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就労相談の場 

事業所名 TEL ページ 

障害者就業・生活支援センター（ナカポツ） 79－0451 44 

相談支援事業所 

事業所名 TEL ページ 

相談支援事業所  ひらら（ふれあいプラザ宮古） 72-6668    38 

相談支援事業所  みやこ （みやこ学園） 73-7770 38 

相談支援事業所  てぃだ  78-4608 39 

相談支援事業所 あけぼの（あけぼの学園） 79-0202 39 

くこりもや相談支援センター 72-5665 40 

地域生活支援センター さぽーと（ふれあいの里） 74-3719 40 

相談支援事業所 そうだんの窓口  79-5477  41 

相談支援事業所 おおしお（青潮園） 72-7795   41 

わかば相談支援センター 72-8403 42 

相談支援事業所 チョコっと 79-5187 42 

支援センターfit 79-5115 43 
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相談支援事業所 ひらら （ふれあいプラザ宮古） 

実施事業 
障害者相談支援（委託）、指定特定相談支援 

指定障害児相談支援、指定一般相談支援（移行・定着） 

住  所 〒906-0012 宮古島市平良字西里1472-82 

連絡先 TEL:72-6668   ＦＡＸ：74-2130 

利用時間 午前９時～午後６時 

休館日 金曜日  

対象者 
 

備 考 

精神保健福祉士を配置し、人・もの・制度、あらゆる社

会資源を使って、当事者の日常生活を応援します。 

宮古島市指定特定相談事業所として、相談支援専門員を

中心に、総合支援（面接・電話・訪問相談等）の実施、

「サービス利用計画書」の作成も行います。 

相談支援事業所 みやこ （みやこ学園） 

実施事業 
障害者相談支援（委託）、指定特定相談支援 

指定障害児相談支援、指定一般相談支援（移行・定着） 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里3107-243 

連絡先 TEL：73-7770   ＦＡＸ：74-2338 

利用時間 午前９時～午後５時 

休館日 土曜日 日曜日 祝祭日 

対象者 
 

備 考 

宮古島市指定特定相談事業所として、相談支援専門員を中

心に、総合支援（面接・電話・訪問相談等）の実施、

「サービス利用計画書」の作成も行います。 

障が

い者 

障が

い児 

障が

い者 

障が

い児 



 

 
39 

8-3 相談支援事業所  

実施事業 
障害者相談支援（委託）、指定特定相談支援 

指定障害児相談支援 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根745-7 

連絡先 ＴＥＬ：79-0202 ＦＡＸ：79－0202 

利用時間 午前9時00分 ～ 午後5時00分 

休館日 年末年始、祝祭日、 

対象者  

備 考 

利用者の思いを計画にのせて、楽しく暮らしができるよう

におてつだいします。お気軽に声をかけてくださいね。 

障が

い者 

障が

い児 

相談支援事業所 てぃだ 

実施事業 
障害者相談支援（委託）、指定特定相談支援 

指定障害児相談支援 

住 所 〒906-0506 宮古島市伊良部字長浜1392       

連絡先 TEL：78-4608  ＦＡＸ：78-4608 

利用時間 午前９時～午後5時 

休館日  土曜日 日曜日 祝祭日 

対象者 
 

備 考 

宮古島市指定特定相談事業所・障害児相談支援事業とし

て、相談支援専門員を中心に、面接・電話・訪問相談等

の実施、サービス情報提供や調整、日常生活全般に関す

る支援やサービス利用計画書の作成も行います。 

障が

い者 

障が

い児 

相談支援事業所 あけぼの（あけぼの学園） 



 

 

地域生活支援センター さぽーと（ふれあいの里） 

実施事業 
指定特定相談支援、指定障害児相談支援 

指定一般相談支援（移行・定着） 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根1327-1 

連絡先 ＴＥＬ：74-3719  ＦＡＸ：73-5306 

利用時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日  

対象者  

備 考 

休日は連絡先が変わります。 ７３－５３０５ 

宮古島市指定特定相談事業所として、相談支援専門員を中

心に、総合支援（面接・電話・訪問相談等）の実施、

「サービス利用計画書」の作成も行います。 

実施事業 
指定特定相談支援、指定障害児相談支援 

指定一般相談支援（移行・定着） 

住 所 〒906-0002 宮古島市平良字狩俣4147-8 

連絡先 TEL：72-5665  ＦＡＸ：72-5669 

利用時間 午前９時～午後５時 

休館日 土曜日 日曜日 

対象者 
 

備 考 

宮古島市指定特定相談事業所として、相談支援専門員を中

心に、総合支援（面接・電話・訪問相談等）の実施、

「サービス利用計画書」の作成も行います。 

障が

い者 

障が

い児 

くこりもや相談支援センター 

8-3 相談支援事業所  

障が

い児 

障が

い者 
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8-3 相談支援事業所  

相談支援事業所 そうだんの窓口  

実施事業 
指定特定相談支援、指定障害児相談支援 

指定一般相談支援（移行・定着） 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根475-1 103号 

連絡先 TEL：79-5477 FAX：79-5478 

利用時間 午前９時～午後５時 

休館日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始 

対象者  

備 考 

指定特定相談支援事業ならびに指定障害児相談支援事業                         

相談支援専門員を中心に面談や電話応対、家庭訪問等により

ご本人やご家族の皆さんの「困っている」や「こうしたい」

ことを伺い、情報提供や調整、援助を行います。その他にも

相談支援事業所として、複数のサービス利用などの実施につ

なげる「サービス利用計画書」の作成も行います。 

相談支援事業所おおしお（青潮園） 

実施事業 指定特定相談支援 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里2632-1 

連絡先 TEL：72-7795  FAX：72-4554 

利用時間 午前8時３０分～午後５時３０分 

休館日 土日祝祭日 

対象者  

備 考 

ご本人の生活に対する意向や悩み等を聞きながら、利用

計画（サービス等利用計画）を作成し、利用計画に沿っ

たサービスを提供するため、障害福祉サービス事業者等

との連絡調整を行います。また障害福祉サービスが適切

に提供されているか等を確認し、利用計画の定期的な見

直しを行います 

障が

い者 

障が

い者 

障が

い児 
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わかば相談支援センター 

実施事業 指定特定相談支援 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根６７６－９ 

連絡先 ＴＥＬ：７２ー８４０３  ＦＡＸ：７２－８４２３ 

利用時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

休館日 土日祝日 

対象者  

備 考 

障がいのある方や、そのご家族からのご相談をお聴き

し、ご本人の、より自立した日常生活や社会生活が送れ

るようにサポート致します。 

障が

い者 

相談支援事業所 チョコッと 

実施事業 指定特定相談支援、指定障害児相談支援 

住 所 
〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根779-1 

               （前泊アパート1階） 

連絡先 ＴＥＬ：７９－５１８７ ＦＡＸ：７９－５１８８ 

利用時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

休館日 土曜日 日曜日 

対象者  

備 考 
 

障が

い児 
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支援センター fit 

実施事業 
指定特定相談支援 指定障害児相談支援  

沖縄県障害児療育等支援事業 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里１３５２－２ 

連絡先 
TEL：７９－５１１５ FAX：７９－５００５ 

メール：wellcreate2016@gmail.com 

利用時間 午前 ８：３０ ～ 午後 ５：３０ 

休館日 土日祝日 年末年始 

対象者 
身体障害 精神障害 知的障害 難病の方  

障害児 発達が気になる児童及びその保護者 

備 考 

♠障害を持って生活している中では様々な「困った」がありま

す。Ｆｉｔでは障害児者ご本人やご家族の相談に応じ、障害福

祉サービスをはじめ、必要な情報の提供や生活をよくするため

の手立てを一緒に考えます。 

♦福祉サービスを利用するためのプラン「サービス利用計画」

作成も行います。 

♥お子様の支援では、「サービス利用計画」作成のほかお子様

の特性に合わせて、子育て支援のネットワーク作りやお子様の

療育支援、ペアレントトレーニングなど、お子様とのかかわり

方の支援を行っています。 
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8-4 就労相談の場 

社会福祉法人 みやこ福祉会 障害者就業・生活支援センター（ナカポツ） 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里1202-8 1階 

連絡先 TEL:７９－０４５１   ＦＡＸ：７５－３４５０ 

Email:nakamutu_miyako@woody.ocn.ne.jp 

利用時間 午前９時～午後５時 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者 
    その他相談に応じます。 

備 考 他機関と連携し生活面も含めた『働きたい』から『働き続ける』を 

支援します。 

就職、雇用後も支援を行います。 

＜支援内容＞ 

＊相談支援 ＊職場開拓支援 ＊学習支援 ＊雇用受入相談    

＊作業指導支援 ＊家族支援 ＊連携支援 等 

障が

い者 

44 


