勝縁会 障がい者多機能型施設明和学園 熊本市南区中無田町 648 

社会福祉法人麦の会 多機能型障害福祉サービス事業所

まんさく園 
八代市永碇町 961-1 

社会福祉法人藤崎台童園 児童養護施設 熊本市中央区古京町 3-5 

社会福祉法人慈愛園 児童養護施設慈愛園子供ホーム 熊本市中央区神水 1－14－1 

社会福祉法人慈愛園 児童養護施設シオン園 荒尾市荒尾 4110 

社会福祉法人同胞友愛会 母子生活支援施設はばたきホ

ーム 
熊本市中央区壷川 2丁目 1-57 

 

 



法人名・施設種別・施設名 住  所 

社会福祉法人和水町社会福祉協議会 玉名郡和水町平野 1276-3 

社会福祉法人玉名市社会福祉協議会 玉名市岩崎 88－4 玉名市福祉センター内 

社会福祉法人荒尾市社会福祉協議会 荒尾市下井出 193-1 

社会福祉法人南関町社会福祉協議会 玉名郡南関町小原 1405 

社会福祉法人玉東町社会福祉協議会 玉名郡玉東町木葉 764 

社会福祉法人菊池市社会福祉協議会 菊池市隈府 888 菊池市福祉会館内 

社会福祉法人合志市社会福祉協議会 
合志市須屋 2251-1 合志市保健福祉セン

ター内 

社会福祉法人大津町社会福祉協議会 
菊池郡大津町室 151-1 大津町老人福祉セ

ンター内 

社会福祉法人長洲町社会福祉協議会 玉名郡長洲町大字長洲 2771 

社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会 大牟田市瓦町９-３ 総合福祉センター内 

順不同 


