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訪問サービス
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はじめに 
 
 
 障害者福祉を取り巻く環境は、この数年で法制度の移り変わりとともに大き

く変わり、現在では「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者総合支援法）」により、障害者支援制度の充実が図られていると

ころです。 
 飯能市では、地域の障害者福祉制度について平成１９年度から飯能市障害者

地域自立支援協議会において検討を重ねてきたところですが、その協議会は平

成２６年度から飯能市障害者支援協議会と飯能市障害福祉審議会へと議論を行

う機関と諮問機関にその機能を分けて運営することにより、より一層の充実を

図るべく検討を重ねております。 
 さて、本ガイドブックについては、前述の飯能市障害者支援協議会での議論

に端を発し作成されたものです。制度の充実と、支援機関の拡充が著しく進ん

だ一方で、その仕組みの複雑化と支援機関の多様化があり、障害のある方やそ

のご家族をはじめとする関係者の方が、自ら制度・サービスを選択するという

法の趣旨に添えるように情報をまとめて把握できるものが必要であるという思

いから作成に至りました。今後も必要に応じて加除・改編を重ね、飯能市内の

障害のある方やその支援者の方の情報収集に役立てていただくことで、生活の

自立や社会参加の一助になれば幸いです。 
 
 
 
 
 
    飯能市障害者支援協議会 会長 斉藤 英治 
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飯能市の障害者支援MAP

～飯能中央地区(a)～

■訪問系サービス■
１ 居宅介護事業所 団栗

℡ 042-978-8090
２ ケアセンターはんのう

℡ 042-983-8622
３ 訪問介護ゆーもあ

℡ 042-978-8601
４ ましばヘルパーステーション

℡ 042-983-0106
５ ニチイケアセンター飯能

℡ 042-983-1211

◆日中活動の場◆
１ 就労移行支援事業所 わかばの家

℡ 042-974-5836
1'同（カレーハウスあおーら）

℡ 042-974-5208
2 生活支援事業所 セラヴィ

℡ 042-971-5116
3 就労継続支援事業所 にこにこハウス

℡ 042-978-9222
4 就労継続支援事業所 虹

℡ 042-978-5091
5 ダンス空間 ヴェルペンスマイルスタジオジュニア

℡ 042-975-5505
6 飯能市身体障害者福祉センター

℡ 042-973-0022
7 地域活動支援センター 希望

℡ 042-971-5003

居住の場
１ キロロハイツ

℡ 042-971-5655

相談の場
１ 飯能障がい者・障がい児相談支援センターはちまん町

℡ 042-975-5600
２ 障害者相談支援事業所 希望

℡ 080-9654-1754
３ 障がい者（児）相談支援事業所 マロニエ

℡ 042-978-9991
４ 飯能市障害者就労支援センター

℡ 042-971-2020
５ 飯能市保健センター

℡ 042-974-3488
６ 飯能市障害者福祉課

℡ 042-986-5072
７ 飯能市すこやか福祉相談センターはちまん町

℡ 042-975-1200
８ 飯能市すこやか福祉相談センターさかえ町

℡ 042-971-1167
９ 障がい者相談支援センターつぶらの

℡ 042-978-8443

●当事者団体・ボランティア団体等●
１ 飯能市手をつなぐ育成会

℡ 042-974-6490
２ ピアサポートグループみなくる倶楽部

℡ 042-974-9337
３ 飯能市ボランティアセンター

℡ 042-973-0022
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～精明地区(b)～
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◆日中活動の場◆
１ ぽかぽかハート・ヴィレッジ

℡ 042-978-8638
２ おぶすま福祉会 飯能事業所

℡ 042-973-9879
３ 太陽の丘

℡ 042-975-1555
４ くみちゃんハウス

℡ 042-983-4888
５ 飯能市立つぼみ園

℡ 042-971-5522

居住の場
１ 飯能ケアホーム

℡ 042-974-6385
２ 円野

℡ 042-975-3300

相談の場
１ 相談支援センター飯能

℡ 042-974-6385
２ 相談支援事業所 朝陽

℡ 080-8807-4779

飯能市の障害者支援MAP

～加治地区(c)～

■訪問系サービス■

１ たんぽぽ訪問介護事業所

℡ 042-978-6934

◆日中活動の場◆

１ 阿須フレンドワーク

℡ 042-975-5501

相談の場

１ 障がい者相談支援センターたんぽぽ

℡ 042-978-6934

○○○

飯能南高校

●当事者団体・ボランティア団体等●
１ おどる太鼓クラブ

℡ 042-974-2562

1

2
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～第二区・原市場地区(d)～

■訪問系サービス■

１ ヴェルペン 居宅介護 はらいちば

℡ 042-970-3000

２ ホームヘルパーステーション敦徳園

℡ 042-975-1552

居住の場

１ キロロハイツ（グリーンシャトー）

℡ 042-980-5120

２ 陽だまり荘

℡ 042-977-1588

３ もみじ山荘

℡ 042-977-4188



A. 訪問系サービス ■ 
 

【a飯能中央地区】 

①  居宅介護事業所 団栗                   A-a-1 

②  ケアセンターはんのう                   A-a-2 

③  訪問介護ゆーもあ                     A-a-3 

 

【c加治地区】 

①  たんぽぽ訪問介護事業所                  A-c-1 

 

【d第二区・原市場地区】 

① ヴェルペン 居宅介護 はらいちば              A-d-1 

 



≪活動内容等≫
団栗は平成２０年１１月に訪問介護事業所・居宅介護事業所としてオープンしま
した。
介護保険・自立支援のサービスが利用でき、在宅で生活する方々の家事援助・身
体介護・移動支援サービスを行います。また、法人内には精神科病院（青梅成木
台病院）・メンタルクリニック（あいクリニック）を持ち、精神障がい及び高齢
者介護が身近に出来る環境にあり、専門性の高いスキルケアが提供できます。
★営業日　月～土と祝日
★休み　　日曜日と年末年始（１２月３０日～１月３日）

042-978-8090

FAX 042-978-9991

ホームページURL http://www.narikidai.jp/

≪団体略歴≫
〒198-0001　東京都青梅市成木1-447
医療法人財団良心会　青梅成木台病院
電   話：0428-74-4111
ＦＡＸ：0428-74-7131
理事長：小林暉佳
精神科病棟：270床
関連施設：西多摩医療圏認知層医療センター、あいクリニック
               共同生活援助キロロハイツ、障がい者（児）相談支援事業所マロニエ
               訪問介護事業団栗

事業所等名称 居宅介護事業所　団栗

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 居宅介護

運営団体名 特定医療法人財団良心会

所在地
（活動場所）

飯能市東町6-4　和田ビル２階

電話番号

Ａ－ａ－１

http://www.narikidai.jp/


≪活動内容等≫　営業日:月曜～土曜(祝日含む)　休業日:日曜および12/30～1/3
　　　　　　　　営業時間：8：30～17：30
☆訪問看護ステーションはんのう☆
　◎病状により24時間体制の必要な方への訪問看護体制が整っています。
　　訪問看護を利用できる方は、いずれも主治医（かかりつけ医）の診療により訪
　　問看護が必要であると認められた方に限ります。在宅療養ができるだけ要望に
　　沿えるように、入院中から在宅での生活を病院のスタッフと一緒に考え、退院
　　してからの生活が安心して送れるように訪問看護を提供しています。主に介護
　　保険を利用されている方が多いですが、精神科訪問看護の提供もしています。
　　将来の生活や就労について一緒に考えています。
　　訪問看護の提供日はできるだけ希望日に合わせています。週１～２回利用して
　　いる方が多いです。訪問看護の利用料金は法律で定められた金額請求になりま
　　す。詳細は契約時に説明します。※ステーションは、看護師が届出要件に該当
　　する研修を受講して修了しております。

☆ヘルパーステーションはんのう☆
　ご自宅で安心して生活ができるよう訪問介護員が定期的にご自宅を訪問し、支援
をします。具体的な内容は、以下のとおりです。
　◎身体介護サービス
　　排泄介助・入浴介助・食事介助など
　◎家事援助サービス
　　食事の準備・掃除・洗濯・買い物など
現在、様々な支援内容で訪問させていただいていますが、ご利用者様とメニューを
考えてご一緒に調理を行ったり、掃除をしたりしています。また、入浴や移乗の介
助やモーニングケア（着替え・整容・食事介助・口腔ケア等）をするためにうか
がっているご利用者様もいらっしゃいます。
 

　　　　　　　　　ご相談お待ちしています！

042-983-8622

FAX 042-983-8623

ホームページURL

≪団体略歴≫
平成14年11月1日訪問看護ステーションはんのう　事業開始

平成18年10月1日ヘルパーステーションはんのう　居宅介護・重度訪問介護事業開始

事業所等名称
ケアセンターはんのう

訪問看護ステーションはんのう
ヘルパーステーションはんのう

医療生協さいたまのマスコット

ココロンです♪

種別 訪問看護 / 居宅介護 ・ 重度訪問介護

運営団体名 　医療生協さいたま生活協同組合

所在地
（活動場所）

飯能市双柳150-23　2階

電話番号

Ａ－ａ－２



≪活動内容等≫
Ⅰ．提供可能サービス
　　・訪問介護、介護予防訪問介護サービス
　　・居宅介護、重度訪問介護サービス
　　・喀痰吸引、経管栄養サービス
　　・自費サービス（保険外）

Ⅱ．サービス提供時間
　　２４時間３６５日対応（営業時間は平日９時～１８時）

Ⅲ．サービス提供エリア
　　飯能市、入間市、日高市

Ⅳ．ゆーもあ行動規範
　　１．思い遣ろう
　　２．明るく、楽しくやろう
　　３．約束、ルールを守ろう
　　４．粘り強くやろう
　　５．もう一歩踏み込もう

Ⅴ．ゆーもあの思い
　　これからもチャレンジ精神でご利用者さまに本当にご満足いただけることを
　　追求していきます。きめ細かなサービスを提供していくことで地域の方々に
　　信頼して頂けるよう前進してまいります。

０４２－９７８－８６０１

FAX ０４２－９７８－８６０２

ホームページURL http://www.scptr.co.jp

≪団体略歴≫

２０１３年１２月９日　株式会社ソフトケアパートナー設立
２０１４年　４月１日　訪問介護ゆーもあ開業
　　　　　　　　　　　介護保険サービス開始（訪問介護、介護予防訪問介護）
　　　　　　　　　　　自費サービス開始
２０１４年　６月１日　障害福祉サービス開始（居宅介護、重度訪問介護）
２０１５年　３月１日　喀痰吸引、経管栄養サービス開始

事業所等名称 訪問介護ゆーもあ

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 居宅介護・重度訪問介護

運営団体名 株式会社ソフトケアパートナー

所在地
（活動場所）

飯能市双柳８７－１３
アウトレット１０３

電話番号

Ａ－ａ－３

http://www.scptr.co.jp


事業所等名称 たんぽぽ訪問介護事業所

種別 居宅介護・重度訪問介護・同行援護　等

運営団体名 NPO法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

所在地
（活動場所）

飯能市落合２９１－１

電話番号

≪団体略歴≫
・昭和６１年４月　女性問題研究会「たんぽぽ」設立
・平成１１年４月　「NPO法人ぬくもり福祉会たんぽぽ」の認証を受ける
・平成１２年４月　訪問介護「たんぽぽ訪問介護事業所」
・平成１５年４月　障がい者支援費業務開始
・平成１９年９月　「飯能市障がい者就労支援センターJOB」飯能市委託業務
　　　　　　　　　開始（平成２３年３月業務終了）
・平成２４年４月　「ソーシャルファーム・フラワーガーデン」オープン
・平成２６年９月　「障がい者相談支援センターたんぽぽ」業務開始
※障がい福祉に関する情報のみ記載しております。

≪活動内容等≫
　
たんぽぽ訪問介護事業所は障害福祉に関わるサービスとして、居宅介護・重度訪
問介護・同行援護・移動支援・生活サポート・助け合いサービスを行っておりま
す。「困ったときはお互いさま。地域で助け合い支え合う」という団体設立当初
からのスローガンを掲げ、利用者様が地域でいきいきと活動できるよう支援して
いきたいと考えております。

障害福祉のサービスをご希望の方は原則として身体障害者手帳・療育手帳・精神
保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。申請から契約までの手続きを経ていただ
くと、以下のようなサービスがご利用になれます。
○居宅介護・・・食事・入浴・排泄介助などの身体介助、調理・掃除・洗濯・買
　物等の家事援助を行います。
○重度訪問介護・・・重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害
　により常時介護を要する方が対象で、生活全般にわたる援助を行います。
○同行援護・・・視覚障害により移動に著しい困難を有する方が対象で、ヘルパ
　ーがご本人に同行し、移動の援護の他、排泄・食事等の介助も行います。
○移動支援・・・障害のある方が円滑に外出できるよう、ヘルパーがご本人に同
　行し移動の援護を行います。就学中のお子様もご利用いただくことができ、必
　要な方には排泄・食事等の介助も行います。
○生活サポート・・・障害のある方を対象に、年間１５０時間の範囲内で身体介
　護・外出介助・ヘルパー車による送迎サービスなどを行います。
○助け合いサービス・・・たんぽぽが独自に行っているサービスで、身体介助・
　家事援助・送迎・集団保育等、生活全般における支援を行います。

０４２－９７８－６９３４

FAX ０４２－９７８－６９３５

ホームページURL http://care-net.biz/11/tanpopo
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原市場地区を中心に、障害のある方が安心して生活できるように、平成２６年１
２月に訪問の居宅介護事業所を開設いたしました。

「笑顔で訪問」　「あたたかいヘルプ」を理念に掲げ、ご利用者様のこころとか
らだに寄り添うヘルプを行なっていきたいと思っています。

たとえどんなに重い障害があっても、人は希望を失わず、日常のちょっとした喜
びを糧に生きていけます。そう信じて、そうした環境をつくることに関わってい
きます。

明るく元気で、笑顔あふれるヘルパーが皆様を訪問します。
どうぞよろしくお願いいたします。

所在地
（活動場所）

飯能市原市場５５５－１

電話番号 ０４２－９７０－３０００

FAX ０４２－９７０－３００３

　株式会社　ヴェルペンファルマ

ホームページURL www.welpen.jp

平成４年１０月　株式会社ヴェルペンファルマ設立
私達は、地域の皆様のこころとからだと健康に、ずっと寄り添う会社です。
飯能市を中心に調剤薬局や介護事業などを展開しております。
私達は、いかにこの地域に深く根付き、役に立つことが出来るかを最優先で考え
ます。
手を添えて患者様やご利用者様を支えたり、何気ない会話の中でも自然と「ほっ
と」していただけるような会社を目指しています。
私達一人ひとりがこれを意識して行動していくことで、ずっとそこにある、いつ
でも変わらない安心できる存在として、地域の皆様に受け入れていただけるよう
な、あたたかく、ほっとできる会社でありたい。
これが私達ヴェルペングループの思いです。

写真
（活動風景、建物風景

等）

事業所等名称 ヴェルペン　居宅介護　はらいちば

種別 居宅介護・重度訪問介護・同行援護

運営団体名
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B. 日中活動の場 ◆ 
 

 

【a飯能中央地区】 

①  就労移⾏⽀援事業所わかばの家              B-a-1 

②  生活支援事業所セラヴィ                 B-a-2 

③  就労継続支援事業所 にこにこハウス           B-a-3 

④  就労継続支援事業所 虹                 B-a-4 

⑤  ダンス空間 ヴェルペンスマイルスタジオジュニア      B-a-5 

⑥  飯能市身体障害者福祉センター              B-a-6 

⑦  地域活動支援センター 希望               B-a-7 

【b精明地区】 

①  ぽかぽかハート・ヴィレッジ               B-b-1 

②  おぶすま福祉会 飯能事業所               B-b-2 

③  太陽の丘                        B-b-3 

④  くみちゃんハウス                    B-b-4 

⑤  飯能市⽴つぼみ園                    B-b-5 

【c加治地区】 

①  阿須フレンドワーク                   B-c-1 

 



≪活動内容等≫

042－974－5836

FAX 042－974－5836

ホームページURL http://ahorahanno.web.fc2.com

≪団体略歴≫
2006年  7月 3日　　特定非営利活動法人あおーら設立
2007年  4月 1日　　就労移行支援事業所わかばの家開所
2010年  6月 1日　　多機能型事業所わかばの家として就労継続支援事業所を
                                併設
2014年11月 1日　　カレーハウスあおーらが就労移行支援事業所に移行、
                                単独事業所となる。

事業所等名称 就労移行支援事業所わかばの家

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 就労移行支援

運営団体名 特定非営利活動法人あおーら

所在地
（活動場所）

飯能市新町2-10
ジョイステージ飯能201

電話番号

＜作業訓練＞ 

 飲食店 ．．．カレーハウスでの接客、 

                      調理補助、清掃 

 企業請負作業．．．ウエス検品、 

                              ボルト組立 

 清掃作業 ．．．市内公園トイレ 

＜就労講座＞ 

 ビデオを使ってのビジネスマナーや、 

 コミュニケーション講座など行っています。  

とある日のコミュニケーション講座 

＜パソコン教室＞ 

 毎週木曜日13：30～ 

 クラスを分けて行っております。 

Word、Excelの他に、 

こんなこともやってます！ 

お店のチラシ 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  すみれ（日高市）開所

              平成18年  7月 3日　　NPO法人   あおーら　設立

              平成19年  4月 1日　　小規模作業所　セラヴィ　開所

              平成23年12月 1日　　生活支援事業所　セラヴィ（飯能市）開所

≪団体略歴≫

同上

ホームページURL http://ahorahanno.web.fc2.com/

事業所等名称 生活支援事業所　セラヴィ

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 自立訓練（生活訓練）

運営団体名 特定非営利活動法人あおーら

所在地
（活動場所）

飯能市八幡町8-20

電話番号 042-971-5116

FAX

　　創作活動　　：アート書道、フラワーアート、写真、石けんアート、

　　その他　      ：地域のイベント（あいあい祭り、スポーツ大会）など

≪支援内容≫

　　音楽　　　　：合唱、トーンチャイム

　　体力づくり　：リラックス体操、ヨガ、ホットジム、ウォーキングなど

　＊地域の中で、自信を取り戻せるように支援します。

　　　開所時間は月曜日～金曜日の9：30～15：30です

≪現在の活動内容≫

　　実習　　　　：調理実習、買い物実習、清掃など基本的生活プログラム

　＊施設を退所、病院を退院された方や、自宅から一歩出て地域で生活していきたい

　　方を支援します。

　＊一人一人の障がい特性に合わせながら、生活能力を向上できるよう

　　プログラムや個別相談を行います。

　　　　　　　　　ハンドメイドなど
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≪活動内容等≫

①　営業時間は、火曜日～金曜日　11時～15時
　　　　　　土、日、祝日はお休み、月曜日はお店はお休みでプログラム。
　　　　　　ランチ　800円（ランチセット（フリードリンク付）１０００円）
　　　　　　飲み物のみ　300円でおかわり自由。

②　プログラムでは、フラワーアート、小物づくり（松ぼっくり
　ツリー、羊の飾りものつくり）など。外食体験、カラオケ体験
　など日頃できないことをみんなでやっています。今年1月からは
　絵手紙の講習会を開始(月1回）。今後ストレッチなど予定して
　います。

③　物販では、フラワーポット、エクアドルチョコレート、その他
　ポストカードなども販売しています。

④　随時、相談支援、面談など利用者への支援も行っています。

⑤　フェイスブック「にこにこハウス飯能」を毎日配信しています。

⑥　市民活動のひとつとして、ライブコンサートも実施（エクア
　ドル支援コンサート）、おひなさま展（満月ライブを予定）

042-978-9222

FAX 042-978-9222

ホームページURL （フェイスブック）　にこにこハウス飯能

≪団体略歴≫

平成26年4月開所。業務はレストラン。
飯能市の街中(飯能駅北口、南口から徒歩8分）に位置し、飯能銀座商店街も近く便が良い。店内には
「みんな違ってもいいじゃないか」「スローライフでいきましょう」というスローガンを掲げてい
る。食材などの仕入は地元商店街から仕入、『安全、安心、栄養満点のランチ』を提供しています。
お客さまも関係者だけでなく、ご近所の方から、市民活動をされている方など多くのお客様が入れ替
わり立ち寄っていただき、市民活動の交流の場、街づくりという視点ももっています。
「生涯現役」の思いで50代、60代、70代のスタッフも笑顔で働ける素敵な場所です。

事業所等名称 就労継続支援事業所　にこにこハウス

種別 就労継続支援Ｂ型

運営団体名 合同会社悠　にこにこハウス

所在地
（活動場所）

飯能市稲荷町１４番地10
グリーンパレス飯能

電話番号

にこにこハウスの想い 
 

１. 心の病を持つ人が、明るく、元気に 

 活動し、自ら働く場を作り、精神的にも 

 経済的にもより豊かな生活ができるこ 

 とを目指します。 
 

２. 福祉サービスを受けるという視点か 

 ら、自分たちに出来うる社会の中での 

 役割、貢献を見出す。「生涯現役で働 

 き、社会の一員として生きる」という精 

 神で、私たちは活動します。 

  

３. 私たちは、福祉と、市民活動の視点 

 を持ち、仲間と共に活動し、汗水流し 

 楽しく笑いのある職場をつくります。 

 地域の行事にも、積極的に参加します。 

 

４. 働けるスタッフとともに、今なお引き 

 こもりがちな方、悩みや問題を抱える 

 方の居場所となることも重要な柱とし 

 ます。 
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事業所等名称 就労継続支援事業所　虹

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 就労継続支援Ｂ型

運営団体名 特定非営利活動法人あおーら

所在地
（活動場所）

飯能市中山５３５－１

電話番号

≪活動内容等≫
・一人ひとりにあった支援計画を作成しています。
・作業の場を提供しています。
　（紙袋加工などの軽作業、クッキー・ケーキの製造、福祉センターでの
　　清掃など）
・作業に対しての賃金をお支払いします。
・自信がついて一般就職を考えたいという方のご相談もお受けいたします。
・系列の法人内での余暇活動、行事なども提供しています。

０４２－９７８－５０９１

FAX ０４２－９７８－５０９１

ホームページURL http://ahorahanno.web.fc2.com/

≪団体略歴≫
平成１８年　７月　ＮＰＯ法人あおーらが設立される。
　　２２年　６月　多機能型事業所わかばの家の中の１つの事業所として、
　　　　　　　　　就労継続支援事業所　虹が設立される。
　　２６年１１月　多機能型より分離し、単独の『就労継続Ｂ型事業所　虹』
　　　　　　　　　として開始する。
　

大忙しの菓子工房とクッキー 

         シフォンケーキ 

（1個 100円） 
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株式会社　ヴェルペンファルマ

ホームページURL www.welpen.jp

≪団体略歴≫
・平成２６年１０月１日　ダンス空間　ヴェルペンスマイルスタジオ　ジュニア
　　　　　　　　　　　　開設

事業所等名称
ダンス空間　ヴェルペン

スマイルスタジオ　ジュニア

種別 児童発達支援、放課後等ディサービス

運営団体名

≪事業内容≫
　〇児童発達支援　〇放課後等デイサービス

≪提供内容≫
　〇ダンス療育　〇運動療育　※インストラクターが基礎から丁寧に指導します。

≪利用対象≫
①　児童福祉法に基づく通所受給者証をお持ちのお子様
②　通所受給者証をお持ちでないお子様で、
　　◇おしゃべりが遅い◇落ち着きがない◇お友達とうまく遊べない　など発達が気に
　　　なるお子様
　　◇姿勢を矯正させたい◇体幹を鍛えさせたい　など運動機能を向上させる基礎訓練を
　　　受けさせたいお子様　（②ついては障害児通所給付費の申請が必要となります。）

≪開設日・時間≫
月・火・金・祝日　　１２：００～２１：００
土・日　　　　　　　　８：３０～１７：３０

≪レッスン日・時間≫
月・火・金・祝日　　１７：００～１９：００
土・日　（午前の部）１０：００～１２：００
　　　　（午後の部）１４：００～１６：００

≪利用定員≫　1日　10名まで　　※個別対応もいたします。

≪主なレッスン内容≫
〇あいさつ・自己紹介　〇ウォーミングアップダンス　〇アイソレーション　〇器械運動
〇おやつ　〇サーキット運動　〇リズムダンス　〇発声練習・うた　〇ストレッチ運動
ダンスやうたを通じて豊かな成長・社会性を身につけるお手伝いと環境を提供いたしま
す。
お子様の成長・発達について気になる事がございましたら、当スタジオまでお気軽に
お問い合わせ下さい。
随時、見学・体験も実施しております。ご連絡お待ちしております。

所在地
（活動場所）

飯能市栄町１８－１３
コヤマビル１F

電話番号 ０４２－９７５－５５０５

FAX ０４２－９７５－５１５６

Ｂ－ａ－５

http://www.welpen.jp/


事業所等名称 飯能市身体障害者福祉センター

種別 身体障害者福祉センター

運営団体名 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

所在地
（活動場所）

飯能市双柳３７１番地１３
（飯能市総合福祉センター内）

電話番号

≪活動内容等≫

　障害者の文化教養の向上、社会との交流の促進と自立を図り、生きがいを高め
て社会参加してもらう機会を提供します。

・障害児書道教室
・福祉スポーツ大会、障害者スポーツ交流事業
・創作品展
・手話奉仕員養成講座
・点字講習会

　【障害者地域活動支援センター】
　障害者の地域における自立生活および社会参加の促進を目的に、機能回復訓練
や創作的活動等を総合福祉センター内で実施しています。

・理学療法
・療育音楽教室
・機能回復訓練
・生活行動訓練
・書道教室
・陶芸教室
・ヘビーハンズ教室
・レクリエーション教室
・入浴サービス
・送迎サービス

０４２－９７３－００２２

FAX ０４２－９７３－８９４１

ホームページURL http://hannosyakyo.or.jp/

≪団体略歴≫
・昭和５５年３月２６日　社会福祉法人飯能市社会福祉協議会の設立
・昭和６３年９月　１日　身体障害者福祉センター（総合福祉センター内）事業
　　　　　　　　　　　　の受託
・平成１８年４月　１日　身体障害者福祉センター（総合福祉センター内）事業
　　　　　　　　　　　　の指定管理者（３年間）に指定
・平成２１年４月　１日　身体障害者福祉センター（総合福祉センター内）事業
　　　　　　　　　　　　の指定管理者（５年間）に指定
・平成２６年４月　１日　身体障害者福祉センター（総合福祉センター内）事業
　　　　　　　　　　　　の指定管理者（５年間）に指定
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事業所等名称 地域活動支援センター　希望

写真
（活動風景、建物風景等）

種別 精神障害者地域活動支援センター

運営団体名 特定非営利活動法人あおーら

所在地
（活動場所）

飯能市緑町７－７
飯能市双柳４６０－３

電話番号

≪活動内容等≫

いろいろな人（お仕事をされている方・他事業所を利用されている方・のんびりお
しゃべりしたい方）が集まって夕暮れ時の間、ひとりぼっちでない場所を提供しま
す。
スポーツ等のクラブ活動を通して、心身の健康回復を応援します。地域の中で自信を
持ち、自分らしく生きていけることを応援します。

・活動日：火～金　12時から19時（土・日・月・祝祭日・年末年始休み）
　　　　　フリースペース・クラブ活動・夕食会・ＳＳＴ　他

・利用できる方：飯能市・日高市にお住まいの方
　　　　　　　　同じ悩みを持った仲間と一緒に話したい方
　　　　　　　　楽しい時間を共有したい方

◎自分の体調に合わせて活動できます
◎皆で作った夕食のテーブルを囲み、おしゃべりしながら、楽しく食事をしています

０４２－９７１－５００３

FAX ０４２－９７１－５００３

ホームページURL http://ahorahanno.web.fc2.com/

≪団体略歴≫

・設立年月　平成22年4月
・設置者　　飯能市・日高市
・運営主体　特定非営利活動法人あおーら

西部地区

ソフトバレーボール大会

外出ランチ

（ぽかぽかハート

ヴィレッジにて）
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≪活動内容等≫

ぽかぽかハート・ヴィレッジは就労継続支援A型事業を行っている事業所です。
様々なハンデや生きづらさを抱えた方たちが雇用契約に基づき働くことを通して
社会とかかわり、自立をしていく支援をする事業所です。ぽかぽかハート・ヴィ
レッジでの特性を活用して、子供からお年寄りまで、障がいのある人もない人
も、ハート・ヴィレッジで開催するイベントに関心のある方が、つどって下さる
ことを通じて人と人とのふれあいを大切にして、絆を深めることにより、コミュ
ニティ豊かな地域社会の実現に向けてお手伝いさせていただきたい思いで事業を
行っています。

活動内容といたしましては、
・お弁当の販売
・喫茶、レストランの営業
　レストラン営業時間　月～金11:30～15:00
・農作業
・保育園、近隣工場様での施設外就労
・各種イベントの開催
・研修会等の会場貸し
・ワンデーシェフの実施
・音楽会、コンサート実施のお手伝い
・パーティー、忘年会、新年会の開催

等々、ぽかぽかハート・ヴィレッジでは各種イベントのお手伝いをさせていただ
きます。
詳しい内容は事業所にお問合せ下さい。

042-978-8638

FAX 042-974-8304

ホームページURLhttp://blog.livedoor.jp/pokapokaheartvillage

≪団体略歴≫
・平成18年　　　社会福祉法人はなみずき会設立
・平成19年　　　ぽかぽか保育園開所
・平成25年　　　就労継続支援Ａ型事業所ぽかぽかハート・ヴィレッジ開所

事業所等名称 ぽかぽかハート・ヴィレッジ

\

種別 就労継続支援Ａ型

運営団体名 社会福祉法人はなみずき会

所在地
（活動場所）

飯能市双柳1298-1

電話番号

Ｂ－ｂ－１
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事業所等名称 飯能事業所

種別 就労継続支援Ｂ型

運営団体名 社会福祉法人おぶすま福祉会

所在地
（活動場所）

飯能市芦苅場570番地１

電話番号

≪活動内容等≫

開所時間　　10:00～16:00

作業内容　地場産である西川材を使用した木工製品製作を中心に行っています。
　　　　　木工は木の磨き、電動工具、組み立て、塗装などの作業が入ります。
　　　　　雛人形に使用するビーズの髪飾り製作、折り紙での扇子折りなどの作業も行っています。
　　　　　・ブランド家具「ＯＢＵＳＵＭＡ」（シェルフ・デスク・チェア・スツール・ワゴン）
　　　　　・雛人形・積木・フォトフレーム・看板・薪・ストラップ・その他
　　　　　  受注作業（ポストイットの袋詰め、箱折り、箱詰め、シール貼りなど）も行っています。

イベント　ご利用者、ボランティア、職員で構成された実行委員会が中心になり、進めています。
　　　　　８月の夏祭り、１２月の餅つき大会は所内で地域の方々にもお越しいただき楽しんでいます。
　　　　　その他、一泊旅行、カラオケ、ボーリング、お楽しみ会（クリスマス）なども行っています。

就労　　　一般企業への就労を目指し生活支援、作業支援を行っています。
　　　　　すでに就職し活躍されている元ご利用者の方々との交流も、良き学びの場となっています。

042-973-9879

FAX 042-973-9830

ホームページURL http://ｏｂｕｓｕｍａ．Ｊｐ

　
≪団体略歴≫
・平成　８年　２月　　おぶすま第１作業所設立　（寄居町・心身障害者地域デイケア）
　　　　　　　　　　　おぶすま生活ホーム設立　（寄居・生活ホーム）
・平成　９年　３月　　飯能第２おぶすま作業所設立　（飯能・心身障害者地域デイケア）
　　　　　　　　　　　第２おぶすま生活ホーム設立　（飯能・生活ホーム）
　　　　　　　　　　   第３おぶすま生活ホーム設立　（飯能・生活ホーム）
・平成１０年　３月　　おぶすま第３作業所設立　（寄居・心身障害者地域デイケア）
・平成１０年　８月　　第４おぶすま生活ホーム設立　（寄居・生活ホーム）
・平成１４年　４月　　「社会福祉法人」の認可を得る
・平成１６年　７月　　飯能の施設は山手町から芦苅場に移転する
・平成１８年１０月　　心身障害者地域デイケアは新体系に移行し就労継続支援Ｂ型となり名称変更する
　　　　　　　　　　　「寄居事業所」　「飯能事業所」となる
・平成２１年　４月　　生活ホームは新体系に移行し共同生活介護となり名称変更する
　　　　　　　　　　　「おぶすま第１ケアホーム」「おぶすま第２ケアホーム」「飯能ケアホーム」と
　　　　　　　　　　　なる
・平成２６年　４月　　「共同生活介護」の制度は「共同生活援助」に体制変更となる
・平成２６年１１月　　相談支援センター飯能設立
　　　　　　　　　　　（特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所）
　

ブランド家具「ＯＢＵＳＵＭＡ」 
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事業所等名称 太陽の丘

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 就労継続支援B型、生活介護

運営団体名 社会福祉法人　埼玉現成会

所在地
（活動場所）

飯能市川崎３０－１

電話番号 ０４２－９７５－１５５５

FAX ０４２－９７５－１５６６

ホームページURL info@genseikai.or.jp

≪団体略歴≫
太陽の丘は平成２５年11月に開設しました。
当法人は平成６年に法人設立後、ケアハウス及びデイサービス 蘭風園を開設、平
成９年には特別養護老人ホーム敦徳園、ホームヘルパーステーション敦徳園、介
護保険施行後には、居宅介護支援事業所トータルケアシステム蘭風園と老人福祉
を進めてきました。平成２０年に飯能元氣保育園を始めとし、分園、所沢、三芳
第二所沢と保育園を開設し、子育てを応援しています。
赤ちゃんからお年寄りまでを支援する法人にとって、障がい福祉をてがけること
は長い間の願いでした。それが実現したのが太陽の丘です。「未来に生かせ耀く
個性」をコンセプトに、光あふれる明るい施設です。
定員　就労継続支援B型（１０名）　　生活介護（２１名）

≪活動内容等≫
就労継続支援B型
作　　業　　①自主製品（パンの製造、販売、納品）
　　　　　　②リサイクル（ペットボトル）
　　　　　　③受注作業 （ウエス、紙袋）　④その他（弁当、野菜作りなど）
作業時間　　４時間

生活介護
一日の中で生産活動と余暇活動を半日づつ行っています。
生産活動　　①自主製品（パンの販売、納品）　②リサイクル（ペットボトル）
　　　　　　③受注作業（紙袋）
余暇活動　　散歩（近所を散策・車にて公園に出かけての散策）
　　　　　　クラフト（季節に会った作品作り）　買い物　　料理
　　　　　　各種イベント　外出など
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　③放課後等デイサービス（小学１年生～高校３年生）

042-978-5541

事業所等名称

種別

運営団体名

・平成21年  7月1日　　飯能市に移転

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・日中一時支援

所在地（活動場所）

電話番号

FAX

http://www.kumichanchi.com/

≪団体略歴≫

・平成19年6月22日　　株式会社　くみちゃんち設立　　　日中一時支援事業

ホームページURL

くみちゃんハウス

日中一時支援、児童発達支援
放課後等デイサービス、短期入所

株式会社　くみちゃんち

飯能市芦苅場685-1

042-983-4888

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・児童発達支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・放課後等デイサービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・短期入所

　・健康な心と身体、基本的生活習慣

　・人と関わる力を大切にし生活、遊びを通して様々な経験を積み重ねていきます(母子分離)

　 ・集団活動を通して、人と関わる力や生活の中で出来る事を増やしていく事を目的としています

≪現在の活動内容等≫

　・遊びを通して幅広い年代の方のお預かりをしてます

　・年１回餅つき、クリスマス会開催

　①日中一時支援

　②児童発達支援（未就学児）

　・未就学児遠足
　・毎月第３水曜日、保護者同士の交流会

☆その他　どんな所？？もっと詳しい話が聞きたい等々いつでもお気軽に連絡を下さい☆

　④短期入所

　⑤音楽療法

　・月3回音楽療法を行なっています

　　　音楽療法士の先生と一緒に楽しく音楽に触れあう時間になってます

　☆イベント

Ｂ－ｂ－４
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事業所等名称 飯能市立つぼみ園

種別 児童発達支援

運営団体名 飯能市

所在地
（活動場所）

飯能市大字芦苅場５７０番地の４

電話番号

   つぼみ園は、病気やその他の理由によって起きた、発達の“遅れ”や“つまづき”があ
るお子さんに対し、基本的生活習慣の自立と社会性の育成をめざした療育を行っていま
す。

＜内容＞
１．お子さんにとって最も大切な「生活」と「あそび」を基盤に少人数のクラスで、個々
　　に応じた課題をもとに支援していきます。
２．お子さんの発達状況や対応等について、共通理解を図るために、保護者と一緒に通園
　　していただき、ご家庭でも適切な関わりができるように支援していきます。

＜対象児童＞
１．飯能市内に在住する発達につまづきのある就学前のお子さん
２．保護者と共に通園できるお子さん

＜その他＞
　通園の他にも育児相談を行っていますので、お子さんの育ちに不安を感じられることが
ありましたら、いつでもご相談ください。ご相談に応じて見学等も受け付けております。
　
　

　

０４２－９７１－５５２２

FAX 同上

ホームページURLhttp://www.city.hanno.saitama.jp

≪団体略歴≫
・平成１０年　４月　１日 　   心身障害児通園施設「飯能市立つぼみ園」　開設
・平成１６年　６月　　　　　 現在地に移転
・平成１５年　３月２４日　 　児童デイサービス「飯能市立つぼみ園」として指定
・平成２５年　４月　１日　　 児童発達支援事業所「飯能市立つぼみ園」として指定

＜一日の流れ＞ 

 ９：３０  登園 

１０：００  朝のあつまり 

  （あそび・体操・散歩など） 

１２：００  昼食 

１３：００  お昼寝 

１５：００  目覚め 

１５：３０  降園 

＜主な行事＞ 

 ４月 入園式・始業式 

 ５月 春の遠足 

 ７月 プールあそび・夏まつり 

１０月 運動会 

１１月 秋の遠足・おいもほり 

 ２月 お楽しみ会 

 ３月 お別れ会 

      卒園式・修了式 
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事業所等名称 阿須フレンドワーク

種別
多機能型支援事業所

（就労継続支援Ｂ型、生活介護）

運営団体名 社会福祉法人むさしの福祉会

所在地
（活動場所）

飯能市大字阿須２２４

電話番号

≪団体略歴≫
・平成１１年４月１日　社会福祉法人むさしの福祉会　阿須フレンドワーク　設
立
≪活動内容等≫　　開所時間は月曜から金曜の９：００～１６：００

◎就労継続支援B型事業（定員２５）
　こんにゃく製造・販売や袋の組立、ウエスの仕分け作業などを通じ、地域社会とのつな
がりを持ちながら一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。
また自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、集団生活の中で様々な活動を
提供し、利用者の方それぞれの自己実現へ向けた取り組み、また生きがいとなるものを共
に探していきます。

　
◎生活介護事業（定員２５）
　軽作業活動から忍耐力や協調性を育み、散歩やレクリエーション活動等で体を動かす時
間を設け、情緒の安定に働きかけていきます。また必要な方には、機能訓練や日常生活の
自立に向けた介護支援を行い、個別支援を目指した日課作りを心がけています。利用者の
方の能力を最大限に発揮すると共に、潜在する能力を表出させながら日々の生活がいきい
きと充実したものになる環境を提供します。

◎その他の活動
　様々な行事やクラブ活動、音楽指導、イベント販売など。

042-9７５ー５５０１

FAX 042-9７４ー２５５１

ホームページURL なし

散歩 施設主催のお祭り ウォークソン フレンド発表会

『あずこん』をご存知ですか？
『あずこん』とは、当施設で自主製造している手作りこんにゃくです。『あずこん』は機械
を一切使わず、利用者の方の手で丹精込めて作ります。市販のこんにゃくのように均
一ではありませんが、とても味が染み込みやすく、手ごねならではの歯ごたえの良い

板こんにゃく（小） ２５

板こんにゃく（大） ４０

さしみこんにゃく ４５０円

『あずこん』の販売先
福祉センター売店、森の店、加藤牧場、さわらびの湯、鈴木屋酒店、休暇村「奥武蔵」、
日高市福祉センター内「マルシェ」、ほっと未来図やまて、喫茶モナミ、フィオレット、南
高麗福祉センター、原市場福祉センター
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C. 居住の場  
 

【a飯能中央地区】 

①  キロロハイツ                        C-a-1 

【b精明地区】 

①  飯能ケアホーム                      C-b-1 

②  円野                           C-b-2 

【d第二区・原市場地区】 

①  キロロハイツ（グリーンシャトー）             C-a-1 

②  陽だまり荘                        C-d-1 

③  もみじ山荘                        C-d-1 



① 入居定員

   ・本町　　　　　　　  ６名

   ・グリーンシャトー  １４名

②入居中にどんな生活がしたいか一緒に計画を立てます（個別支援計画）

③計画に基づき自炊訓練・金銭管理・服薬管理・相談・家事訓練・就労支援

　卒業後の住まい探しを職員と一緒に行います

④ 夏には流しソーメン、冬にはクリスマス会・餅つき等各種イベントもあります

⑤日中は就労・就労支援施設・医療機関のデイケア等に通所していただき自立に

　向けて訓練します

⑦利用期間は概ね２年間です

⑧利用には担当市区町村から障害福祉サービスの支給を受ける必要があります

本町　　　　　　　042-971-5565
グリーンシャトー　042-980-5140

ホームページURL

⑥２４時間３６５日職員が勤務しており困ったことがあればいつでも相談できます

http://www.narikidai.jp/

≪団体略歴≫
・平成17年１０月　キロロハイツ（本町）開設
・平成20年   ９月　キロロハイツ（グリーンシャトー）開設

≪活動内容等≫

事業所等名称 キロロハイツ

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 共同生活援助

運営団体名 特定医療法人財団　良心会

所在地
（活動場所）

本町　　　　　　   飯能市本町19-2
グリーンシャトー　飯能市飯能717

電話番号
本町　　　　　　　042-971-5565
グリーンシャトー　042-980-5120

FAX

Ｃ－ａ－１
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≪活動内容等≫

定員　　　１３名
居室　　　６畳　個室
　　　　　　ベッド・エアコン・クローゼットは備え付け
　　　　　　※テレビ・冷蔵庫・タンス・机・イスなどの持ち込みは自由
職員　　　管理者・サービス管理責任者　　 各１名
　　　　　夜勤者・生活支援員・世話人　　 計６名

利用料　　48,000円／月　　　（平日朝夕の食事代・水道光熱費・雑費）

入居金　　無　　（準備金として10万円）

イベント　　花見、カラオケ、夏祭り、一泊旅行、クリスマス、餅つき、初詣などの他、
　　　　　年に2～3回ファミリーレストランや中華料理店、ブラジル料理店、ペルー料理店
　　　　　などに行き食事を楽しみます。

その他　　〇自宅での生活スタイルを尊重した支援を心掛けています。
　　　　　　・食事時間
　　　　　　・趣味
　　　　　　・他
　　　　　〇毎月1回ボランティアによる絵本の読み聞かせがあります。

０４２－９７４－６３８５

FAX ０４２－９７３－９８３０

ホームページURL http://ｏｂｕｓｕｍａ．Ｊｐ

　
≪団体略歴≫
・平成　８年　２月　おぶすま第１作業所設立　（寄居・心身障害者地域デイケア）
　　　　　　　　　　おぶすま生活ホーム設立　（寄居・生活ホーム）
・平成　９年　３月　飯能第２おぶすま作業所設立　（飯能・心身障害者地域デイケア）
　　　　　　　　　　第２おぶすま生活ホーム設立　（飯能・生活ホーム）
　　　　　　　　　　第３おぶすま生活ホーム設立　（飯能・生活ホーム）
・平成１０年　３月　おぶすま第３作業所設立　（寄居・心身障害者地域デイケア）
・平成１０年　８月　第４おぶすま生活ホーム設立　（寄居・生活ホーム）
・平成１４年　４月　「社会福祉法人」の認可を得る
・平成１６年　７月　飯能の施設は山手町から芦苅場に移転する
・平成１８年１０月　心身障害者地域デイケアは新体系に移行し就労継続支援Ｂ型となり
　　　　　　　　　　名称変更する
　　　　　　　　　　「寄居事業所」　「飯能事業所」となる
・平成２１年　４月　生活ホームは新体系に移行し共同生活介護となり名称変更する
　　　　　　　　　　「おぶすま第１ケアホーム」「おぶすま第２ケアホーム」
　　　　　　　　　　「飯能ケアホーム」となる
・平成２６年　４月　「共同生活介護」の制度は「共同生活援助」に体制変更となる
・平成２６年１１月　相談支援センター飯能設立
　　　　　　　　　　　　（特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所）

事業所等名称 飯能ケアホーム

種別 共同生活援助

運営団体名 社会福祉法人おぶすま福祉会

所在地
（活動場所）

飯能市芦苅場570番地３

電話番号

Ｃ－ｂ－１
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≪活動内容等≫
 
定　　員　生活介護　50名　／　施設入所支援　50名　／　短期入所　3名

　重度の障害をお持ちの方でも安心・安全に利用できる『生活の場』を提供して
います。

　　　　　　　　　～利用者の皆さんの活動紹介～

　週１／音楽療法
　週１／ＯＴ、ＰＴによるリハビリ療法
　カラオケ、ＤＶＤ鑑賞、日中活動（書道・園芸・工作・絵画）
　リズム体操　など

　　                      お気軽にお問い合わせくださいませ。

　平成27年2月1日より、施設内にて相談支援事業所を開設しました。

障がいのある方、およびその家族等の様々な相談を受け、共に考えていきたい
と思っております。

営 業 日 　：　火・水・木曜日
　　　　　　　（ただし、国民の祝日、１２/29～1/4を除く）
営業時間　：　１0時～16時

※ご利用・ご相談は、お電話にて受付けています。

042-975-3300

FAX 042-975-3311

ホームページURL http://www.kyoyukai.jp/

≪団体略歴≫

平成１５年１０月　社会福祉法人京悠会　設立
平成１７年　１月　身体障害者療護施設　療護園　円野　開設
平成２０年１０月　ペアーレ埼玉　開設
平成２１年　３月　円野２階　訓練スペースの増築
平成２１年　４月　新体系に移行　障害者支援施設　円野に改名
平成２４年　６月　特別養護老人ホーム真和の森　開設

事業所等名称 障害者支援施設　円野

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 生活介護、施設入所、短期入所

運営団体名 社会福祉法人京悠会

所在地
（活動場所）

飯能市川崎458番地

電話番号

Ｃ－ｂ－２
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≪団体略歴≫
・平成１１年　４月１日　社会福祉法人むさしの福祉会　阿須フレンドワーク設立
・平成１５年１０月１日　原市場グループホーム　もみじ山荘　開所
・平成２４年　４月１日　原市場グループホーム　陽だまり荘　開所

① ０４２－９７７－４１８８
② ０４２－９７７－１５８８

FAX 同　上

ホームページURL なし

事業所等名称
① 原市場グループホーム「もみじ山荘」
②原市場グループホーム「 陽だまり荘」

種別 共同生活援助（介護サービス包括型）

運営団体名 社会福祉法人むさしの福祉会

所在地
（活動場所）

①飯能市大字原市場９４３－１
②飯能市大字上赤工１８８

電話番号

【施設紹介】
原市場グループホーム「もみじ山荘」・「陽だまり荘」は、当法人の母体であ

る多機能型支援施設「阿須フレンドワーク」に通う利用保護者の願いが形となり、
平成１５年１０月にもみじ山荘、平成２４年４月に陽だまり荘が開所しました。
現在、知的の障害を持たれる方１６名が入所しています。日中は阿須フレンド

ワークに通所して活動し、夕方にはそれぞれのグループホームへ帰所します。グ
ループホームには食事、入浴、排泄等を支援する専属スタッフが、翌朝阿須フレ
ンドワークへ送り出すまで常時在中しています。利用者の方同士の相性や安全に
配慮しながら、穏やかで安心できる共同生活を送れるよう心がけています。

【もみじ山荘概要】

〔設 備〕

居室 （１階４部屋 ２階３部屋）
居間兼食堂・風呂・トイレ

〔定員・利用料金〕

定員７名 43,000円／月

〔スタッフ〕
サービス管理責任者 １名
生活支援員 ２名

【陽だまり荘概要】

〔設 備〕

居室 （１階４部屋 ２階６部屋）
居間兼食堂・風呂・トイレ

〔定員・利用料金〕
定員１０名 43,000円／月

〔スタッフ〕

サービス管理責任者 １名

生活支援員 ２名

【タイムスケジュール】
６：３０ 起床・身支度
７：００ 朝 食
７：３０ 身支度・自由時間
８：１５ 送迎バス

１６：２０ 帰宅・自由時間

１６：３０ 入浴
１８：００ 夕食
１９：００ ティータイム

もみじ山荘

陽だまり荘

食堂・居間 （陽だまり 浴室 （陽だまり荘）

Ｃ－ｄ－１



D. 相談の場 ・ 
 

【a飯能中央地区】 

①  飯能障がい者・障がい児相談支援センターはちまん町     D-a-1 

②  障害者相談支援事業所 希望                D-a-2 

③  障がい者（児）相談支援事業所 マロニエ          D-a-3 

④  飯能市障害者就労支援センター               D-a-4 

⑤  飯能市保健センター                    D-a-5 

⑥  飯能市障害者福祉課                    D-a-6 

⑦  飯能市すこやか福祉相談センターはちまん町         D-a-7 

⑧  飯能市すこやか福祉相談センターさかえ町          D-a-8 

 

【b精明地区】 

①  相談支援センター 飯能                  D-b-1 

②  相談支援事業所 朝陽                   D-b-2 

【c加治地区】 

①  障がい者相談支援センターたんぽぽ             D-c-1 

 



≪活動内容等≫

＊障がいのある方、ご家族の方からのご相談を無料でお受けしています。

＊福祉サービスをご利用いただくためのお手続き、サービス等利用計画の作成を
　行います。

＊「障がい者手帳」を取得するためのお手伝いをします。

【対象者】
　・障がい（身体・知的・精神・難病等）のある方
　・ご家族
　・障がいのある人と関わりのある方　など

【相談時間】
　　月曜日～金曜日
　 　９：００～１７：００
　　（祝祭日、年末年始は除きます）

所在地
（活動場所）

飯能市八幡町１３－１６

電話番号 ０４２－９７５－５６００

FAX ０４２－９７５－３０１２

株式会社ヴェルペンファルマ

ホームページURL http://www.welpen.jp/

≪団体略歴≫

昭和４０年２月　　　おおの薬局　創業

平成１６年９月　　　株式会社ヴェルペンファルマに社名変更

平成２６年９月１日　飯能障がい者・障がい児相談支援センターはちまん町
　　　　　　　　　　設立

写真
（活動風景、建物風景

等）

事業所等名称 飯能障がい者・障がい児相談支援センターはちまん町

種別 計画相談支援、障害児相談支援

運営団体名

Ｄ－ａ－１
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≪活動内容等≫

障害のある方が地域で安心して生活できるよう支援します。
障害手帳をお持ちの方で福祉サービス利用の調整が必要な方についてサービス利用計
画を作成し、福祉サービス利用や各種制度の活用の支援・情報提供等の相談を総合的
に行います。

・相談日時：火～土曜日　10時～14時

・利用できる方：障害（身体・知的・精神・難病等）のある方
　　　　　　　　ご家族・かかわりのある方

・相談方法：まずは電話でのご予約をお願いします。その後、ご来所いただくか、
　　　　　　こちらから訪問いたします。

相談無料、秘密は守られます。

０８０－９６５４－１７５７

FAX ０４２－９７１－５００３

ホームページURL http://ahorahanno.web.fc2.com/

≪団体略歴≫

・設立年月　平成2６年１１月
・設置者　　飯能市・日高市
・運営主体　特定非営利活動法人あおーら

事業所等名称 障害者相談支援事業所　希望

写真
（活動風景、建物風景等）

種別 計画相談支援

運営団体名 特定非営利活動法人あおーら

所在地
（活動場所）

飯能市緑町７－７
（地域活動支援センター　希望内）

電話番号

Ｄ－ａ－２
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事業所等名称 障がい者（児）相談支援事業所　マロニエ

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 計画相談支援、障害児相談支援

運営団体名 特定医療法人財団　良心会

所在地
（活動場所）

飯能市東町6-4　和田ビル２階

電話番号

≪活動内容等≫
マロニエは、平成２７年１月相談業務を開始しました。身体・知的・
精神障がい及び難病を抱えながら地域で暮らす方々や障がいを持つお
子さんのご家族の困ったこと・悩み事を相談支援専門員がじかに相談
に応じ、必要な助言や日常生活に役立つ情報を提供する所です。サー
ビス利用提供提案や関係機関の調整を行い、必要な社会資源を一緒に
考え、社会復帰への自立と社会参加のお手伝いをします。
相談は無料です。

　　　　　　　　　　ご案内

相談日　　　火曜日・水曜日・金曜日
相談時間　　午前９時３０分～午後５時
定休日　　　月曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝祭日
　　　　　　（年末年始１２/３０～１/３）

042-978-9991

FAX 042-978-9991

ホームページURL http://www.narikidai.jp/

≪団体略歴≫
〒198-0001　東京都青梅市成木1-447
医療法人財団良心会　青梅成木台病院
電話　　　：0428-74-4111
ＦＡＸ　　：0428-74-7131
理事長　　：小林暉佳
精神科病棟：270床
関連施設　：西多摩医療圏認知層医療センター、あいクリニック、
　　　　　　共同生活援助キロロハイツ、訪問介護事業団栗、
　　　　　　居宅介護事業所団栗

Ｄ－ａ－３
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事業所等名称 飯能市障害者就労支援センター

種別
飯能市委託事業
障害者就労支援

運営団体名 特定非営利活動法人あおーら

所在地
（活動場所）

飯能市新町2-10
ジョイステージ飯能203

電話番号

≪活動内容等≫
・相談日・時間　月～金　10時から18時　（土・日・祝祭日・年末年始休み）
・利用要件　原則、市内在住で障害のある方（障害者手帳なしでも可）
・利用料金　無料
・職員体制　所長１　就労支援員２
＜支援について＞
・埼玉県雇用サポートセンターを中心に職場開拓を行い、就業・生活支援セン
　ター等と協力しながら仕事が長続きするように職場定着支援を行います。

042-971-2020

FAX 042-971-2020

ホームページURL http://ahorahanno.web.fc2.com/

≪団体略歴≫
・設立年月　平成19年10月
・設置者　　飯能市
・運営主体　特定非営利活動法人あおーら

Ｄ－ａ－４
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事業所等名称 飯能市保健センター

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別

運営団体名 飯能市

所在地
（活動場所）

飯能市双柳371－13

電話番号

【現在の主な活動内容】
＜成人保健事業＞
・健康相談　栄養相談
・栄養学セミナー
・こころの健康相談
・こころの健康づくりの集い
・自殺対策庁内連絡会議
・酒害相談会
・言語リハビリ教室

＜母子保健事業＞
・乳幼児健康診査
・育児相談、乳幼児相談
・発育発達相談
・ことばの相談　　等
　

　その他、個別の相談も受けています。気分や体の不調が続いている方、ストレ
スによる様々な悩み・不安、お子さんの発達についての相談など、何かあれば保
健センターまで連絡してください。相談内容は、相談者の同意なく第三者に提供
することはありませんので、安心してください。

042－974－3488

FAX 042－974－6558

ホームページURL http://www.city.hanno.saitama.jp/

≪団体略歴≫
昭和56年　飯能市保健センター設置　環境課予防係として母子保健、健康づくり
　　　　　 と老人保健活動を展開

　現在は、保健師9名在籍しており、保健指導担当・保健管理担当にて構成されて
います。業務分担制から地区分担制へと変わり、保健師がそれぞれ地区を担当す
る体制になっています。個人の課題を家族・地域の課題として捉えると共に、そ
れぞれの地区の特性や課題を把握し、保健活動を行っています。

Ｄ－ａ－５
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≪活動内容等≫
　【主な活動内容】
　・基本相談支援
　・障害者手帳申請受付
　・各種手当等の支給
　・福祉サービスの利用援助
　・社会資源の紹介
　・障害者支援協議会、障害福祉審議会の事務局運営
　・障害福祉サービス、地域生活支援事業の支給決定
　・補装具費支給
　・指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定
　・障害者計画・障害福祉計画の策定及び進捗管理
　・障害者虐待防止センター（通報受付及びその後の対応）
　・飯能市の官公需発注促進　　　　　　　　　　　　　　　　等
　

　障害者手帳がある、なしに関わらず、どなたでも
相談が可能ですので、障害によって生活にお困りの
事がありましたら、まずはご一報ください。
　相談の内容は相談者の同意なく他の機関等に提供
することはありませんのでご安心ください。

所在地
（活動場所）

飯能市双柳１－１
飯能市役所本庁舎１階

電話番号 042-986-5072

FAX 042-986-5074

飯能市

ホームページURL http://www.city.hanno.saitama.jp/

≪団体略歴≫

【社会福祉課】
平成１８年１０月　障害者自立支援法に基づく相談支援事業の開始
【障害者福祉課】
平成２０年　４月　福祉部障害者福祉課設置
平成２４年１０月　飯能市障害者虐待防止センターの設置
平成２５年　４月　障害者総合支援法に基づく相談支援事業の開始
平成２６年　１月　飯能市障害者就労施設等からの物品等の調達方針策定

写真
（活動風景、建物風景

等）

事業所等名称 飯能市福祉部障害者福祉課

種別 行政機関

運営団体名

Ｄ－ａ－６
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≪活動内容等≫

障がいのある方の福祉に関する様々な相談をお受けしています。

【相談内容】
　・ヘルパーなどの福祉サービスを利用するための情報提供、相談
　・障害者手帳取得に関する支援
　・社会資源を活用するための支援
　・社会生活力を高めるための支援
　・専門機関の紹介

【担当地区】
　・飯能（山手町、本町、八幡町、南町、飯能、原町、中山、茜台）
　・加治（岩沢、川寺、阿須、落合、前ヶ貫、矢颪、征矢町、美杉台）
　・南高麗（岩渕、下畑、上畑、苅生、下直竹、上直竹下分、上直竹上分）
　・東吾野（白子、平戸、虎秀、井上、長沢）
　・吾野（坂石町分、坂石、吾野、上長沢、高山、北川、坂元、南川）

【相談時間】
　　月曜日～金曜日
　 　９：００～１７：００
　　（祝祭日、年末年始は除きます）

所在地
（活動場所）

飯能市八幡町１３－１６

電話番号 ０４２－９７５－１２００

FAX ０４２－９７５－３０１２

株式会社ヴェルペンファルマ

ホームページURL http://www.welpen.jp/

≪団体略歴≫

昭和４０年２月　　　　おおの薬局　創業

平成１６年９月　　　　株式会社ヴェルペンファルマに社名変更

平成２６年９月１日   　飯能障がい者・障がい児相談支援センターはちまん町
　　　　　　　　　　　設立

平成２７年４月１日　　飯能市すこやか福祉相談センターはちまん町　業務委託

写真
（活動風景、建物風景

等）

事業所等名称 飯能市すこやか福祉相談センターはちまん町

種別 障害者相談支援事業

運営団体名

Ｄ－ａ－７
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事業所等名称 飯能市すこやか福祉相談センターさかえ町

種別 障害者相談支援事業

運営団体名 NPO法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

所在地
（活動場所）

飯能市栄町18-16　飯栄ビル203

電話番号

≪活動内容等≫
　障がいのある方の福祉に関するさまざまな問題について、障がいのあるご本人とそのご
家族などを対象とした相談・援助機関です。

○ 利用の流れ
　　まずはお電話をいただき、当センターにお越しいただくか、必要であれば、日程を
　決めて、相談員が訪問し、お話をお伺いします。
　　ご本人の状況や気持ちを確認して、ご本人・ご家族の希望に近づくよう、どのように
　していくのかを一緒に考えます。

○ 具体的な相談内容
　◆ ホームヘルパーなどの障害福祉サービスの利用に関すること。
　◆ 障害者手帳の取得、障害年金や生活保護の受給等、福祉制度の利用に関すること。
　◆ 医療・保健・福祉など、地域にある社会資源の利用に関すること。
　◆ 自立した生活が営めるよう、社会生活力を高めるための相談援助。

○ 担当地区
　◆ 飯能（新町・東町・柳町・仲町・稲荷町・久下・久須美・小瀬戸・大河原・小岩井
　　　　　 永田・栄町・緑町・永田台）
　◆ 加治（笠縫）
　◆ 精明（下加治・小久保・宮沢・平松・川崎・下川崎・新光・芦苅場・双柳・青木
　　　　　 中居）
　◆ 原市場（原市場・下赤工・上赤工・赤沢・唐竹・中藤下郷・中藤中郷・中藤上郷
　　　　　 南）
　◆ 名栗（下名栗・上名栗）

○ 相談時間 ： 　月曜日～金曜日　９：００～１７：００
　　　　　　  ※ 土曜日・日曜日、祝日と年末年始はお休みです。

０４２－９７１－１１６７

FAX ０４２－９７１－３２５３

ホームページURL http://care-net.biz/11/tanpopo/

≪団体略歴≫
 昭和61年4月　公民館の女性講座をきっかけに、女性問題研究会「たんぽぽ」を
　　　　　　　  設立
 平成6年  4月　「ぬくもりサービスたんぽぽ」を設立し、家事援助や介護サービ
　　　　　　　  スを開始
 平成11年4月　「特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ」の認証を受ける
　　　　　　　　NPO法人取得に関し、埼玉県第1号となる
 平成25年2月　埼玉県第1号の認定NPOを取得
 平成26年9月　「障がい者相談支援センターたんぽぽ」を開所
 平成27年4月　飯能市から障害者相談支援事業の業務委託を受け、「飯能市すこ
　　　　　　　  やか福祉相談センターさかえ町」を開所

 

（右） 

建物外観 
 

（下） 

案内看板 

Ｄ－ａ－８
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≪活動内容等≫

障がいのある方が住み慣れた地域でよりよい生活を送れるように一緒に考えます。
必要なサービスなどを組み合わせ、計画を作成いたします。

ご利用できる方
　　・障がい（身体・知的・精神・難病等）のある方
　　・ご家族
　　・その他相談を必要とされる方

相談時間
　　月曜日から金曜日　10:00～13:00
　　（祝祭日・年末年始はお休みです）
　　※相談は無料です

相談方法
　　まずは、お電話でのご予約をお願いします。
　　その後、ご来所いただくか、こちらから訪問いたします。

080-3089-6385・042-974-6385

FAX ０４２－９７３－９８３０

ホームページURL http://ｏｂｕｓｕｍａ．Ｊｐ

　
≪団体略歴≫
・平成　８年　２月　　おぶすま第１作業所設立　（寄居・心身障害者地域デイケア）
　　　　　　　　　　　おぶすま生活ホーム設立　（寄居・生活ホーム）
・平成　９年　３月　　飯能第２おぶすま作業所設立　（飯能・心身障害者地域デイケア）
　　　　　　　　　　　第２おぶすま生活ホーム設立　（飯能・生活ホーム）
　　　　　　　　　　　第３おぶすま生活ホーム設立　（飯能・生活ホーム）
・平成１０年　３月　　おぶすま第３作業所設立　（寄居・心身障害者地域デイケア）
・平成１０年　８月　　第４おぶすま生活ホーム設立　（寄居・生活ホーム）
・平成１４年　４月　　「社会福祉法人」の認可を得る
・平成１６年　７月　　飯能の施設は山手町から芦苅場に移転する
・平成１８年１０月　　心身障害者地域デイケアは新体系に移行し就労継続支援Ｂ型となり
　　　　　　　　　　　名称変更する
　　　　　　　　　　　「寄居事業所」　「飯能事業所」となる
・平成２１年　４月　　生活ホームは新体系に移行し共同生活介護となり名称変更する
　　　　　　　　　　　「おぶすま第１ケアホーム」「おぶすま第２ケアホーム」
　　　　　　　　　　　「飯能ケアホーム」となる
・平成２６年　４月　　「共同生活介護」の制度は「共同生活援助」に体制変更となる
・平成２６年１１月　　相談支援センター飯能設立
　　　　　　　　　　　（特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所）

事業所等名称 相談支援センター飯能

種別 計画相談支援　障害児相談支援

運営団体名 社会福祉法人おぶすま福祉会

所在地
（活動場所）

飯能市芦苅場570番地３

電話番号

Ｄ－ｂ－１

http://obusuma.jp/


事業所等名称 相談支援事業所　朝陽

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 計画相談支援及び障害児相談支援

運営団体名 社会福祉法人　埼玉現成会

所在地
（活動場所）

飯能市川崎３０－１

電話番号

≪活動内容等≫

０８０－８８０７－３７７９

FAX ０４２－９７５－１５６６

ホームページURL info@genseikai.or.jp

≪団体略歴≫
太陽の丘は平成２５年11月に開設しました。
当法人は平成６年に法人設立後、ケアハウス及びデイサービス 蘭風園を開設、平
成９年には特別養護老人ホーム敦徳園、ホームヘルパーステーション敦徳園、介
護保険施行後には、居宅介護支援事業所トータルケアシステム蘭風園と老人福祉
を進めてきました。平成２０年に飯能元氣保育園を始めとし、分園、所沢、三芳
第二所沢と保育園を開設し、子育てを応援しています。
赤ちゃんからお年寄りまでを支援する法人にとって、障がい福祉をてがけること
は長い間の願いものと実現したのが「太陽の丘」です。その敷地のなかに相談支
援事業所「朝陽」があります。

無料です。

ご家族、関係者、相談を必要としている方

✩　気持ち
障害をお持ちの方、その家族が自立した日常生活をおくり、安心して暮らしてい
くためにサポーターの一人として、トータル的に支援していければと考えます。

午前9時から午後3時まで

✩　事業の種類
計画相談支援及び障害児相談支援

✩　相談日
月曜日～金曜日（土日祝日・年末年始を除く）

相談支援専門員　　西尾敦子

✩　お気軽に
まずはお電話ください。

✩　相談料

✩　場所
太陽の丘の敷地内

✩　利用できる方
身体・知的・精神・難病等の障害をお持ちの障害者及び障害児

Ｄ－ｂ－２

mailto:info@genseikai.or.jp


≪活動内容等≫

「障がい者相談支援センターたんぽぽ」では障がい（身体障がい・知的障が
い・精神障がい・難病）のある方と、その他相談を必要とされる方を対象と
して、いろいろな悩みや心配事を解決するためのお手伝いをしたり、福祉の
サービスを利用するための手続き等、サービス等利用計画の作成を行いま
す。ご相談は無料ですので、まずはお電話でのご予約をお願いいたします。
その後ご来所いただくか、こちらから訪問いたします。

例えばこんな相談を・・
○ホームヘルパーの利用や、施設の利用について
○就労に関することや作業所などの利用について
○余暇や仲間づくりの相談
○障がい年金や生活保護などについて
○医療に関して

相談時間　・・・　月曜日～金曜日　　９：００～１７：００
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

管理者兼相談支援員　・・・　斉藤英治
相談支援員　・・・　高野悟、有賀りつ子
以上3名で対応いたします。
個人情報については適正に取り扱い、保護につとめます。

０４２－９７８－６９３４

FAX ０４２－９７８－６９３５

ホームページURL http://care-net.biz/11/tanpopo

≪団体略歴≫
・昭和６１年４月　女性問題研究会「たんぽぽ」設立
・平成１１年４月　「NPO法人ぬくもり福祉会たんぽぽ」の認証を受ける
・平成１２年４月　訪問介護「たんぽぽ訪問介護事業所」
・平成１５年４月　障がい者支援費業務開始
・平成１９年９月　「飯能市障がい者就労支援センターJOB」飯能市委託業務
　　　　　　　　　開始（平成２３年３月業務終了）
・平成２４年４月　「ソーシャルファーム・フラワーガーデン」オープン
・平成２６年９月　「障がい者相談支援センターたんぽぽ」業務開始
※障がい福祉に関する情報のみ記載しております。

事業所等名称 障がい者相談支援センターたんぽぽ

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 計画相談支援、障害児相談支援

運営団体名 NPO法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

所在地
（活動場所）

飯能市落合２９１－１

電話番号

Ｄ－ｃ－１
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E. 当事者団体、ボランティア団体等 ● 
 

【飯能中央地区】 

①  飯能市手をつなぐ育成会                   E-a-1 

②  ピアサポートグループみなくる倶楽部            E-a-2 

③  飯能市ボランティアセンター                E-a-3 

〃    点字サークル つくしんぼ               E-a-4 

〃    飯能市朗読ボランティア ひびき            E-a-5 

【精明地区】 

①  おどる太鼓クラブ                     E-b-１ 

 



事業所等名称 飯能市手をつなぐ育成会

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 障害者福祉団体

運営団体名 飯能市手をつなぐ育成会

所在地
（活動場所）

飯能市中山390-4

電話番号

≪活動内容等≫

・毎週水曜日　　　はっぴー活動day  10:30～14:00
　　　　　　　　　育成会拠点にて保護者の情報交換、学習会等
・月１回土曜日　　音楽療法教室　総合福祉センターにて
・毎月第２金曜日　（1,8月を除く）にっこり市　11:30～15:00
　　　　　　　　　ぽかぽかハートヴィレッジにて
・毎月第２火曜日　相談員さんによる相談会　13:00～15:00　育成会拠点にて

042-974-6490

FAX 同上

ホームページURL http:ikusei-aozora@hanno.jp

≪団体略歴≫
昭和45年2月28日設立

Ｅ－ａ－１



『みんなくる・人が集まってミラクルがおきる』ことから、
みなくる倶楽部という名前で活動を開始しました。

≪活動内容≫
心を病んでいる同士の当事者活動をしています。
例えば
　・お茶を飲みながら語り合う。
　・イベント企画。
　・お花見。
　・バーベキューなど。
〈当事者だからわかる活動〉
　・ピアサポート（支え合い）
　・ピアカウンセリング（語り合い）
　・地域活動への参加
　・医療機関との連携（入院中の外出の場として）
　・学習会
心を病んでいる当事者はもちろん、福祉関係者・医療機関の方もぜひご
参加ください。

042-974-9337(土曜日のみ）

FAX 042-974-9337

ホームページURL なし

≪団体略歴≫
平成19年 　当事者による考案
平成20年4月26日　発足
平成21年 　メンバーが支え合いをすると同時にまず自分が元気になり
　　　　　　たいとWRAP（元気回復行動プラン）集中クラスを開催
平成21年 　生活支援学習会「ピア・サポート活動をすすめよう」を
　　　　　　開催
平成22年 　ひとりぼっちをなくそうin飯能開催
平成23年 　ピアサポート支援に向けて勉強会開催
平成24年 　ピアサポート支援事業開始（病院訪問など）
　　　　　　現在毎週土曜日オープンスペース開催
　　　　　　第三土曜日はピア相談日

事業所等名称 ピアサポートグループみなくる倶楽部

写真
（活動風景、建物風景等）

種別 当事者会

運営団体名 ピアサポートグループみなくる倶楽部

所在地
（活動場所）

飯能市双柳460-3
（地域活動支援センター希望）

電話番号

Ｅ－ａ－２



≪活動内容等≫
　飯能市ボランティアセンターは、ボランティア活動への参加を広く呼びかける
とともに、さまざまなボランティア活動が円滑に推進されるように支援を行って
います。
　また、ボランティアの力を必要としている方、ボランティア活動に興味がある
方から相談を受け、連絡調整を行っています。
　
　ボランティアの力を必要としている方、ボランティア活動に興味がある方は、
ぜひボランティアセンターへご連絡ください。
　
≪ボランティアスペースについて≫
　ボランティアスペースは、ボランティアに興味がある方やボランティア活動
者、活動団体が自由に使用し、交流やミーティングの場として使用することがで
きます。また、福祉関係資料の閲覧や貸し出しを行うことができます。なお、ボ
ランティアスペースは総合福祉センター２階にあります。
　ぜひ、ご利用ください。

０４２－９７３－００２２

FAX ０４２－９７３－８９４１

ホームページURL http://hannosyakyo.or.jp/

≪団体略歴≫
・昭和５５年　社会福祉法人飯能市社会福祉協議会設立
・昭和５７年　飯能市ボランティアセンターの設置

事業所等名称 飯能市ボランティアセンター

種別 ボランティアセンター

運営団体名 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

所在地
（活動場所）

飯能市双柳３７１番地１３
（飯能市総合福祉センター内）

電話番号

Ｅ－ａ－３

http://hannosyakyo.or.jp/


≪活動内容等≫
①活動内容
　・主に視聴覚障害者の方への点訳サービスを行っています。
　 （個人依頼の書籍の他、カレンダー、時刻表、新聞記事等の点訳やテキスト
　　データの作成等）
　・点字講習会や点字体験教室等の講師、アシスタント
　・会員の点訳技術の向上も常に心掛けています。

②活動日
　毎月第２日曜日　１３：３０～１６：００
　　　第４土曜日　１０：００～１２：００

③活動場所
　総合福祉センター　ボランティアビューロー

④会費
　年1,000円

⑤その他
　点訳やテキストデータ作成の御依頼、会員の募集は年間を通して受け付けて
　おります。お気軽にお声掛け下さい。

０４２－９７３－００２２

FAX ０４２－９７３－８９４１

ホームページURL

≪団体略歴≫
・昭和５１年設立、現在に至る

事業所等名称 点字サークル「つくしんぼ」

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 ボランティア団体

運営団体名

所在地
（活動場所）

飯能市双柳３７１番地１３
（飯能市ボランティアセンター内）

電話番号

Ｅ－ａ－４



事業所等名称 飯能市朗読ボランティア　ひびき

種別 ボランティア団体

運営団体名

所在地
（活動場所）

飯能市双柳３７１番地１３
（飯能市ボランティアセンター内）

電話番号

≪活動内容等≫
①目的
　主として目の不自由な方への音訳奉仕

②活動内容
　１　カセットテープ、デジタル録音図書の作成
　　　広報はんのう、市議会だより、新聞記事、依頼図書等
　２　対面朗読
　３　老人施設へ出向
　４　定例会（毎月第２、第４木曜日）

③活動場所
　市立図書館、総合福祉センター、飯能中央地区行政センター、会員自宅　他

０４２－９７３－００２２

FAX ０４２－９７３－８９４１

ホームページURL

≪団体略歴≫
・昭和６０年　９月　飯能市朗読奉仕勉強会の名称で発足
・平成　７年１０月　現在の名称に変更

活動風景

Ｅ－ａ－５



≪活動内容等≫
おどる太鼓クラブは障がい者の自立と社会参加を目指し、一般市民に理解を深
め、余暇活動の充実と共に健やかな生活の援助を目的とします。
民族歌舞団荒馬座の指導を受け、日本の伝統芸能の和太鼓を中心に篠笛、踊り、
歌などを楽しみながら活動しています。
仲間たちの障がいはいろいろ、地域の学校に通う小学生、盲学校で勉強している
小学生、車いすの仲間、作業所や企業で働く仲間たちと年齢も障がいも様々個性
豊かな仲間たちが明るく楽しく活動しています。
ここ数年各方面から出演の依頼を頂き、仲間たちは、ますます元気に明るくキラ
キラと瞳を輝かせて活動しています。

※活動日：毎月第2日曜日　10時～12時
参加費：ひとり1回千円
※活動日及び活動場所は変更する時がありますので、ご興味のある方は、事前に
担当にご連絡をお願いします。

042-974-2562（担当　小谷野）

FAX なし

ホームページURL なし

≪団体略歴≫
平成12年4月　　活動開始
平成22年10月　 飯能市福祉スポーツ大会出演、参加　以来毎回参加
平成23年3月　　おどる太鼓クラブ　10周年記念公演開催
平成23年11月　 精明公民館文化祭出演　以来毎回参加
平成25年7月　   埼玉B級グルメ選手権in飯能出演
平成26年1月　   おめでとう飯能（新年祝賀式）出演
平成26年2月　   飯能福祉大会出演
平成27年1月　   埼玉県赤十字救急法競技会出演

事業所等名称 おどる太鼓クラブ

写真
（活動風景、建物風景

等）

種別 余暇支援活動

運営団体名 おどる太鼓クラブ

所在地
（活動場所）

電話番号

Ｅ－ｂ－１



1 
 

障害福祉サービス等の説明 
  
 

 
 

•ヘルパーさんが自宅で入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

居宅介護（ホームヘルプ）

•重度の障害があり常に介護が必要な人に、ヘルパーさんが自宅で
の介護や移動の支援までを総合的に行います。

重度訪問介護

•知的障害や精神障害により常に介護が必要な人に、外出の支援や
行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。

行動援護

•重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時の同行支援を行
います。

同行援護

•常に介護を必要とする人のなかでも介護に必要性がとても高い人
に、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。

重度障害者等包括支援

•社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための
外出に伴う移動の介助等を行います。

移動支援

•障害児以外の児童との集団生活への適応のために、支援者が保育
所等の施設を訪問し、専門的な支援を行います。

保育所等訪問支援（児）

【訪問系サービス】 
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•事業所に通所し、食事・入浴・排泄等の介護などの日常
生活上の支援や、軽作業等の生産活動や創作的活動の機
会の提供を行います

生活介護

•事業所での作業や企業での実習を行い、能力の向上を支
援するとともに、適性に合った職場探しや就職後の職場
定着を支援します。

就労移行支援

•雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力が高
まった場合は一般就労への移行に向けた訓練等を行いま
す。

就労継続支援Ａ型

•雇用契約を結ばず、就労の機会や生産活動の機会の提供
を行い、知識や能力が高まった場合は一般就労への移行
に向けた訓練等を行います。

就労継続支援Ｂ型

•理学療法や作業療法等により、身体機能の向上のための
訓練を行うとともに、日常生活上の相談支援を行います。

自立訓練（機能訓練）

•食事や家事等の日常生活能力の向上のための訓練を行う
とともに、日常生活上の相談支援を行います。

自立訓練（生活訓練）

【日中活動系サービス１】 
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•障害者及び障害児に日中における活動の場を提供し、見
守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行います。

日中一時支援

•障害者に創作的活動の機会や生産活動の機会、社会との
交流の機会の提供を行います。

地域活動支援センター

•主に未就学の療育が必要であると認められた児童につい
て、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活へ
の適応訓練等を行います。

児童発達支援（児）

•肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理
下での支援が必要と認められる児童について療育や治療
を行います。

医療型児童発達支援（児）

•主に就学していて放課後や休業日に支援が必要であると
認められる児童について、社会との交流の促進や生活能
力の向上のための訓練や等を行います。

放課後等デイサービス（児）

【日中活動系サービス２】 
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•自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所に
よる入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

短期入所（ショートステイ）

•日中に就労または就労継続支援などのサービスを利用し
ている障害者に対し、共同生活の場において、相談や日
常生活上の援助を行います。

共同生活援助（グループホーム）

•介護が必要な人や通所が困難な人に、障害者支援施設に
て、日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排泄ま
たは食事の介助等を行います。

施設入所支援

•医療機関において、機能訓練や療養上の管理、看護、介
護、レクリエーション活動等の社会活動参加支援などを
行います。

療養介護

•知的・精神障害を有する者に、居室その他の設備を提供
し、日常生活能力の向上に向けた支援を行います。

宿泊型自立訓練

【居住系サービス】 
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•障害福祉サービスの利用申請をする者について、心身の
状況や置かれている環境等を勘案し、利用者の意向や援
助の方針、利用するサービスの内容等を定めたサービス
等利用計画を作成します。

•障害児相談支援は、児童福祉法によるサービスを利用す
る児童について、計画相談支援に変わり、同様の支援を
行うものです。

計画相談支援・障害児相談支援

•入所施設に入所している障害者、または精神科病院に入
院している精神障害者について、住居の確保や地域生活
に移行するための計画を作成し、支援します。

地域移行支援

•居宅において単身で生活する障害者に、常時の連絡体制
を確保し、緊急時の相談等必要な相談支援を行います。

地域定着支援

【相談系サービス】 


