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日中活動の場（生活介護・就労継続支援事業所・地域活動支援・日中一時支援・その他） 

  事業所名 TEL ページ 

生
活
介
護 

障害者デイサービスセンター いけむら 74-3715 46  

青潮園 72-7795 46  

生活介護事業所みやこ 79-0658 47  

デイサービスカラー 79-5115 47  

就
労
継
続
支
援
事
業
所 

野菜ランドみやこ 73-1717 48  

オハナ 宮古 72-1685 48  

ステップ 72-7558 49  

夢工房宮古（ビザライ） 79-0361 49  

手しごと事業所 ビッグスマイル 79-0585 50  

多機能型就労支援事業所 うむい 79-0770 50  

みやこ学園 73-7770 51  

くこりもや 73-5665 51  

わかば自立支援センター 72-8403 52  

美ぃ舎 （ふれあいの里） 79-0151 52  

やすらぎ 障がい者活動支援センター 77-7800 53  

青潮園 72-7795 53  

あけぼの 72-1660 54  

アダナス 74-1188 54  

伊良部島ハーブベラ畑 080-6482ｰ5678 55  

就労継続支援事業所おおぞら 78-3221 55  

就労支援研究所 宮古（グッドトライ） 79-5077 56  

地
域
活
動 

支
援 

地域活動支援センターひらら （ふれあいプラザ宮古） 72－6668 57  

デイサービスセンター いけむら 74－3751 57  

地域活動支援センター あだん 73－0072 58  

日
中
一
時 

支
援 

青潮園 72－7795 59  

ふれあいの里 73－5305 59  

ふぁーかんだ 79－0983 60  

そ
の
他 

自立生活センター まんた 79－0341 61  



 

 

8-5 日中活動の場（生活介護） 

障害者デイサービスセンター いけむら  

実施事業 生活介護（通所） 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根２３４－１ 

連絡先 TEL:７４－３７１５   ＦＡＸ：７３－５５４０ 

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 

主な対象者      （基本：障害支援区分３以上） 

備 考 

障害の有無、程度にかかわらず、だれもが地域で夢や希望を持ち、いきい

きと生活できるように、一人ひとりの生活や生き方を大事にし、その人ら

しい生活が実現できるように、一緒に考え、探しながら夢実現にむけて、

様々な支援や情報を提供し応援します。 

そのために、関係機関とも連携を強化し支援を行います。 

また、家族の介護負担の軽減も応援いたします。 

さらに、介護や療育等についても相談することができます。 

障が

い者 

青潮園 

実施事業 生活介護（通所） 

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９時３０分～午後３時３０分 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者        （基本：障害支援区分３以上） 

紹 介 

常時介護を必要とする障害者に対して、主として昼間において、入浴

排泄または、食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供し

ます。 

障が

い者 
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8-5 日中活動の場（生活介護） 

生活介護事業所みやこ 

実施事業 生活介護（通所） 

住 所 〒906-0015 宮古島市平良字久貝1059番地宮嶋マンション102号 

連絡先 TEL：79-0658  FAX：76-0656 

利用時間 午前9時～午後4時 （水曜日のみ午後3時まで） 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者       （基本：障害支援区分３以上） 

備 考 定員10名の通所の事業所です。 

機能訓練を目的とした生産、販売活動（手工芸品の生産、パン、ほ

うれん草の販売）、文化活動、余暇活動を行いながら自立した日常

生活、社会生活が送れるよう「笑顔」をモットーに仲間作りに勤し

んでいます。個々の尊重に力を入れ、我が家の雰囲気で利用して頂

ければと思います。 

障が

い者 
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デイサービスカラー 

実施事業 生活介護事業（通所） 

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１０：００～午後４：００ 

休館日 原則として土日祝日 年末年始（月1回 土日にイベント実施） 

対象者     身体障害 精神障害 知的障害 発達障害 難病 （指定） 

備 考 

〇カラーでは、利用者が持つ様々な色（個性）を尊重し大切にしなが

ら、別の色（人、活動、環境エンパワメントなど）を加えることで、本

人の持つ可能性を高め「いいな！」と思える新たな色（夢や希望）に輝

いたり表現できる人になることを応援します。 

◇活動の中では、利用者が自分らしく過ごせるよう日常生活介護や自立

活動支援を行い、身体機能や生活能力の向上のために必要な支援を行い

ます。 

◎皆さんが、心休まる心地よい時間を過ごしながら、楽しんでいただけ

る日中の場を提供します。 

障が

い者 



 

 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 
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野菜ランドみやこ 

実施事業 就労継続支援A型  

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根741-1 

連絡先 TEL:７３－１７１７  ＦＡＸ：７３－８００５ 

利用時間 午前9時～午後４時 

休館日 土曜日 日曜日 祝祭日 

対象者  

備 考 ○障害者の安定的な雇用を目的に、平成22年6月にオープ

ン。培養液を循環させる水耕栽培システムを活用して周年

を通し葉菜類を生産・販売することにより障がい者が働く

ことを通して地域社会に貢献できる仕組みづくりを行って

おります。 

 

☆送迎：有り 

障が

い者 

オハナ 宮古 

実施事業 就労継続支援A型  

住 所 〒906‐0012 宮古島市平良西里８６０－１１ 

連絡先 TEL：７２－１６８５ FAX：７２－１６８６ 

利用時間 午前8時50分～午後2時（休憩トータル70分） 

休館日 日祝祭（会社カレンダーによる） 

対象者 障害者手帳をお持ちの方、自立支援手帳をお持ちの方 

備 考 

オハナとはハワイの言葉で「家族」と言う意味です。平成25年５月

にオープンしました障害者雇用の就労を提供する事業所です。現

在、オリジナル製品の製作（ハワイアンキルト、パッチワーク、月

桃商品）等を行っており、施設外就労ではゲストハウス清掃、ポス

ティング等を行っております。今後更に社会性向上に向けての場を

提供していく事の出来る事業所を目指しながら、一般就労への移行

に向けて支援を行っていきます。 



 

 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 
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ステップ 

実施事業 就労継続支援A型 

住 所 〒906ｰ0012 宮古島市平良西里1085番地3 コスモスST103 

連絡先 TEL：７２－７５５８ FAX：７２－７５５８ 

利用時間 午前9時~午後2時15分 

休館日 土日祝祭日、年末年始（場合により土曜日出勤あり） 

対象者  

備 考 

あなたの出来る事が必ず誰かのためになる‼ 

当社では介護施設や畜産等のお年寄りと関わりの多い作業を行っ

ており地域に必要とされる事業所を目指しています。 

障が

い者 

夢工房宮古（ビザライ） 

実施事業 就労継続支援A型  

住 所 〒906-0015 宮古島市平良字久貝８７５－２ 

連絡先 TEL：0980-79-0361  FAX：0980-79-0362 

利用時間 午前9時～午後2時 

休館日 土日祝祭日、年末年始 

対象者 
 

備 考 当社は、最低賃金を保証し障害を持っている方と雇用契約を結び、

雇用保険に加入していただく「就労継続支援A型事業所」です。                   

勤務体系は、1日4時間勤務の週休2日制です。当社は、障害を持っ

ている方の働きたい気持ち、必要とされる喜び、そして各々の夢を

大切にします。 

 

☆送迎：有り 

障が

い者 



 

 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 

手しごと事業所 ビッグスマイル 

実施事業 就労継続支援A型 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根１６３－１ 

連絡先 TEL：79-0585  ・FAX：79-0586 

利用時間 午前９時~午後５時 

休館日 日・祝祭日  年末年始 旧盆 

対象者  

備 考 市内サンエーターミナル店近くの旧あかがーら店舗にて 

お弁当屋さん・焼き菓子の製造販売をしています。 

「みんなでつなぐ笑顔の架け橋、今日も楽しく働こう！」 

をモットーに様々な障がいの特性に応じた就労支援を 

提供します。 

 

主な業務内容 

○飲食店事業部：お弁当、焼き菓子の製造販売 

☆送迎：有り 

障が

い者 
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多機能型就労支援事業所 うむい 

実施事業 就労継続支援A型／就労移行支援 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里１４７２番地３７ 

連絡先 TEL：７９ー０７７０  ・FAX：７９－０７７１ 

利用時間 午前９時~午後３時 

休館日 土曜日・日曜日 

対象者  

備 考 私たちは、一般就労に向けての訓練を行う就労移行支援事業と雇

用契約を結び働いて頂く就労継続支援A型事業を行っています。 

 

主な業務内容 

○農業：自社管理の農場にて野菜の栽培・収穫・販売 

    を行っています。 

○パソコン関連：事業所内ではパソコンを活用した訓練 

        を行っています。 

☆送迎：有り 

障が

い者 



 

 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 
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くこりもや 

実施事業 就労移行支援 ／ 就労継続支援B型 

住 所 〒906-0002 宮古島市平良字狩俣４１４７－８ 

連絡先 TEL:７２－５６６５   ＦＡＸ：７２－５７２７ 

利用時間 午前１０時～午後４時 

休館日 土曜日・日曜日 

対象者  

備 考 ○電話相談や訪問相談を実施しています。 

○毎日、軽い運動をしています。 

○生活訓練をかねて、昼食作りを行っています。 

○パソコンの指導も行っています。 

○農作物の出荷を行っています。 

○売店マーズの商品作りも行っています。 

○月に１回、レクリエーションを行っています。 

 

☆送迎：有り 

障が

い者 

みやこ学園 

実施事業 就労移行支援 ／ 就労継続支援B型 

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４時（水曜日のみ午後３時まで） 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者  

備 考 みやこ学園は室内班、園芸班、出向班の３つの班にわか

れ生産活動を通して就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を行います。また就労にむけての座学

や実習を行い就労に向けての支援を行っています。 

 

☆送迎：有り 

障が

い者 



 

 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 
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わかば自立支援センター 

実施事業 自立訓練（生活訓練）／ 就労継続支援B型 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根６７６－９ 

連絡先 TEL:７２－８４０３   ＦＡＸ：７２－８４２３ 

利用時間 午前８時半ー午後３時半 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者        生活訓練 定員：15名 

       就労B   定員：25名 

備 考 

○自立訓練（生活訓練） 

→食事や家事など日常生活能力を向上させるための訓練。 

 日常生活上の相談支援。 

 主な活動：ウォーキング・委託公園のチリ拾い・脳トレ 

      調理実習・週1回のレクリエーション・集いなど。 

○就労B事業所 

→就労や生活援助の機会を提供すると共に一般就労に必要な知識支援。 

 主な活動：委託公園清掃作業・買い物かご洗浄作業・黒糖、蜜作り 

      椿油のびん詰め作業・リサイクル作業 

      週1回のレクリエーション、集いなど。 

 

☆昼食提供有り（100円） 

☆送迎：有り 

障が

い者 

美ぃ舎（ふれあいの里） 

実施事業 就労継続支援B型  

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根1327-1 

連絡先 TEL：0980-79－0151  FAX：0980-73－5306 

利用時間 午前10時～午後4時 

休館日 土日祝祭日 

主な対象者 
 

備 考 障害を持つ方が働く場を提供するとともに、就労支援を

通した生活の支援や相談から、地域で自立した社会生活

を営む事が出来るよう支援を行います。 

☆送迎：有り 

障が

い者 



 

 

実施事業 就労継続支援B型 

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９時２０分～午後３時３０分 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者  

備 考 主な作業内容 

○１ 縫製作業 

○２ 室内清掃 

○３ クリーニング作業 

○４ 事業所ごみ収集運搬作業 

○５ 施設園芸作業 

○６ その他(室内軽作業等) 

☆送迎：有り 
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8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 

 青潮園 

身体

障害 

やすらぎ 障がい者活動支援センター 

実施事業 就労継続支援B型 

住 所 〒906-0106 宮古島市城辺字西里添７８８  

連絡先 TEL ７７－７８００   ＦＡＸ：７７－７８００ 

利用時間 午前9時~午後3時 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者  

備 考 農作物 

○野菜、落花生、黒小豆、花木の生産・販売 

○マンゴーの生産販売 

○さとうきび生産 

受託事業 

〇宮古島市内公園草刈り清掃受託作業 

地域農家支援事業 

〇地域農家さとうきび苗採取支援作業 

〇地域農家さとうきび収穫支援作業 

〇地域家庭の庭草刈り清掃作業 

飲食店事業 

〇仕出し弁当【やすらぎ弁当屋】 

 

☆チャリティー活動や事業所内行事・地域行事への参加 

☆送迎：有り 

障が

い者 



 

 

あけぼの 

実施事業 就労継続支援B型  

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根745-5 

連絡先 TEL：72-1660 FAX：72-4961 

利用時間 月～金曜日 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 ・業務委託＝港湾清掃作業、介護施設清掃業務、介護施

設植栽業務 

・農園芸・花卉栽培＝島トウガラシ、各種花や野菜の

苗、季節の野菜の販売などをおこなっています。 

・その他（室内軽作業等） 

・地域行事への参加、施設行事の実施でリフレッシュを

はかっています。 

☆送迎：有り 

障が

い者 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 

アダナス 

実施事業 就労継続支援B型 

住 所 〒906-0015 宮古島市平良字久貝６８１－３４  

連絡先 TEL:７４－１１８８   ＦＡＸ：７４－１２８８ 

利用時間 午前９時～午後４時（水曜日のみ午後３時まで） 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者  

備 考 障がい者の就労訓練として、パンの製造・販売を行ってお

ります。 

（食パン・カマンベール・カレーパン・アンパン・ターイ

モパン・メロンパン・紅茶パン・紅芋パンなどなど） 

☆送迎：有り 

障が

い者 
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8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 

伊良部島ハーブベラ畑 

実施事業 就労継続支援B型  

住 所 〒906-0506 宮古島市伊良部字長浜1657番地(下地島さしばの里空港寄り) 

連絡先 080-6482-5678  FAX：78－5150 

利用時間 午前9時半～15時半  

休館日 週休2日（日・月）・祝日 

主な対象者 
 

備 考 ・宮古島市体験滞在交流施設（3加工施設・２haの畑・1ハウス）を  

 活動場所とし、栽培・加工・体験観光の仕事に従事します。       

・事業所の設置主体のNPO法人いらうゆう（伊良部島の恵み）は、 

 当施設の指定管理者でもあります。                  

・伊良部島ハーブベラ畑は、１０年間、ハーブの栽培・食品加工 

 （ローゼルジャム・ドライハーブ・ハーブペースト製品等製  

 造）・工芸加工（草木染・ハーブ紙製品製造）・ハーブ料理等を 

 行ってきました。 

・障害者の方々が自然相手の仕事に生き生きと取り組み、観光客・  

 地域の方々とも仕事を通して交流していく中で、就労の意欲と力  

 を培っていきます。 

☆送迎：有り 

障が

い者 
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就労継続支援事業所おおぞら 

実施事業 就労継続支援Ｂ型 

住 所 〒906-0506 宮古島市伊良部字長浜1392番地 

連絡先 TEL:７８－３２２１   ＦＡＸ：７８－３２２１ 

利用時間 午前９時～午後３時 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者 
 

備 考 障害を持っている者でも地域の一員であるという自覚をもって地域

に根ざした活動を積極的に進め、自立した日欧生活や社会参加に向

け、就労の機会を提供し、活動を通じて知識や能力の向上のための

訓練を行う 

障が

い者 



 

 

8-5 日中活動の場（就労継続支援事業所） 
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就労支援研究所 宮古 （グットトライ） 

実施事業 就労継続支援B型 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里1013-1 コーポつばさ101 

連絡先 TEL・FAX：79-5077 

利用時間 午前9時~午後2時 

休館日 日曜日、祝祭日、他 

対象者  

備 考 ー主な作業内容ー 

手芸作業、木工作業、農作業、清掃作業、 

パソコン情報入力 

（参考工賃） 

約2万~約7万円ほど 

※個人の訓練状況や能力によって変動します。 

（企業理念） 

私たちは人間尊重の社会を目指し、共に生き、共に働く仲間と共

生社会の繁栄を実現しています。 

 

☆送迎：有り 

障が

い者 



 

 

地域活動支援センターひらら （ふれあいプラザ宮古） 

障が

い者 

デイサービスセンターいけむら 

8-5 日中活動の場（地域活動支援事業） 
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実施事業 地域活動支援センター 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里１１４７－８２ 

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・祝祭日 

主な対象者  

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。 

○地域交流室を開放しています。日中を過ごす場として有効にご

利用ください。（テレビ・パソコン・カラオケ・ラジカセ・図書

コーナー・調理室・シャワー室・洗濯機など） 

○創作活動やものづくり、文化やスポーツ行事の体験活動、地域

交流活動も行っています。 

○ボランティア育成、普及啓発等事業も実施しています。 

 

☆送迎：有 

実施事業 地域活動支援センター 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根２３４－１ 

連絡先 TEL：７４－３７５１  ＦＡＸ：７３－５５４０ 

利用時間 午前10時～午後4時 

休館日 土日祝祭日・年末年始 

主な対象者        

紹 介 

 障害の有無、程度にかかわらず、だれもが地域で夢や希望を持ち、

いきいきと生活できるように、一人ひとりの生活や生き方を大事に

し、その人らしい生活が実現出来るように、一緒に考え、ご本人の夢

の実現にむけて、様々な支援や情報を提供し応援いたします。 

 雇用や就労が困難な方に、レクレーションや軽作業を通じて機能訓

練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供します。 

 

☆送迎：有 

障が

い者 



 

 

地域活動支援センター あだん 

実施事業 地域活動支援センター 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根４９４－２ 

連絡先 TEL：７３－００７２   ＦＡＸ：７３－００７２ 

利用時間 午前９時～午後４時 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

対象者 
 

備 考 ○手工芸等の製作、販売の支援 

○パン販売の支援 

○日常生活の支援 

○利用者宅訪問支援 

○地域行事等交流参加 

☆送迎：有り（但し、制限有り） 

障が

い者 

8-5 日中活動の場（地域活動支援事業） 
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 青潮園 

実施事業 日中一時支援事業 

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９時３０分～午後３時３０分 

休館日 土曜日・日曜日・祝祭日 

主な対象者 
 

紹 介 

○希望者には、入浴・排泄介助を行います。 

○日常生活相談、社会適応訓練を行います。 

○創作活動やレクリエーションを行っています。 

○障害度に応じた食事の提供を行っています（管理栄養士）。 

 

障が

い者 

8-5 日中活動の場（日中一時支援） 

ふれあいの里 

実施事業 日中一時支援事業  

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根１３２７－１ 

連絡先 TEL：0980-73－5305    ＦＡＸ：0980-73－5306  

利用時間 原則 午前8時～午後5時 

休館日 年末年始 

主な対象者  

紹 介 

・障害を持つ方が地域で安心・安定した生活が出来る

よう活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及

び日常介護している家族の一時的な負担の軽減を図る

ため、必要な支援を行います。 

・生活に関する支援、健康に関する支援、日中活動に

関する支援、家族介護者に対する支援、入浴サービ

ス、給食サービス、送迎サービスを行います。 

障が

い者 
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8-5 日中活動の場（日中一時支援） 

ふぁーかんだ 

実施事業 日中一時支援事業 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根６１３－６   １F 

連絡先 TEL：７９－０９８３   

利用時間 平日（水・木・金）：午後１時30分～午後６時30分 

土日：午前10時～午後5時 

休館日 月・火曜日 

対象者 
 

備 考 ○充実した時間を過ごす事により、仕事、生活、家族との関わ

りをより良いものにすることが目的です。 

○知的、精神、身体障がいに加え、発達障がい児、若年性認知

症も受け入れ対応します。 

○活動内容：各個人のペースでゆっくり過ごしていただき、午

後から軽く身体を動かして、野外活動や各種講座に参加してい

ただくことも可能です。 

○講座内容：書道教室、パソコン教室、調理実習、トールペイ

ント（予定） 

○送迎：有り（但し、制限有り） 

障が

い者 
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日中活動の場（その他）  8-5 
自立生活センター まんた 

サンエーショッピ

ングタウン店 

住 所 

連絡先 
TEL79-0341  FAX 79-0324   

Email:cil.manta@kve.biglobe.ne.jp       

対象者  （知的・精神障害に関する相談も可） 

利用時間 午前9時～午後6時 

休館日 

実施事業 

備 考 

〒906-0012 宮古島市平良字西里790-2 

土日・祝祭日 

自立生活への支援 

◆重度障害者の地域移行（自立生活）支援行っています。 

◆自立生活を始めたいという障害者の方、何でもかまいません。あ

らゆる相談に障害当事者がそのノウハウをお伝えします。       

◆その他、障害をもっているということで、生活にお困りの方、ご

家族の皆さん、あらゆる相談に応じます。（権利養護事業、自立生

活プログラム、ピアカウンセリング、その他・・・）  

◆障害当事者が電話対応を行っています。電話に出るまでに、少し

時間がかかる時もあります。         

身体

障害 
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8-6 日中活動の場（障害児通所支援）一覧 

日中活動の場（障害児通所支援） 

事業所名 TEL ページ 

児童デイサービス くまのみ（ふれあいの里） 73－5305 63 

児童デイサービス けーき 72－6855 63 

ハーティー＠ドーナツ 79－5248 64 

ココア 79－5081 64 

あん 79－5215 65 

チャイルドサポートみやこ 79－5474 65 

チャイルドサポートみやこ2 〃 66 

チャイルドサポートみやこ3 79－5616 66 
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8-6 日中活動の場（障害児通所支援） 

児童デイサービス くまのみ  

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根1327-1 

連絡先 TEL：73-5305   ＦＡＸ：73-5306 

利用時間 平日：午前10時～午後５時30分 土日祝祭日午前10時～午後４時 

休館日 年末年始 

主な対象者       又は支援が必要と認められる児童 

紹 介 

・療育を必要とするお子様の成長を見守り、必要な療育や援助を行います。 

・就学している児童の放課後や長期休暇中の療育支援・見守りを行います。 

・ご家庭での支援についてご相談に応じます。 

障が

い児 
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 児童デイサービス  けーき  

実施事業 児童発達支援・放課後デイサービス 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根108 

連絡先 TEL：72-6855 ＦＡＸ：79-0709 

利用時間 月曜日～土曜日 午後２時３０分～午後７時３０分 

休館日 日曜日・年末年始 

対象者 
    又は支援が必要と認められる児童（定員10名） 

備 考 ◇看護師常在で安心の医療的ケアを行います 

◇健康チェックやおやつの時間があります。 

◇一人ひとりに合わせた活動を行います。 

◇心理動作法の先生による定期的な訓練があります。 

☆医療的なケアもご相談下さい 

☆その他訓練やご希望をお聞かせください 

☆障がい手帳のないお子様もご相談ください。 

☆利用料金等もお問い合わせ下さい。 

障が

い児 



 

 

8-6 日中活動の場（障害児通所支援） 
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 ハーティー＠ドーナツ 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里313-2 ＳＫＺビル１Ｆ 

連絡先 ＴＥＬ：７９－５２４８ 

利用時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

休館日 日曜日 

対象者 
    又は支援が必要と認められる児童 

備 考 ◇看護師常在で安心の医療的ケアを行います 

◇健康チェックやおやつの時間があります。 

◇一人ひとりに合わせた活動を行います。 

◇心理動作法の先生による定期的な訓練があります。 

☆医療的なケアもご相談下さい 

☆その他訓練やご希望をお聞かせください 

☆障がい手帳のないお子様もご相談ください。 

☆利用料金等もお問い合わせ下さい。 

障が

い児 

ココア 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里313-6 １Ｆ 

連絡先 ＴＥＬ：79-5081  FAX：79-5082 

利用時間 午前8時30分～午後５時30分 

休館日 日曜日 

対象者 
    または支援が必要と認められる児童   

備 考 ♢看護師常在で安心の医療的ケアを行います 

♢健康チェックやおやつの時間があります 

♢絵カードやスケジューリングで見通しを持たせる視覚支援を行います 

♢地域のイベントに参加し、ふれあいを楽しめる活動を行います 

☆障がい手帳のないお子様もご相談ください 

☆利用料金等もお問い合わせ下さい 

障が

い児 



 

 

8-6 日中活動の場（障害児通所支援） 

あん 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良東仲宗根343 

連絡先 TEL：79-5215 FAX：79-5216 

利用時間 午前8時30分～午後5時30分 

休館日 日曜日 年末年始 

対象者 
     または支援が必要と認められる児童 

備 考 ♢看護師常在で安心の医療的ケアを行います 

♢健康チェックやおやつの時間があります 

♢絵カードやスケジューリングで見通しを持たせる視覚支援を行

います 

♢地域のイベントに参加し、ふれあいを楽しめる活動を行います 

☆障がい手帳のないお子様もご相談ください 

☆利用料金等もお問い合わせ下さい 
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チャイルドサポートみやこ 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里1154-10 １F 

連絡先 ＴＥＬ：７９－５４７４    ＦＡＸ：７９－５４７５ 

利用時間 午前９時～午後5時 

休館日 日曜、年末年始 

対象者 
     重症心身障害児又は支援が必要と認められる児童 

備 考 ・看護師常駐で常時医療ケアを行います。     

・リハビリの専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が

常駐しております。 

・重症心身障害児も対象です。  

・少人数制で家族のような支援を行います。 

・カフェスペースを併設しておりますので保護者同士の語らいの場

としてご利用ください。         

・一人で悩みを抱えずに、先ずは事業所を見学しに来てください。 

☆送迎：有り 

障が

い児 

障が

い児 



 

 

8-6 日中活動の場（障害児通所支援） 
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チャイルドサポートみやこ２ 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里1154-10 ２F 

連絡先 ＴＥＬ：７９－５４７４  ＦＡＸ：７９－５４７５ 

利用時間 午前９時～午後５時  ＊延長支援は可能 

休館日 日曜 

対象者 
      (重症心身障害児以外） 

備 考 ・PT（理学療法士）/OT（作業療法士）/ST（言語聴覚士）が在籍

したリハビリとトレーニングに特化した事業所です。 

・個別対応の個室もあります。 

 

障が

い児 

チャイルドサポートみやこ３ 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良下里912-3 2F 

連絡先 TEL：７９－５６１６ FAX：７９－５６１７ 

利用時間 午前9時~午後5時 

休館日 日曜 

対象者      （重度心身障害児以外） 

備 考 

・PT（理学療法士）/OT（作業療法士）/ST（言語聴覚士）が在籍

したいるリハビリとトレーニングに特化した事業所です。SSTを活

用した関わりや保護者向けのペアレントトレーニングも実施して

おります。 

障が

い児 


