
東遠地域 障がい児者

福祉施設ガイドブック

掛川市・菊川市・御前崎市・森町



※掲載希望施設のみで構成してあります。



●サービスの内容
１　障害者総合支援法に基づく主なサービスの内容

　◎自立支援事業　※圏域内で実施されていないサービスもあります。

(1) 介護給付

(2) 訓練等給付

ー 1 －

サービス名称 サービス内容 略

居宅介護

（ホームヘルプ）

短期入所

（ショートステイ）

サービス名称 サービス内容 略

共同生活援助
（グループホーム）

ホームヘルパーが居宅に訪問し、入浴、排泄、又は食事などの介護や、
掃除、調理などの生活援助を行います。

居介

重度訪問介護
常時介護を要する重度の肢体不自由者の方に対して、居宅での入浴、排
泄、食事の介護のほか、外出時の移動を支援します。

重訪

同行援護
重度の視覚障害により、移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支
援を行います。

同援

行動援護
行動上、著しい困難がある知的障害又は精神障害のある方に対して、行
動するときに必要な介助や外出時の移動の支援を行います。

行援

重度障害者等
包括支援

常時介護を要し、かつ意思疎通に著しく支障がある方のうち、介護の必
要性が非常に高いと認められた方に居宅介護などの障害福祉サービスを
包括的に提供します。

重包

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で生活
支援を行います。

短入

療養介護
医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関で日中に行われる機
能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日中生活の世話を行います。

療養

生活介護
障害者支援施設等で日中に行われる入浴、排泄、食事の介護や創作的活
動、生産活動の機会提供などを行います。

生介

施設入所支援
施設に入所する人に対して、主に夜間に行う入浴、排泄、食事の介護を
行います。

施設

自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者等が自宅で自立した日
常生活を営む上での問題につき、１年間、定期的な巡回訪問や随時通報
を受け、相談に応じ、情報提供・助言を行う。

自生

共同生活を行う住居において、主に夜間に行われる相談や日常生活上の
援助を行います。

ＧＨ

自立訓練
（機能訓練）

自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、一定期間、身
体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。

自訓

自立訓練
（生活訓練）

自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、一定期間、生
活能力の維持、向上のための必要な支援、訓練を行います。

自訓

就労移行支援
就労を希望する方に対して、一定期間、生産活動などの機会を提供し、
就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行います。

就移

就労継続支援
（雇用型）

通常の事業所での雇用が困難な方に対して、雇用契約に基づき就労機会
の提供や生産活動などの機会の提供を通じた知識や能力向上のための必
要な訓練を行います。

就Ａ

就労継続支援
（非雇用型）

通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供や生産活動
などの機会の提供を通じた知識や能力向上のための必要な訓練を行いま
す。

就Ｂ

就労定着支援
就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に、3年間、
就労の継続に必要な相談、指導等の支援を行います。

就定



　(3) 相談支援給付
①地域相談支援

②計画相談支援

　◎地域生活支援事業（一部）　※事業の実施状況は市町により異なります。

２　児童福祉法に基づく主なサービス内容
(1) 障害児通所支援

(2) 障害児入所支援

(3) 障害児相談支援

サービス名称 サービス内容 略

サービス名称 サービス内容 略

サービス名称 サービス内容 略

サービス名称 サービス内容 略

サービス名称 サービス内容 略

サービス名称 サービス内容 略

地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相
談等に応じます。

地移

地域定着支援
常時連絡体制を確保し、障害の特性に応じた緊急事態等に対応した相談
等に応じます。

地定

サービス利用
支援

支給決定又は変更前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定又は変
更後、サービス事業者との連絡調整、計画の作成を行います。

計画

継続サービス
利用支援

サービス等の利用状況を確かめ計画の見直しを行います。また、支給決
定又は変更後、サービス事業者との連絡調整、計画の作成を行います。

計画

相談支援
障害のある方や障害のある方を介護する方の相談に応じたり、情報提供
などを行います。

相談

移動支援
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
の際に移動の支援を行います。

移動

地域活動支援
センター

地域の実情に応じ、市や町が創作的活動又は生産活動の機会の提供、社
会との交流の促進等の事業を行います。

地活

日中一時支援
障害者支援施設等において、一時的に預かり、日中における活動の場を
確保します。

日中

訪問入浴
サービス

居宅の入浴設備では入浴することが困難な方に対して、訪問入浴車によ
る入浴サービスを提供します。

入浴

児童発達支援
障害児が施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

児発

医療型児童発達
支援

肢体不自由児が指定医療機関へ通い、児童発達支援及び治療を行いま
す。

医児

放課後等
デイサービス

学校通学中の障害児が授業終了後、又は休業日に施設に通い、生活能力
向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

放デ

居宅訪問型児
童発達支援

重度障害の状態等で外出が著しく困難な障害児に、自宅を訪問し、日常
生活動作の指導、知識技能の付与、訓練等を行います。

発訪

保育所等
訪問支援

保育所等に通う障害児等に当該施設を訪問し、当該施設における障害児
以外の児童との集団生活への適応にための専門的な支援を行います。

保訪

福祉型障害児
入所施設

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な
知識や技能の付与を行う施設で福祉サービスを行います。

福入

医療型障害児
入所施設

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な
知識や技能の付与を行う施設で福祉サービスに併せて治療を行います。

医入

障害児支援
利用援助

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環
境、保護者の意向等を踏まえて、計画案の作成を行います。

児相

継続障害児
支援利用援助

利用している障害児通所支援について、その内容が適切がどうか一定期
間ごとにサービス等の検証を行い、計画の見直しを行います。

児相



ー 2 －
◎市町障害者福祉担当

◎県障害者福祉担当

◎社会福祉協議会

◎相談支援事業所（市町委託）

◎就業支援

◎職業準備訓練 掲載
ページ

7

◎障害児施設等 掲載
ページ

児発 保訪 8
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放デ 10
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児発 20
放デ 21
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短入 福入 26
放デ 69

児発 放デ 27
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放デ 34
放デ 35
児相 36
放デ 37
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掛川市福祉課障がい者福祉係 掛川市長谷1-1-1 0537-21-1139

菊川市福祉課障がい者福祉係 菊川市半済1865 0537-37-1252

御前崎市福祉課障がい支援係 御前崎市池新田5585 0537-85-1121

森町保健福祉課障害福祉係 森町森50-1 0538-85-1800

静岡県西部健康福祉センター 磐田市見付3599-4 0538-37-2243

静岡県西部児童相談所 磐田市見付3599-4 0538-37-2810

静岡県西部健康福祉センター掛川支所 掛川市金城93 0537-22-3263

掛川市社会福祉協議会 掛川市掛川910-1 0537-22-1294

菊川市社会福祉協議会 菊川市半済1865 0537-35-3724

御前崎市社会福祉協議会 御前崎市白羽5402-10 0548-63-5294

森町社会福祉協議会 森町森50-1 0538-85-5769

(福)Ｍネット東遠 相談支援事業所Mネットかけがわ 掛川市久保2-18-19　フラワーB 0537-29-8970
(福)Ｍネット東遠 相談支援事業所Ｍネット（菊川市） 菊川市赤土1660-1 0537-73-1020

東遠学園組合 東遠地区生活支援センター 菊川市西方4346-16 0537-37-2971

(福)和松会 和松会障害者生活支援センター 菊川市棚草1284 0537-73-2662

(福)ひつじ 生活支援センターいつでもおまえざき 御前崎市白羽6171－1 御前崎支所3階 0548-63-1251

(福)ひつじ 生活支援センターいつでももり 森町森962-3 0538-85-0151

ハローワーク掛川 掛川市金城71 0537-22-4185

(福)明和会 静岡中東遠障害者就業・生活支援センターラック 袋井市泉町2-10-13 0538-43-0826

(福)明和会 中東遠ワークセンター　ワークラック 袋井市泉町2-10-13 0538-43-0826

東遠学園組合 こども発達センターめばえ 掛川市板沢1941-35 0537-23-2312
(福)ねむの木福祉会 ねむの木やさしいお家 掛川市上垂木2979-1 0537-26-3900
(福)掛川市社会福祉協議会 放課後等デイサービスセンターはるかぜ（かざぐるま） 掛川市掛川910-1 掛川市総合福祉センター(あいりーな)１階 0537-24-3350
(福)掛川市社会福祉協議会 放課後等デイサービスセンターはるかぜ（はるかぜ） 掛川市杉谷南1-1-31 0537-28-9251
(福)掛川市社会福祉協議会 放課後等デイサービスセンターみなみかぜ 掛川市三俣620 大東保健センター 0537-72-1130

タップ(株) ひまわり掛川駅西校 掛川市中央高町128 0537-62-0022

タップ(株) ひまわり掛川駅南校 掛川市亀の甲2-18-6 0537-62-0011

タップ(株) ひまわり掛川駅東校 掛川市緑ケ丘2-4-4 0537-62-1212

タップ(株) ひまわりJOB掛川駅前校 掛川市駅前11-10 0537-54-3311

タップ(株) ひまわり桜木校 掛川市下垂木2710-2 0537-54-3811
(株)プラネット てんとうむし 掛川市上張47-7 0537-29-6841
(株)リカバリー リカバリー　かけがわ 掛川市長谷1352-15 0537-28-9751

㈱クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」掛川校 掛川市南2-25-7　落合ビル１F北 0537-29-8950

㈱クラ・ゼミ こどもサポート教室「きらり」掛川校 掛川市南2-25-7　落合ビル１F北 0537-29-8950
（N)障害福祉支援　もえぎ 掛川センター 掛川市北門39 0537-64-3072

㈱オーザ ジョブステイションしずおか掛川緑ヶ丘 掛川市緑ヶ丘2-6-3 0537-36-6662
㈱かあさんの家 かあさんの家放課後等デイサービス 掛川市大渕6276-1 0537-48-7650
（福）草笛の会 ふれんずつばさ 菊川市上平川87-1 0537-73-0151

東遠学園組合 東遠学園　児童部 菊川市西方4345-2 0537-35-2753

東遠学園組合 東遠地区生活支援センターたんぽぽ 菊川市西方4345-2 0537-35-3995

(株)オーザ ジョブステイションしずおか 菊川市本所1105-1 0537-36-6662
(株)リカバリー リカバリー　きくがわ 菊川市上平川106-1 0537-29-7135
(株)リカバリー リカバリー　きくがわ加茂 菊川市加茂4727 0537-28-8733

タップ㈱ ひまわり小笠校 菊川市下平川1814-2 0537-54-5111

東遠学園組合 こども発達支援センターみなみめばえ 御前崎市新野1877-7 0537-85-1200
(株)リカバリー リカバリー　池新田 御前崎市池新田3617-1 0537-29-7751
(株)リカバリー リカバリー　佐倉 御前崎市佐倉1213-2 0537-29-7150

タップ㈱ ひまわり浜岡校 御前崎市池新田2001-1 0537-86-7000

㈱MAHALO 子どもハウスULU池新田 御前崎市池新田3488-12 0537-85-3177

㈱MAHALO 指定障害児相談支援事業所ALA 御前崎市池新田3488-12 0537-85-3177
（福）聖隷福祉事業団 聖隷放課後クラブはなえみ森町 森町天宮1350 0538-85-9877
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(福)Ｍネット東遠 相談支援事業所Mネットかけがわ 掛川市久保2-18-19 0537-29-8970
(福)Ｍネット東遠 ひまわり工房 掛川市掛川910-1 0537-23-3778
(福)Ｍネット東遠 フレッシュベーカリーさら・まんま 掛川市掛川910-1 0537-23-3778
(福)Ｍネット東遠 まんま亭 掛川市塩町6-6 0537-22-4826
(福)掛川芙蓉会 あいあい学園 掛川市板沢1941-6 0537-24-6874
(福)掛川芙蓉会 掛川工房つつじ 掛川市長谷200 0537-21-2583
(福)掛川芙蓉会 さざんか 掛川市長谷200 0537-21-2583

(福)草笛の会 だいとう作業所 掛川市浜野2551-1 0537-72-7211

(福)草笛の会 ウェルくさぶえ 掛川市大渕4405-1 0537-48-7977

(医)好生会 さわや家 掛川市篠場779-2 0537-22-2312
(福)天竜厚生会 さやの家 掛川市長谷1673 0537-21-1340
(福)ねむの木福祉会 ねむの木学園感謝の心 掛川市上垂木3011 0537-26-3905
(福)ねむの木福祉会 ねむの木の木陰 掛川市上垂木2979-1 0537-26-3900
(福)ねむの木福祉会 ねむの木学園星に祈る 掛川市上垂木2979-1 0537-26-3900

(福)ひつじ 作業所いつでも・生活支援センターいつでも 掛川市薗ケ谷630-2 0537-62-4708

(福)ひつじ メンタルサポートみこち 掛川市逆川111-1 0537-20-0070

(福)和松会 生活介護事業所　ぴのほーぷ 掛川市杉谷南1-1-26 0537-29-5858
（N)ベースキャンプ ベース・キャンプ 掛川市大野１－１ 090-2774-5951
(Ｎ)掛川障がい者支援センター きらら上内田 掛川市上内田914-6 0537-61-0800
(株)掛川森林果樹公園・アトリエ 掛川森林果樹公園・アトリエ 掛川市下俣1-90 0537-21-1616

(Ｎ)冀北の杜 きほくのもり★ペンタス 掛川市倉真830 0537-28-0954

（N)風の家 風の家 掛川市緑ヶ丘1-9-5 0537-25-7625
（有）トレンドサプライ アトリエアンサンブル 掛川市宮脇248-1　１F 0537-29-6855
㈱ﾌｧﾐｰﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ ACE16　掛川 掛川市南2-25-7　落合ビル１F南 0537-64-6224
（N）さくら工房 さくら工房 掛川市大池779-3 0537-25-7277
(福)Ｍネット東遠 きくがわ作業所 菊川市本所1407-4 0537-28-9711
(福)Ｍネット東遠 工房オアシス 菊川市赤土1660-1 0537-73-1033
(福)Ｍネット東遠 地域活動支援センターＭネット 菊川市赤土1660-1 0537-73-1020

(福)草笛の会 草笛共同作業所 菊川市上平川7-1 0537-73-5239

(福)草笛の会 かすが 菊川市上平川7-1 0537-73-5580

(福)草笛の会 菊川寮 菊川市東横地133 0537-73-6202

(福)草笛の会 地域生活支援センターカレント 菊川市上平川87-1 0537-73-4778

東遠学園組合 東遠地区生活支援センター　サービス部 菊川市西方4345-2 0537-37-3995

東遠学園組合 東遠地区生活支援センター　相談部 菊川市西方4345-2 0537-35-2971

東遠学園組合 東遠学園　青年部 菊川市西方4345-2 0537-35-2753

(福)白翁会 光陽荘 菊川市潮海寺682-1 0537-36-5051

(福)白翁会 光陽荘障害者相談センター　すてっぷ 菊川市潮海寺682-1 0537-36-5051

(福)和松会 和松会障害者生活支援センター 菊川市棚草1284 0537-73-2662

(福)和松会 清松園 菊川市棚草1284 0537-73-2662

(福)和松会 和松会障害者デイサービスセンター 菊川市猿渡260-1 0537-73-6525

(株)オーザ ジョブステイションしずおか 菊川市本所1105-1 0537-36-6662

(株)ことぶき やすらぎの郷 菊川市本所1519 0537-28-8329
（N）ベースキャンプ アンダンテ 菊川市加茂5995 080-1583-4222

㈱LIG ACE16　菊川 菊川市西方3746-1　パル102 0537-64-7000
(福)菊川市社会福祉協議会 きくがわデイサービスぎおんの里 菊川市潮海寺2948-2 0537-28-7000
(福)Ｍネット東遠 工房しおさい 御前崎市池新田4874-1  0537-85-3670 

(福)御前崎厚生会 灯光園短期入所生活介護事業所 御前崎市御前崎35-37 0548-63-3729

(福)草笛の会 はまおか作業所 御前崎市佐倉1046-1 0537-85-6511

生活支援センターいつでもおまえざき

(福)ひつじ 居処どこでも 御前崎市白羽5372-28 0548-63-5790
（N)ポトラッチ ポトラッチ 御前崎市池新田2465-28 0537-64-3885
(福)聖隷福祉事業団 森町愛光園 森町一宮3150 0538-89-7031
(福)聖隷福祉事業団 森町愛光園デイサービスセンター 森町一宮3150 0538-89-7031
(福)聖隷福祉事業団 聖隷相談支援事業所　森町 森町天宮1350 0538-85-9877

(福)明和会 ワークスつばさ　もみの木分場 森町森2187-4 0538-85-0810

生活支援センターいつでも　もり

(福)ひつじ 御前崎市白羽6171－1　御前崎支所３F 0548-63-1251 85

(福)ひつじ 森町森962-3 0538-85-0151 92
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(福)Ｍネット東遠 神明ホーム 掛川市掛川901-2 0537-24-6654

(福)Ｍネット東遠 吉岡ホーム 掛川市吉岡215-1
(福)Ｍネット東遠 久保ホーム 掛川市久保2-18-20
(福)Ｍネット東遠 風音A棟 御前崎市池新田4821-1 0537-29-6556

(福)掛川芙蓉会 あさひ 掛川市大池783-2 0537-24-1813

(福)掛川芙蓉会 たまり 掛川市満水1252-1 0537-21-4163

(福)掛川芙蓉会 みなみ 掛川市長谷3-3-2 0537-24-8722

(福)掛川芙蓉会 ほほえみ 掛川市葛ヶ丘1-19-14 0537-21-1490

(福)掛川芙蓉会 わかば 掛川市長谷878-1 0537-24-5995

（福）ねむの木福祉会 コーラスボーイ 掛川市上垂木3102-1 0537-26-3900

（合）Hide Office 十九首ホーム 掛川市大池1445-1　十九首団地54号棟　105号室 0537-24-0221
（N)掛川障がい者支援センター 和光の家 掛川市上屋敷7-2 0537-21-6669

(福)草笛の会 おおぶちの家 掛川市大渕10308-1 0537-48-6072

(福)草笛の会 はまのの家 掛川市浜野2549 0537-72-2550

(福)草笛の会 おがさの家 菊川市下平川841-3 0537-73-1224

(福)草笛の会 春日の家 菊川市上平川77-3 0537-73-6995

(福)草笛の会 カレントの家 菊川市上平川212-3 0537-73-6001

(福)草笛の会 コロポックルの家 菊川市上平川1185-2 0537-73-0127

(福)草笛の会 城山の家 菊川市下平川2381 0537-73-4931

(福)草笛の会 たかはしの家 菊川市高橋2860-1 0537-73-1767

(福)草笛の会 たかはしの家２ 菊川市高橋2864-1 0537-73-3997

(福)草笛の会 つちはしの家１・2 菊川市土橋322-1 0537-73-2574

(福)草笛の会 ほんまちの家1 菊川市下平川1527-3 0537-73-2540

(福)草笛の会 ほんまちの家2 菊川市下平川1588-1 0537-73-0731

(福)草笛の会 若草の家 菊川市上平川75-3 0537-73-6880

(福)白翁会 グループホームたんぽぽ 菊川市潮海寺683 0537-35-1181

(福)草笛の会 さくらの家 御前崎市佐倉1046-1 0537-85-1795

(福)草笛の会 さくらの家２ 御前崎市佐倉1046-1 0537-86-7110

(福)掛川市社会福祉協議会 掛川市社協居宅介護事業所 掛川市掛川910-1 0537-22-1309

(福)大東福祉会 大東ヘルパーステーション 掛川市下土方3584-1 0537-74-5180

(福)天竜厚生会 宮脇ヘルパーステーション 掛川市宮脇2-16-3 0537-21-5666

(株)アイケア 在宅介護センターアイケア掛川 掛川市七日町155 0537-61-1066

(株)ニチイ学館 ニチイケアセンター掛川 掛川市天王町5-1 0537-61-1006

(株)ニチイ学館 ニチイケアセンター杉谷 掛川市杉谷752-1 サンブラン101 0537-61-3011

(有)平松木工 ケアサービスききょう 掛川市中央1-14-5 0537-61-2040
(福)菊川市社会福祉協議会 社協きくがわ支援事業所 菊川市半済1865 0537-37-1116

東遠地区生活支援センター（サービス部）

(Ｎ)ハートあんどハート菊川 ハートあんどハート菊川訪問介護事業所 菊川市半済6-1 0537-35-8070

ぞうさん企業組合 ぞうさん企業組合 菊川市仲島1-12-1 0537-35-8303

(株)ニチイ学館 ニチイケアセンター菊川本所 菊川市本所1725-2 0537-37-1300
地域生活支援センターカレント

（福）聖隷福祉事業団 森町愛光園ホームヘルパーステーション 森町天宮1350 0538-85-9877

(福)森町社会福祉協議会 森町社協居宅介護事業所 森町森50-1 0538-85-0920

東遠学園組合 菊川市西方4345-2 0537-37-3995 69

(福)草笛の会 菊川市上平川87-1 0537-73-4778 106
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(社)静岡県看護協会 訪問看護ステーション掛川 掛川市薗ヶ谷881-1 0537-62-2755
(社)静岡県看護協会 訪問看護ステーション大東 掛川市三俣620 0537-72-6627

(医)綾和会 ケアステーション明日香 掛川市杉谷南1-1-30 0537-62-3115
(株)リンメール 訪問看護ステーション　ルピナース 掛川市大池2931-1 0537-28-8276
(福)菊川市社会福祉協議会 訪問看護ステーションきくがわ 菊川市半済1865 0537-37-1114
(株)オール看護小笠 訪問看護ステーション小笠 菊川市上平川293 0537-75-0123
ＪＡ静岡厚生連 訪問看護ステーション夢咲 菊川市下平川6265 0537-73-1320

御前崎市 訪問看護ステーションはまおか 御前崎市池新田2070 0537-86-8876

森町 森町訪問看護ステーション 森町草ヶ谷387-1 0538-85-3862

(医)川口会　川口会病院 掛川市大池680 0537-22-4178

(医)好生会　小笠病院 掛川市篠場708 0537-22-2288

菊川市立総合病院 菊川市東横地1632 0537-35-2135

(医)進生会　服部病院 磐田市西貝塚3781-2 0538-32-7121

(医)木野記念会　福田西病院 磐田市一色22 0538-58-1175

磐田原病院 磐田市大久保42-15 0538-38-0621

高松ストレスケア・クリニック 掛川市中央1-3-11 VentBrillant2F 0537-23-6200

岡本クリニック 菊川市加茂1984-1 0537-37-0200

御前崎市家庭医療センターしろわクリニック 御前崎市白羽3521-10 0548-23-3211

森町家庭医療クリニック 森町草ケ谷387-1 0538-85-1340

(福)デンマーク牧場福祉会　こひつじ診療所 袋井市山崎5902-185 0538-23-0660

たまがきこころのクリニック 袋井市高尾1763-2 0538-41-1111

●重症心身障がい児者が受診可能な医療機関については、
　静岡県ホームページに掲載されております。
　以下のURLへアクセスして下さい。
　http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-320/jyushin.html
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施設名
中東遠ワークセンター
ワークラック

法人名 社会福祉法人　明和会

利用対象 身体、精神、知的 事業種別 職業準備訓練

住所 〒437-0062 袋井市泉町２－10－13

連絡先

電話 0538-43-0826 ＦＡＸ 0538-84-9227

メール
アドレス

luck@meiwakai.jp
ホームページ

アドレス
http://www.meiwakai.jp/business.htm

アクセス
ＪＲ袋井駅より秋葉バス「秋葉線」で
「体育館前」バス停下車　徒歩10分
袋井バイパス堀越ＩＣから車で５分

送迎 なし

訓練時間 月～金曜日　9:00～16:00 定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、
年末年始、盆

定員 ５人 職員体制 訓練指導員１人

ひとこと

・障害を持つ方で、求職中の方を対象に、就職するための職業準備訓練を行う施設
です。
・磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、森町に居住している方が対象とな
ります。
・訓練期間は最長１年です。利用料は無料ですが、交通費、昼食費は自己負担とな
ります。
・障害者手帳、障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方も利用できます。

・就労に関する適性をアセスメントするために、主に知的障害の方を対象に職業評
価を実施しています。個人面接、作業検査、学力検査、体力測定、簡易ＩＱテスト
を行います。これらを総合的に判断し、支援計画、具体的目標を策定しています。

・能力面からみた個人の理解や個人の適性領域の検索等、望ましい職業選択を行う
ために、主に精神障害の方を対象にＧＡＴＢ職業適性検査を実施しています。11
種の試筆検査と4種の器具検査により、適性能の評価を行い、個性を生かせそうな
適性職業群を提供します。
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開所時間 月～金曜日　8:15～17:00

療育時間 月～金曜日　9:00～16:30

施設名 こども発達センターめばえ 法人名 東遠学園組合

利用対象 ０～５歳児 事業種別 児童発達支援センター・保育所等訪問支援

住所 〒436-0016 掛川市板沢1941－35

連絡先

電話 0537-23-2312 ＦＡＸ 0537-23-0008

メール
アドレス

htc.kodomo40@globe.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://toengakuen.jp/

アクセス
ＪＲ掛川駅より循環南回りバスで
「杉谷南」下車　徒歩15分

送迎 あり　（毎日通園児に限る）

定休日
土・日・祝日、年末年始、
その他年間予定で決められた日

定員 52人
職員
体制

児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員・発達相談員・言
語聴覚士等

ひとこと

【毎日通園】…３～５歳児
・菊川市、掛川市、御前崎市、森町に住まわれている方が利用できます。
・心身の発達に心配のある就学前のお子さんに対して、一人ひとりに合わせた療育
　を通して、どの子も生活の主人公になれるように発達の支援をしていきます。
・一人ひとりの確かな育ちをすすめると共に、家族への育児支援も行っています。
【並行通園】…３～５歳児
・「一人ひとりの子どもが主人公」をねらいとし、小集団での活動を通して認めら
　れる経験をする場として支援していきます。また、お子さんが通う地域園での
　生活が安定して楽しく過ごせるよう、個々に合った支援をしていきます。
【保育所等訪問支援】
・幼稚園、保育園に通っているお子さんを対象に園に出向き、園と一緒に支援を
　考えていきます。訪問型小集団療育として、地域園で数人に対しての療育を行っ
　ています。
【親子通園】…０～２歳児
・いろいろな活動を親子で楽しみ合いながら経験するなかで、親子の愛着関係を
　深め、お子さんの発達や成長を促すように支援します。また、保護者同士の交流
　を通して、子育てに必要な知識や情報を交換し合っていきます。
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施設名 ねむの木学園やさしいお家 法人名 社会福祉法人 ねむの木福祉会

利用対象 身体、知的 事業種別 福祉型障害児入所施設

住所 〒436-0221 掛川市上垂木2979－１

連絡先

電話 0537-26-3900 ＦＡＸ 0537-26-3910

メール
アドレス nemunoki@nemunoki.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.nemunoki.or.jp

アクセス
◎ＪＲ掛川駅より「ねむの木学園
　行」バス終点下車（20分）
◎東名掛川ＩＣより車で約20分

送迎 なし

開所時間 24時間 定休日 なし

定員 20人 職員体制 運営規程に準ずる

ひとこと

○詳細はねむの木学園ホームページをご参照ください。
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施設名
放課後等デイサービスセンター
はるかぜ（かざぐるま）

法人名
社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

利用対象
掛川市在住
支援学校・市内支援学級
受給決定者

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0079 掛川市掛川910－１　掛川市総合福祉センター（あいりーな）１階

連絡先

電話 0537-24-3350 ＦＡＸ 0537-24-3350

メール
アドレス

kaigo-bumon@kakegawa-syakyo.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

アクセス
掛川駅より栗本線で青田葛ヶ丘方
面
「葛川」下車徒歩７分

送迎 あり

開所時間
相談時間

月～金曜日　14：00～18：00
長期休み中　09:00～17:00
（夏休みなど）

定休日
土曜日、日曜日、祝日、
事業所が定めた日

定員
20人
※はるかぜと合わせて

職員体制
児童発達支援管理責任者１人、
指導員８人、運転手１人

ひとこと

　心身に障がいを持つ児童が可能な限りその地域における生活が継続できるよう
に、利用児の成長につながる心豊かな放課後と長期休暇の活動を支援するととも
に、保護者及び家族の養育負担を軽減することを目的としています。

＜利用者に対するサービス内容>
①　日常生活における基本動作の訓練（身の回りのことは自分でやろうとする気持
　ちを育てる）
②　集団生活への適応訓練（友達との活動を通して集団参加の楽しさを知らせる）
③　社会適応訓練（経験を通してコミュニケーションの意欲を育てる。野外訓練・
　社会とのふれあいを通して社会性を高める）
④　遊びの力を育む（余暇活動の充実を取り組む）
⑤　家庭生活と地域生活への支援（保護者の養育負担の軽減・相談や助言）
⑥　その他児童の発達に必要な支援



ー 11 －

施設名
放課後等デイサービスセンター
はるかぜ（はるかぜ）

法人名
社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

利用対象
掛川市在住
支援学校・市内支援学級
受給決定者

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0030 掛川市杉谷南１－１－31（希望の丘内）

連絡先

電話 0537-28-9251 ＦＡＸ 0537-28-9447

メール
アドレス

kaigo-bumon@kakegawa-syakyo.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

アクセス
掛川駅より市内循環バス南回り
「希望の丘」下車徒歩１分

送迎 あり

開所時間
相談時間

月～金曜日　13:30～17:30
長期休み中　09:00～17:00
（夏休みなど）

定休日
土曜日、日曜日、祝日、
事業所が定めた日

定員
20人
※かざぐるまと合わせて

職員体制
児童発達支援管理責任者１人、
支援員15人、看護師１人、運転手２

ひとこと

　心身に障がいを持つ児童が可能な限りその地域における生活が継続できるよう
に、利用児の成長につながる心豊かな放課後と長期休暇の活動を支援するととも
に、保護者及び家族の養育負担を軽減することを目的としています。

＜利用者に対するサービス内容>
①　日常生活における基本動作の訓練（身の回りのことは自分でやろうとする気持
　ちを育てる）
②　集団生活への適応訓練（友達との活動を通して集団参加の楽しさを知らせる）
③　社会適応訓練（経験を通してコミュニケーションの意欲を育てる。野外訓練・
　社会とのふれあいを通して社会性を高める）
④　遊びの力を育む（余暇活動の充実を取り組む）
⑤　家庭生活と地域生活への支援（保護者の養育負担の軽減・相談や助言）
⑥　その他児童の発達に必要な支援



ー 12 －

施設名
放課後等デイサービスセンター
みなみかぜ

法人名
社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

利用対象
掛川市在住
支援学校・市内支援学級
受給決定者

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-1416 掛川市三俣620　大東保健センター

連絡先

電話 0537-72-1130 ＦＡＸ 0537-72-1130

メール
アドレス

kaigo-bumon@kakegawa-syakyo.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

アクセス
ジャストライン掛川大東浜岡線
「大東支所」下車敷地内徒歩３分

送迎 あり

開所時間
相談時間

月～金曜日　13:30～17:30
長期休み中　09:00～17:00
（夏休みなど）

定休日
土曜日、日曜日、祝日、
事業所が定めた日

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者１人、
支援員1１人、看護師１人、運転手２

ひとこと

　心身に障がいを持つ児童が可能な限りその地域における生活が継続できるよう
に、利用児の成長につながる心豊かな放課後と長期休暇の活動を支援するととも
に、保護者及び家族の養育負担を軽減することを目的としています。

＜利用者に対するサービス内容>
①　日常生活における基本動作の訓練（身の回りのことは自分でやろうとする気持
　ちを育てる）
②　集団生活への適応訓練（友達との活動を通して集団参加の楽しさを知らせる）
③　社会適応訓練（経験を通してコミュニケーションの意欲を育てる。野外訓練・
　社会とのふれあいを通して社会性を高める）
④　遊びの力を育む（余暇活動の充実を取り組む）
⑤　家庭生活と地域生活への支援（保護者の養育負担の軽減・相談や助言）
⑥　その他児童の発達に必要な支援



ー 13 －

施設名
放課後等デイサービス
ひまわり掛川駅西校

法人名 タップ株式会社

利用対象
児童
（重症心身障害児）

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0046 掛川市中央高町１２８

連絡先

電話 0537-62-0022 ＦＡＸ 0537-62-0022

メール
アドレス

himawari.kaken@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/dayhima/

アクセス
JR掛川駅から車で5分（1.5km)
天浜線掛川市役前から徒歩2分

送迎
平日：掛川特別支援学校まで迎え
　　　自宅まで送り
休日：送迎可（要相談）

訓練時間
平日　学校終了時～17:00
休日　10:00～16:00

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末
年始、土曜は月1日開校

定員 5人 職員体制
児童発達支援管理責任者
保育士、看護師3名、機能
訓練担当職員

ひとこと

放課後等デイサービスひまわり掛川駅西校は「重症心身障害児」専用の施設です。
お子さんが安心・安全に過ごしていただけるよう心がけております。
☆活動内容
①看護師による医療的ケア（気管カニューレ、鼻からの吸引、食事の全介助、経鼻
経管栄養、胃ろうからの栄養注入、服薬の介助、軟膏の塗布、導尿）
②理学療法士による機能訓練
③保育士による療育（絵本の読み聞かせ、会話、視聴覚教材、遊び）
④家族への支援

掛川駅西校は掛川市役所のすぐそば
にあります。1階指導室は約15坪
（一人当たり6畳）の広さで5人の
お子さんが快適に過ごしていただけ
ます。
☆利用には通所受給者証に「放課後
等デイサービス基本（重心）」の記
載が必要です。詳しくは市役所福祉
課にお尋ねください。



ー 14 －

施設名
放課後等デイサービス
ひまわり掛川駅南校

法人名 タップ株式会社

利用対象
児童
（特別支援学校）

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0028 掛川市亀の甲2-18-6

連絡先

電話 0537-62-0011 ＦＡＸ 0537-62-0011

メール
アドレス

himawari.kakem@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/dayhima/

アクセス JR掛川駅より徒歩5分

送迎
平日：掛川特別支援学校まで迎え
         自宅まで送り
休日：送迎可（要相談）

訓練時間
平日　学校終了時～18:00
休日　8:30～17:30

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末年
始、土曜は月1日開校

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者
児童指導員5名、保育士
言語聴覚士

ひとこと

ひまわり掛川駅南校ではお子様の成長のお手伝いをさせていただいています。
お子様の「出来た！分かった！」が増えるよう多くの体験の場を設けています。
職員の笑顔で楽しくをモットーにしています。
一緒にひまわり掛川駅南校で過ごしてみませんか？お越しをお持ちしています。

☆放課後等デイサービスひまわりは自立支援のために7つの力を育てます。
　①生活するうえで必要な力　②意思を伝える力　③自己を表現する力
　④コミュニ―ション力　⑤社会性　⑥基礎学力　⑦働く力
☆活動内容
　①療育活動、学習活動、音楽活動、体験活動
　②生活支援（健康管理、食事支援、排せつ支援）
　③生活相談、各種情報の提供

平成30年から言語聴覚士による
個別の言語療法を始めました！

ひまわり掛川駅南校は民家を利用した
アットホームな雰囲気のある放課後等
デイサービスです。



ー 15 －

施設名
放課後等デイサービス
ひまわり掛川駅東校

法人名 タップ株式会社

利用対象
児童
（特別支援学級・普通級） 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0021 掛川市緑が丘2-4-4

連絡先

電話 0537-62-1212 ＦＡＸ 0537-62-1212

メール
アドレス

himawari.kakeh@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/dayhima/

アクセス JR掛川駅より徒歩12分

送迎
平日：各小学校まで迎え
         自宅まで送り
休日：送迎可（要相談）

訓練時間
平日　学校終了時～18:00
休日　8:30～17:30

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末年
始、土曜は月1日開校

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者
児童指導員4名、指導員３名
言語聴覚士

ひとこと

ひまわり掛川駅東校ではお子様の成長のお手伝いをさせていただいています。
お子様の「出来た！分かった！」が増えるよう多くの体験の場を設けています。
職員の笑顔で楽しくをモットーにしています。
一緒にひまわり掛川駅東校で過ごしてみませんか？お越しをお持ちしています。

☆放課後等デイサービスひまわりは自立支援のために7つの力を育てます。
　①生活するうえで必要な力　②意思を伝える力　③自己を表現する力
　④コミュニ―ション力　⑤社会性　⑥基礎学力　⑦働く力
☆活動内容
　支援級のお子さんを対象に様々な体験活動、SST（ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）、
　学習支援（学校の宿題を含む）、パソコンの指導等を行っています。

平成30年から言語聴覚士による
個別の言語療法を始めました！

送迎可能な小学校
☆掛一小　☆城北小　☆西郷小
☆西山口小　☆東山口小
☆上内田小
★中学生になったら、JOB掛川駅前校で
　支援させていただきます。



ー 16 －

施設名
放課後等デイサービス
ひまわりJOB掛川駅前校

法人名 タップ株式会社

利用対象
児童
（主に中高生）

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0077 掛川市駅前11-10

連絡先

電話 0537-54-3311 ＦＡＸ 0537-54-3311

メール
アドレス

himawarijob.k@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/lp_jobdayhima/

アクセス JR掛川駅から徒歩2分

送迎
平日：（高校生）自力で通学
　　　（中学生）学校まで迎え
休日：家庭での送迎をお願いします

訓練時間
平日　学校終了時～18:00
休日　9:00～16:00

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末年
始、土曜は月1日開校

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者
保育士、児童指導員
就労支援コーディネーター

ひとこと

「進学・就労準備」ができる放課後等デイサービス
「就労準備型放課後等デイサービス」は、障がいをお持ちの中高生を対象とした、
進学・就労に必要なスキルを身につけるための放課後等デイサービスです。

「ひまわりＪＯＢ掛川駅前校」では、SST・実践トレーニング・コミュニケーショ
ン力向上プログラム・パソコントレーニング・職場見学など、 働くために必要な
様々なプログラムを取り入れています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひまわりJOB掛川駅前校のHPは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こちらのQRコードからどうぞ！



ー 17 －

施設名
放課後等デイサービス
ひまわり桜木校

法人名 タップ株式会社

利用対象
児童
(特別支援学級・普通級)

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0222 掛川市下垂木2710-2

連絡先

電話 0537-54-3811 ＦＡＸ 0537-54-3811

メール
アドレス

himawari.sakuragikou@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/dayhima/

アクセス 国道1号線　大池ICより車で1分

送迎
平日：各小学校まで迎え
         自宅まで送り
休日：送迎可（要相談）

訓練時間
平日　学校終了時～18:00
休日　8:30～17:30

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末
年始、土曜は月1日開校

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者
児童指導員4名、看護師
言語聴覚士

ひとこと

ひまわり桜木校ではお子様の成長のお手伝いをさせていただいています。
お子様の「出来た！分かった！」が増えるよう多くの体験の場を設けています。
職員の笑顔で楽しくをモットーにしています。
一緒にひまわり桜木校で過ごしてみませんか？お越しをお持ちしています。

☆放課後等デイサービスひまわりは自立支援のために7つの力を育てます。
　①生活するうえで必要な力　②意思を伝える力　③自己を表現する力
　④コミュニ―ション力　⑤社会性　⑥基礎学力　⑦働く力
☆活動内容
　支援級のお子さんを対象に様々な体験活動、SST（ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）、
　学習支援（学校の宿題を含む）、パソコンの指導等を行っています。

平成30年から言語聴覚士による
個別の言語療法を始めました！

送迎可能な小学校
☆中央小　☆掛二小　☆桜木小
☆曽我小　☆原田小　☆和田岡小
☆原谷小
★中学生になったら、JOB掛川駅前校で
　支援させていただきます。



ー 18 －

施設名 てんとうむし 法人名 株式会社　プラネット

利用対象 就学期における発達障がい児 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0022 掛川市上張47－７

連絡先

電話 0537-29-6841 ＦＡＸ 0537-29-6842

メール
アドレス

planet2015@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス

アクセス
東名掛川ＩＣから車で５分
市内循環バス南回り「京特池前」下車
徒歩２分

送迎
学校日：各学校から事業所までお迎え
帰りの自宅への送迎は要相談
休校日：自宅⇔事業所の送迎は要相談

開所時間
相談時間

学校日：13:30～18:00
休校日：  9:30～17:30

定休日
日曜日、
年末年始・お盆休みの各数日

定員 10人／日
職員数

職員体制
管理者・児発管１人、
指導員４人

ひとこと

　「生きる力・優しい心」を基本理念に掲げ、明るく・楽しく・元気よく、皆さん
をお出迎え致します。子どもたちの特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、基本的な日常生活や集団生活、コミュニケーション
の向上に繋がるよう支援します。



ー 19 －

施設名 リカバリー　かけがわ 法人名 株式会社リカバリー

利用対象 主に発達障害 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-0047 掛川市長谷1352-15

連絡先

電話 0537-28-9751 ＦＡＸ 0537-28-9752

メール
アドレス

info＠recovery-sh.jp
ホームページ

アドレス
http://recovery.sh.sakura.ne.jp

アクセス

・中東遠総合医療センターバス停
　下車徒歩10分
・掛川バスサービス市街地循環線
　南まわり　高御所東　下車徒歩1分

送迎
あり

営業時間
月～金曜日　10：00～18：３0
隔週土曜日、学校長期休暇期間
８：３0～17：０0

定休日
土曜日(隔週)、日曜日、祝祭日
夏季休暇、年末年始、
その他会社カレンダーによる

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者1名
管理者1名、児童指導員３名

ひとこと

　リカバリーかけがわでは「ポシティブ支援」と「見通しの立つ支援」を中心に
行っています。
　豊かな環境、自ら触ったり動いたりして感覚刺激をたくさん吸収できるよう
「読み聞かせ」「体を動かそう」「おやつ作り」「買い物体験」「屋外活動」
また、夏の長期休暇に於いては、プール遊び等の実施等など利用者の障害特性、
発達段階、生活状況や個別支援計画に基づいた課題等を組み合わせた日課として
います。
　成功体験を積み重ね、穏やかな気持ちで1日が過ごせることが大切であると考え
信頼関係の構築を図り「リカバリー楽しかった」とお子様に感じてもらえる様、
支援させて頂きます。

見学等、随時受け付けております。お気軽にお尋ね下さい。



ー 20 －

施設名
こどもサポート教室
「きらり」掛川校

法人名 株式会社クラ・ゼミ

利用対象

「きらり」掛川校まで保
護者による送迎が可能な
地域にお住いの方（要
「受給者証」）

事業種別 児童発達支援（１歳半～小学校就学前）

住所 〒436-0029 掛川市南２丁目25-7　落合ビル１F北

連絡先

電話 0537-29-8950 ＦＡＸ 0537-29-8950

メール
アドレス

kirari.kakegawa@kurazemi.co.jp
ホームページ

アドレス
http//www.kirari-kodomo.com

アクセス
掛川駅より徒歩10分
掛川ICより車で5分

送迎 なし

曜日・時間
火～金曜日　10:00～15:00
土曜日、長期休み10:00～12:00
この時間帯のうちで１時間

定休日
日曜日、月曜日
事業所が定めた日

定員
一日10人（放課後等デイ
サービスと合わせて）

職員体制
児童発達支援管理責任者１人
指導員3人

ひとこと

　１歳半～小学校入学前までの発達に関する課題がある、またはその疑いがあるお
子様を対象とします。一人ひとりの発達の状況に合わせ、さまざまな療育を用いた
オーダーメイドのマンツーマン療育を行います。
　療育の場面には、保護者も同席いただき、観察を通してお子様に対する新たな発
見、確認、日頃の関わりの振り返りなどができます。60分間のうち、療育時間に
45分程度、その後保護者とのコミュニケーションの時間にあてます。

こんなお子様が利用されています。
☆成長・発達について
発達がゆっくり、歩きはじめが遅い、身体の動きがぎこちない、手足が不器用、お
もちゃでうまく遊べない、生活習慣がなかなか身につかないなど。

☆ことばについて
ことばが遅い、ことばの理解が遅い、必要以上に大きな声を出す、繰り返しが多
い、会話がずれる、やや一方的なコミュニケーションが多いなど。

☆性格や行動について
気になるくせがある、こだわりがある、落ち着きがない、
かんしゃくを起こしやすい、視線が合いにくい、気持ち
の切り替えが難しい、友だちとあまり遊ばない、けんか
が多いなど。

掛川駅

「きらり」掛川校



ー 21 －

施設名
こどもサポート教室
「きらり」掛川校

法人名 株式会社クラ・ゼミ

利用対象

「きらり」掛川校まで保護
者による送迎が可能な地域
にお住いの方（要「受給者
証」）

事業種別 放課後等デイサービス（小学生～高校生）

住所 〒436-0029 掛川市南２丁目25-7　落合ビル１F北

連絡先

電話 0537-29-8950 ＦＡＸ 0537-29-8950

メール
アドレス

kirari.kakegawa@kurazemi.co.jp
ホームページ

アドレス
http//www.kirari-kodomo.com

アクセス
掛川駅より徒歩10分
掛川ICより車で5分

送迎 なし

曜日・時間
火～金曜日　15:00～19:00
土曜日、長期休み13:00～19:00
この時間帯のうちで１時間

定休日
日曜日、月曜日
事業所が定めた日

定員
一日10人（児童発達支援と
合わせて）

職員体制
児童発達支援管理責任者１人
指導員3人

ひとこと

　小・中・高校生で発達に課題がある、発達についての支援が必要であるお子さん
を対象とします。指導員とマンツーマンでの療育となります。お子様の学習進度、
学力に合わせた学習支援を行い、基礎学力向上のお手伝いをさせていただくととも
に、同じような課題を抱えている子どもたちが学校や学年を気にすることなく、一
緒に活動できる居場所作りをしています。

こんなお子様が利用されています。
☆成長・発達について
習い事に通わせづらい、勉強に取り組ませるのが困難、学力に不安を感じている、
理解力が弱い、生活習慣がなかなか身につかない、身体の動きがぎこちない。

☆ことばについて
ことばの理解が遅い、会話が一方的、会話がうまく続かない、自分の気持ちを伝え
られない、やや一方的なコミュニケーションが多い。

☆性格や行動について
こだわりがある、落ち着きがない、初めてのことが苦手、
気持ちの切り替えが難しい。友だちとよくもめる、気に
なるくせがある。

掛川駅

「きらり」掛川校
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施設名 掛川センター 法人名
特定非営利活動法人
障害福祉支援　もえぎ

利用対象
通所受給者証をお持ちの
小学１年-高校3年までの方 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒436-0064 掛川市北門39

連絡先

電話 0537-64-3072 ＦＡＸ 0537-64-3073

メール
アドレス

kakegawa_center@yahoo.co.jp
ホームページ

アドレス
https://fukushimoegi.com/

アクセス 北門交差点から北へ150ｍ

送迎 掛川市内全域

訓練時間
通常　　　　　　13時-17時
学校休校日　　　10時-16時 定休日 日曜　祝日

定員 10名 職員体制 5名

ひとこと

掛川市の中心部にありますので、市内の送迎を広範囲で行う事ができます。
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施設名
ジョブステイションしずおか

掛川緑ヶ丘
法人名 株式会社　オーザ

利用対象者 放課後等デイサービス：小学生～高校生 事業所別 放課後等デイサービス

住所 〒４３６－００２１　　静岡県掛川市緑ヶ丘２－６－３

連絡先

電話 0537-36-6662 ＦＡＸ 0537-36-6662

メール
アドレス info＠o-the.co.jp

ホームページ
アドレス

http://www6.shizuokanet.ne.jp/shinji/index.html/

アクセス ＪＲ掛川駅より車で５分

送迎 な　　し

営業時間
9:00～17:00

（早朝・延長要相談）
定休日 日曜日・年末年始

定　　員 ３０人 職員体制
５人（管理者、児童発達管理責任者、

保育士、児童指導員、指導員）

ひとこと

　放課後等デイサービスは若いスタッフが多く、子ども達と一緒に毎日元気に走り回ってい
ます。近所の公園に行ったり、少し遠いところまで出かけたり、季節ごとの行事をしたり、
クッキングも行うなどイベントもたくさん企画しています。

　学習支援として国語・数学（算数）、パソコン、ジェームス先生のリズムイングリッ
シュ、高校生にはジョブトレーニングとして面接指導、挨拶練習、職業トレーニングなども
行っています。

　早朝や延長時間等の希望もご相談ください。是非一度見学にいらしてください。

N

ユーコープ緑ヶ丘店

ｼﾞｮﾌﾞｽﾃｲｼｮﾝしずおか
　　掛川緑ヶ丘校

掛川駅



竹うま

←至浜松 至静岡→

サンサンファーム

　美幸工業
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ミニストップ

かあさんの家

施設名 かあさんの家放課後等デイサービス 法人名 株式会社　かあさんの家

利用対象 知的障害・発達障害児童 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-1302 掛川市大渕6276番の1

連絡先

電話 0537-48-7650 ＦＡＸ 0537-48-7651

メール
アドレス

 h22_ka-sannoie@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス

アクセス 掛川市大須賀支所より東南　車7分

送迎 あり

訓練時間 平日14：00（学校終了時間）～17：10
休日9：00～16：10（長期休校日） 定休日

土.日.祝日
夏季休暇・年末年始

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者1名
児童指導員3名　指導員2名

ひとこと

「ただいま」と帰れるおばあちゃんちのような
居心地のよい癒しの施設です。
木の香り漂う落ち着いた癒しの木造で周りを畑に囲ま
れた静かな環境で、海にも近く、大自然を肌で感じな
がらのびのびと過ごしていただけます。

国道150号線



《簡単な地図が入ります》
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施設名 ふれんずつばさ 法人名 社会福祉法人　草笛の会

利用対象
障害児（6歳以上18歳未満の
知的障害児） 事業種別 障害児通所支援事業　放課後等デイサービス

住所 〒437-1521 　菊川市上平川87-1

連絡先

電話 0537-73-0151 ＦＡＸ 0537-73-5337

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org

アクセス
JR菊川駅より静鉄バス「菊川・御
前崎線」で「草笛共同作業所前」
バス停下車

送迎

要相談
平日の家庭への送りと学校休業日
の送迎については希望により対応
致します

開所時間
相談時間

平日　14:00～18:00
学校休業日　9:00～18:00

定休日 　施設カレンダーによる

利用者数 10人
職員数

職員体制
8人

ひとこと

ふれんずつばさは、障害のある就学児童“小学生～高校生”を対象にし、この時期
の子どもの発達過程や特性適応行動の状況を理解した上で一人ひとりの状況に即し
支援を行っています。
主なプログラム（週間）
月曜日：リトミック　　火曜日：陶芸
水曜日：体育館・買い物訓練（隔週毎）　　木曜日:公園・創作・おやつ作り
金曜日：セカンドステップ
※土曜日：外出・野外活動
1日開所
月1回避難訓練
夏季・冬季休みの際に親子イベントを実施しています。
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施設名 東遠学園　児童部 法人名 東遠学園組合

利用対象 知的、児童 事業種別 指定福祉型障害児入所施設　短期入所

住所 〒439-0037 菊川市西方4345－２

連絡先

電話 0537-35-2753 ＦＡＸ 0537-35-2799

メール
アドレス

toengakuen@theia.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://toengakuen.jp/

アクセス
ＪＲ菊川駅よりタクシーで５～７
分
東名菊川ＩＣより車で10分

送迎 なし

開所時間
児童部：24時間対応
短期入所：24時間対応
（入退出の時間８時～20時）

定休日
入所支援：365日対応
短期入所：年末年始

定員
児童部：20人
短期入所：５人

職員体制
施設長１人、児童発達管理責任者１人、
児童指導員・保育士10人、

昭和45年３月　一部事務組合設立（構成市町：菊川市・掛川市・御前崎市・森
町・浜松市旧春野町【H30年3月末脱退】）
昭和46年５月　知的障害児入所施設東遠学園開園
平成24年４月　指定福祉型障害児入所施設　東遠学園児童部

＜児童部＞
　様々な事情で家庭での生活が困難な18歳未満の子どもが入所利用します。
集団生活のなかで、個々の発達段階・課題に併せた適切な療育・支援を行い、
基本的な生活習慣を身に付けていきます。また、一人ひとりの豊かな生活をめ
ざし、「個」を尊重した援助に取り組んでいます。

＜短期入所＞
　地域で暮らす知的障がい児、発達障がい児や家族の皆さんが、安心ある暮ら
しができるよう、必要に応じて宿泊の受け入れをし、生活支援をします。

ひとこと



《放課後等デイサービス》

《児童発達支援》
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施設名 ジョブステイションしずおか 法人名 株式会社　オーザ

利用対象者
放課後等デイサービス：小学生～高校生
児童発達支援：３歳児～入学前

事業所別
放課後等デイサービス
児童発達支援

住所 〒４３９－００１８　　静岡県菊川市本所１１０５－１

連絡先

電話 0537-36-6662 ＦＡＸ

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://www6.shizuokanet.ne.jp/shinji/index.html/

アクセス ＪＲ菊川駅より徒歩５分

送迎 あ　り

営業時間
9:00～17:00

（早朝・延長要相談）
定休日 日曜日・年末年始

定　　員 ３０人 職員体制
18人（管理者、児童発達管理責任者、

保育士、児童指導員、指導員）

営業時間 9:00～17:00 定休日 日曜日・年末年始

定　　員 １０人 職員体制
４人（管理者、児童発達管理責任者、

保育士、児童指導員、指導員）

放課後等デイサービスは若いスタッフが多く、子ども達と一緒に毎日元気に走り回って
います。
近所の公園に行ったり、少し遠いところまで出かけたり、季節ごとの行事をしたり、
クッキングも行うなどイベントもたくさん企画しています。
学習支援として国語・数学（算数）、パソコン、ジェームス先生のリズムイングリッ
シュ、高校生にはジョブトレーニングとして面接指導、挨拶練習、職業トレーニングな
ども行っています。
学校や自宅への送迎サービス、また早朝や延長時間等のご希望もご相談ください。
　是非一度見学にいらしてください。

子ども一人ひとりの発達のはやさはことなります、一人ひとりの成長のステップに合わ
せ指導を行うと共に、様々な経験を通して、お子さんの得意が伸びる環境を作っていま
す。
毎日通園と並行通園があり、日常生活における基本的な訓練・知識・技能の提供、集団
生活への適応訓練等を行うと共に、読み聞かせ、リズムイングリッシュ、クッキングな
ども楽しく行っています。
なお、毎日通園には送迎サービスがあります。ご相談ください。

N

プラザけやき

静岡銀行

ｼﾞｮﾌﾞｽﾃｲｼｮﾝしずおか就労

菊川駅

放課後等デイサービス

ジョブステイションしずおか

ｼﾞｮﾌﾞｽﾃｲｼｮﾝしずおか
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施設名 リカバリー　きくがわ 法人名 株式会社リカバリー

利用対象 主に発達障害 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-1521 菊川市上平川106－１

連絡先

電話 0537-29-7135 ＦＡＸ 0537-29-7136

メール
アドレス info@recovery-sh.jp

ホームページ
アドレス

http://recovery-sh.sakura.ne.jp

アクセス
しずてつジャストライン
草笛共同作業所バス停前

送迎 あり

営業時間
月～金曜日　10:00～18:30
隔週土曜日、学校長期休暇期間
9:00～17:00

定休日
土曜日（隔週）、日曜日、祝祭日、
夏季休暇、年末年始、
その他会社カレンダーによる

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者１人、児童指導員
２人（うち１人管理者）、指導員１人

ひとこと

リカバリーに通所している子どもたちは、たくさんの人とふれあい、たくさんの経
験をすることで自信と自分らしさが芽生えています。
自分でできることを増やすために見通しの立つ支援、ポジティブ支援を中心に行っ
ています。
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施設名 リカバリーきくがわ加茂 法人名 株式会社リカバリー

利用対象 主に発達障害 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒439-0031 菊川市加茂4727

連絡先

電話 0537-28-8733 ＦＡＸ 0537-28-8734

メール
アドレス

info@recovery-sh.jp
ホームページ

アドレス

アクセス
菊川市コミュニティバス
　杉原脳神経外科前下車徒歩１分
ＪＲ菊川駅から徒歩２３分

送迎 あり

営業時
間

　月～金曜日　10:00～18:30
　隔週土曜日、学校長期休暇期間
　9:00～17:00

定休日
　土曜日（隔週）、日曜日、祝祭日、
　夏季休暇、年末年始、
　その他会社カレンダーによる

定員 　10人 職員体制
児童発達支援管理責任者(管理者兼務)１人、
指導員3人

ひとこと

リカバリーに通所している子どもたちは、たくさんの人とふれあい、たくさんの経
験をすることで自信と自分らしさが芽生えています。
自分でできることを増やすために見通しの立つ支援、ポジティブ支援を中心に行っ
ています。
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施設名
放課後等デイサービス
ひまわり小笠校

法人名 タップ株式会社

利用対象
児童
（重症心身障害児）

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-1514  菊川市下平川1814-2

連絡先

電話 0537-54-5111 ＦＡＸ 0537-54-5111

メール
アドレス

himawariogasa@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/dayhima/

アクセス
JR菊川駅から車で16分（7km)

送迎
平日：掛川特別支援学校まで迎え
　　　自宅まで送り
休日：送迎可（要相談）

訓練時間
平日　学校終了時～17:00
休日　10:00～16:00

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末
年始、土曜は月1日開校

定員 5人 職員体制
児童発達支援管理責任者
保育士、看護師3名、機能
訓練担当職員

ひとこと

放課後等デイサービスひまわり小笠校は平成31年3月にＯＰＥＮした「重症心身障
害児」専用の施設です。お子さんが安心・安全に過ごしていただけるよう心がけて
おります。
☆活動内容
①看護師による医療的ケア（気管カニューレ、鼻からの吸引、食事の全介助、経鼻
経管栄養、胃ろうからの栄養注入、服薬の介助、軟膏の塗布、導尿）
②理学療法士による機能訓練
③保育士による療育（絵本の読み聞かせ、会話、視聴覚教材、遊び）
④家族への支援

☆利用には通所受給者証に「放課後
等デイサービス基本（重心）」の記
載が必要です。詳しくは市役所福祉
課にお尋ねください。

☆送迎可能（旧小笠町・旧浜岡町）
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開所時間 月～金曜日　8:15～17:00

療育時間 月～金曜日　9:00～16:30

施設名 こども発達センターみなみめばえ 法人名 東遠学園組合

利用対象
乳幼児

（0歳～5歳児）
事業種別 児童発達支援センター・保育所等訪問支援

住所 〒437-1611 御前崎市新野1877－７

連絡先

電話 0537-85-1200 ＦＡＸ 0537-85-1201

メール
アドレス

minamimebae@friend.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://toengakuen.jp/

アクセス
しずてつジャストライン菊川浜岡
線　　　新野バス停から　徒歩10
分

送迎 あり（毎日通園児に限る）

定休日
土・日・祝日、年末年始、
その他年間予定で決められた日

定員 40人 職員体制
児童発達支援管理責任者、保育士
発達相談員、児童指導員、言語聴覚士　等

ひとこと

掛川市南部・菊川市・御前崎市に在住する発達が気になるお子さんが通う療育施設
です。地域の保育園・幼稚園、病院等と連携を取りながら、子どもが将来にわたっ
て生き生きと生活できる土台作りのために、子どもの発達と子育てを丁寧に支援す
るための相談・療育機関です。
＜毎日通園＞
3歳から修学前までのお子さんを対象に、保護者と離れて小集団の中で発達支援・育
児支援を行います。平成31年度より、重心児の受け入れを行っています。
＜並行通園＞
地域園に就園しているお子さんを対象に、週1回小集団の中で認められる経験を積み
重ねる場として、発達支援・育児支援を行います。また、幼稚園・保育園生活への
支援も行います。
＜保育所等訪問支援＞
幼稚園・保育園に通っているお子さんを対象に、園へ出向き園と一緒に支援を考え
ていきます。訪問型小集団療育として、地域園で数人に対しての療育を行っていま
す。
＜親子通園＞
就園前のお子さんを対象に週1回保護者と一緒に楽しく遊びながら、発達支援・子育
て支援を行います
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施設名 リカバリー　池新田 法人名 株式会社リカバリー

利用対象 主に発達障害 事業種別
児童通所サービス
（放課後等デイサービス）

住所 〒437-1612 御前崎市池新田3617-1

連絡先

電話 0537-29-7751 ＦＡＸ 0537-29-7752

メール
アドレス

ikeshinden@recovery-sh.jp
ホームページ

アドレス
http://recovery-sh.sakura.ne.jp

アクセス

・菊川駅より車で30分
・しずてつバス御前崎線
　『浜岡』バス停下車、徒歩15分
・東名相良牧之原ICから車で25分

送迎

学校お迎え
　掛川特別支援学校・御前崎分校
　御前崎市内の浜岡地区各小学校
　その他ご相談ください。
各御自宅へ送迎

サービス
提供時間

月～金曜日　14::00～18:00（下校時から）
隔週土曜日、学校長期休暇期間
　9:30～16:30　時間はご相談ください。

定休日
土曜日（隔週）、日曜日、祝祭日、
年末年始（事業所カレンダーによる）

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者１人、
指導員５人

ひとこと

リカバリー池新田では、支援学校や支援学級の子どもたちが利用し、対人関係、基
本的生活習慣などの支援を主に行っています。

活動内容は、集団活動として読み聞かせやおやつ作り、手遊びなど日替わりのテー
マで、みんなでアイデアを出し合いながら子供たちが笑顔で過ごしてもらえるよう
に取り組んでいます。
買い物体験や、外の施設に遊びに行ったり、夏のプールなど様々な体験を通して協
調性や社会性を自然に身に着けられるように支援しています。
また、一人一人の気持ちを大切にしながら、支援計画に基づき日常生活での成功体
験を通して子供たちの自信を積み重ねています。

見学等、随時受け付けています。お気軽にお尋ねください。
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施設名 リカバリー　佐倉 法人名 株式会社リカバリー

利用対象 主に発達障害 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-1604 御前崎市佐倉1213－２

連絡先

電話 0537-29-7150 ＦＡＸ 0537-29-7151

メール
アドレス sakura@recovery-sh.jp

ホームページ
アドレス

アクセス
・東名牧之原ICから車で30分
・菊川駅から車で30分

送迎

掛川特別支援学校
吉田特別支援学校
掛川特別支援学校　御前崎分校
浜岡東小学校
白羽小学校

サービス
提供時間

月～金曜日　15:00～18:00
隔週土曜日、学校長期休暇期間
9:30～16:30

定休日
土曜日（隔週）、日曜日、祝祭日、
年末年始（事業所カレンダーによる）

定員 10人 職員体制
児童発達管理責任者１人、
指導員５人

ひとこと

リカバリー佐倉では「見通しのつく支援」を念頭に置き、学習や基本的生活習慣、
対人関係を集団活動を通して伸ばせるような支援を行っています。
主な活動内容も曜日ごとに設定し、子供たちが楽しみながら一日を過ごせるよう職
員一同取り組んでいます。

集団活動例)
    読み聞かせ…近くの図書館で借りてきた本を読み聞かせ、集中力を養います。
　 歌を歌おう…馴染みの深い曲を皆で歌い、協調性を高めます。
　 工作をしよう…季節に応じた壁面作りや月の行事に使う作品を作り達成感を味
わいます。
　 おやつ作り…毎回使う食材の説明をし、食に関する知識も深めます。
　 体を動かそう…広い空間を使いサーキットや昔遊び、ボール運動を行い体感を
鍛えます。

他にも土曜日や長期休暇中は長い支援時間を活か
し、公園や公共施設へ行き社会性を身に付ける郊
外支援も行っています。

見学等、随時受け付けています。お気軽にお尋ね
下さい。
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施設名
放課後等デイサービス
ひまわり浜岡校

法人名 タップ株式会社

利用対象 児童（特別支援学校、特別支援級） 事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-1612 御前崎市池新田2001-1

連絡先

電話 0537-86-7000 ＦＡＸ 0537-86-7000

メール
アドレス

himawari.hamaoka1@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://tapgroup.co.jp/dayhima/

アクセス
バス停留所：浜岡中学校前（御前崎線）
                   から徒歩5分

送迎

平日：掛川特別支援学校まで迎え
         各小学校まで迎え
　　　自宅まで送り
休日：送迎可（要相談）

訓練時間
平日　学校終了時～18:00
休日　8:30～17:30

定休日
日曜日・祝日、夏季、年末
年始、土曜は月1日開校

定員 10人 職員体制
児童発達支援管理責任者
児童指導員4名、言語聴覚士

ひとこと

ひまわり浜岡校ではお子様の成長のお手伝いをさせていただいています。
お子様の「出来た！分かった！」が増えるよう多くの体験の場を設けています。
職員の笑顔で楽しくをモットーにしています。
一緒にひまわり浜岡校で過ごしてみませんか？お越しをお持ちしています。

☆放課後等デイサービスひまわりは自立支援のために7つの力を育てます。
　①生活するうえで必要な力　②意思を伝える力　③自己を表現する力
　④コミュニ―ション力　⑤社会性　⑥基礎学力　⑦働く力
☆活動内容
　①療育活動、学習活動、音楽活動、体験活動
　②生活支援（健康管理、食事支援、排せつ支援）
　③生活相談、各種情報の提供

平成30年から言語聴覚士による
個別の言語療法を始めました！
また、学習支援、パソコン指導
も本格的にスタートします

ひまわり浜岡校は進学予備校TAP
（学習塾）、ひまわりパソコン教
室と同じ建物内で運営している放
課後等デイサービスです。
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施設名 子どもハウスULU池新田 法人名 株式会社ＭＡＨＡＬＯ

利用対象
自閉症・知的障害
（重心以外）

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒４３７－１６１２ 御前崎市池新田３４８８－１２

連絡先

電話 （０５３７）－８５－３１７７ ＦＡＸ （０５３７）－８５－３１７７

メール
アドレス

ulu.ikeshinden@gmail.com
ホームページ

アドレス

アクセス
御前崎市内線【浜岡東小経由】
東町公民館前下車し北に徒歩１０分

送迎 有　・　無　（　　　　　）

訓練時間
サービス提供時間
月～金　１４：３０～１７：３０
学校休業日　９：００～１７：００

定休日
土曜日（不定期）・日曜・祝日
年末年始・ＧＷ・盆休み

定員 10名 職員体制
児童発達支援管理責任者
管理者　児童指導員　保育士

ひとこと

子どものできた！を感動に。
活動内容
・体験学習
・専門の先生による学習支援（個別学習）
・パソコン指導（個別指導）
・インストラクターによる水泳指導

ULU
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施設名
指定障害児相談支援事業所

ＡＬＡ
法人名 株式会社ＭＡＨＡＬＯ

利用対象
障害児（18歳未満の身体
障害者・知的障害者・精
神障害者・発達障害児）

事業種別 指定障害児相談支援事業

住所 〒４３７－１６１２ 御前崎市池新田３４８８－１２

連絡先

電話 （０５３７）－８５－３１７７ ＦＡＸ （０５３７）－８５－３１７７

メール
アドレス

ala.ikeshinden@gmail.com
ホームページ

アドレス

アクセス
御前崎市内線【浜岡東小経由】
東町公民館前下車し北に徒歩１０分

送迎 有　・　無　（　　　　　）

訓練時間
営業時間・曜日
月～金　9：00～12：00

定休日
土曜日・日曜・祝日
年末年始・ＧＷ・盆休み

定員 職員体制 相談支援専門員1名

ひとこと

ひとりひとりのカラーを大切に！
『ALA』の意味はハワイ語で一般に“道”という意味
をもちます。その他にも“目覚める”“立ち上がる”
“進み出る”と解釈されています。
自分らしく“道”を開き、困難から“立ち上がり”、
新たな挑戦に“進み出る”！
住み慣れた地域でたくましく安心した生活が送れるよ
う明日へ、そして未来へと導く相談支援を行います。
みなさまの生活が笑顔あふれる毎日となりますよう
に・・・

ULU
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施設名
放課後等デイサービス
聖隷放課後クラブはなえみ森町

法人名 社会福祉法人　聖隷福祉事業団

利用対象
原則として放課後等デイ
サービス給付費の支給決定
を受けた方

事業種別 放課後等デイサービス

住所 〒437-0216 森町天宮1350

連絡先

電話 0538-85-9877 ＦＡＸ 0538-85-0500

メール
アドレス

amenomiya-sate@sis.seirei.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.seirei.or.jp/elderlyhome/morimachi/

アクセス
新東名高速道路「遠州森町S.I.」より車で約5
分。
天浜線「戸綿」駅より徒歩約15分。

送迎 あり

サービス
提供時間

①下校時～17：00（学校の開校期間）
②10：00～16：00（休業日） 定休日

12月29日～1月3日及び国民
の祝日

定員 10名 職員体制
厚生労働省の定める指定基準を
遵守した職員の配置

ひとこと

施設の運営方針
「自立」に向けて、生きていく「力」を育めるよう子ども一人ひとりに合わせた
支援を提供します。
　また、ライフステージなどの変化に対応できるよう家庭・医療・福祉・教育と
の連携体制を整えます。

主な活動
・創作活動
・地域交流の機会の提供
・集団レクリエーション（SST）
・余暇の提供
・家族支援

発達過程や特性、適応行動の状況を理解し、個別支援計画に沿って発達支援を
行いながら「保護者支援」「共生社会の実現に向けた後方支援」が出来るよう
努めてまいります。
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施設名 相談支援事業所Ｍネットかけがわ 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別
①委託相談支援事業（掛川市より委託）
②地域活動支援センター事業（掛川市より委託）
③指定特定相談支援事業

住所 〒436-0027 掛川市久保2丁目１８－１９

連絡先

電話 0537-29-8970 ＦＡＸ 0537-29-8970

メール
アドレス

soudan@iaa.itkeeper.ne.jp
ホームページ

アドレス http://www.mnet-touen.org

アクセス
・掛川駅から徒歩15分
・掛川駅南口から南回り100円バス
で掛川年金事務所前下車、徒歩2分

送迎 なし

開所時間 下記のとおり 職員数 ６人

ひとこと

①委託相談支援事業（掛川市より委託）
　【開所日】月～金
　【相談受付時間】9:00～17:00
　精神障害を持つ方の生活の困りごとの相談をお受けしてます。
　ご家族からのご相談もお受けします。

②地域活動支援センター事業（掛川市より委託）
　障害を持ちながら地域で生活する方の日中の行き場として開所しています。
　【開所日】月～土　祭日も開所してます。（休み：年末年始）
　【開所時間】9:00～19:00

③指定特定相談支援事業
　障害福祉サービスの利用にあたって、サービス等利用計画を作成します。
　【開所日】月～金
　【相談受付時間】9:00～17:00

掛川駅

裁判所

年金事務所

Mネットかけがわ
(ﾌﾗﾜｰＢと記載)

セイジョー
美感ホール

スルガ銀行
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施設名
ひまわり工房
フレッシュベーカリーさら
まんま

法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0079 掛川市掛川９１０－１

連絡先

電話 0537-23-3778 ＦＡＸ 0537-21-1563

メール
アドレス

m-himawari3778-s@ia5.itkeeper.ne.jp（ひまわり工房）
sara@mnet-touen.org（さら）
manma2@iaa.itkeeper.ne.jp（まんま）

ホームページ
アドレス http://www.mnet-touen.org

アクセス ＪＲ掛川駅より徒歩15分

送迎
あり
ご希望の方はご相談ください。

開所時間 月～金曜日　9:00～15:30 定休日 土曜日、日曜日

利用者数 30人 職員数 10人

ひとこと

ひまわり工房・フレッシュベーカリーさら・まんまは掛川市総合福祉センターの敷
地内にあります。ひまわり工房の作業はクリーニング業が主で、おしぼりの製造を
行っています。その他にも内職作業、自主製品の販売など、様々な作業を行ってい

〜ます。現在は1日に15 25名の方が通所され、それぞれに合った作業を選び、疲れ
た時には休憩されたりと、自分のペースで作業をされています。フレッシュベーカ
リーさら・まんまは、惣菜パン・菓子パンはもちろんのこと、さまざまな種類の焼
き菓子や、ひと手間もふた手間もかけて作られた磯の香りたっぷりのおにぎりを製
造、販売しています。
【主な作業内容】
・内職作業
・クリーニング作業（おしぼり）
・パンの製造販売
・手作りおにぎりの製造
・掛川市役所、中東遠医療センター、掛川中央図書館等での自主製品の販売
・地域のイベントでの販売
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施設名 まんま亭 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0076 掛川市塩町６－６

連絡先

電話 0537-22-4826 ＦＡＸ 0537-22-4826

メール
アドレス

manma-4826@ia5.itkeeper.ne.jp
ホームページ

アドレス http://www.mnet-touen.org

アクセス ＪＲ掛川駅より徒歩10分

送迎
あり
ご希望の方はご相談ください。

開所時間 月～金曜日　9:00～15:30 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

利用者数 20人 職員数 ３人

ひとこと

内職（軽作業）をしております。情報を発信しながらゆったりとしたペースでの活
動をモットーにしています。

【主な作業内容】
・内職作業
・フラワーリース（造花）製造販売
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施設名 あいあい学園 法人名 社会福祉法人 掛川芙蓉会

利用対象
１８歳以上（１５歳以
上可）の障害のある方

事業種別 生活介護　日中一時支援

住所 〒436-0016 掛川市板沢1941－６

連絡先

電話 0537-24-6874 ＦＡＸ 0537-24-6892

メール
アドレス kakefuyo@smile.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス http://fuyoukai.net/

アクセス 東名掛川ＩＣより車で３分

送迎 あり

開所時間 月～金曜日　8:30～17:15 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

利用定員 35人 職員体制 16人

ひとこと

○平成６年４月設立　（主に知的障害のある方が利用されています。）
　「あいあい」の名称は、より多くの人たちとふれあい、学び合う中で、ひとり一
　人の日々の生活の充実と自己実現を願いつけられました。
○主な日中活動
　作業：下請け作業、空き缶リサイクル、自主製品（染め物、ぼかし、園芸等）
　健康作り：歩行、室内運動、３Ｂ体操、トランポリン
　余暇活動：クラブ、自由活動、音楽活動、茶道体験、生花教室
　個別支援：入浴、ひげ剃り
○その他
　１年を通して、旅行や小グループでの外出、季節の行事、地域の催しへの参加等
　も計画的に行っています。

※　どれも画一的になることのないよう、希望を取り入れたり、選択性にするなど
　　ご本人の意思を尊重した支援に努めています。
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施設名 掛川工房つつじ 法人名 社会福祉法人 掛川芙蓉会

利用対象
１８歳以上（１５歳以
上可）の障害のある方

事業種別 就労継続支援Ｂ型　日中一時支援

住所 〒436-0047 掛川市長谷200

連絡先

電話 0537-21-2583 ＦＡＸ 0537-61-7041

メール
アドレス

kaketutuji@deluxe.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://fuyoukai.net/

アクセス 天浜線西掛川駅より徒歩８分

送迎 なし

開所時間 月～金曜日　8:30～17:15 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

利用者数 62人 職員体制 22人

ひとこと

　お茶で有名な掛川市にある掛川工房つつじは、現在62人の利用者さんが、
３市１町（掛川市・菊川市・御前崎市・森町）より、天竜浜名湖鉄道や市内
循環バス、自転車などを利用して通所しています。

＜主な作業内容＞
・祭典用軒花つくり（中東遠地域の祭典花）年間25万本を作製
　作業工程　竹の煮沸（害虫駆除と色つけ）竹の乾燥　葉染め　花染め　花合わせ
　軒花作り等
・下請け作業（委託請負企業４社）
・縫製品（袋、エプロン他50種）
　遠州綿紬を使用した縫製品が看板商品です。
　【祝！お祭りセット】がオールしずおかベストコミュ
　ニティー主催の平成26年度授産製品コンクールにて、
　静岡県知事賞（金賞）を受賞しました。
・施設外作業（掛川市・菊川市の衛生施設組合より委託
　（組合内の作業場　ゴミ集積場にて）
　自動車部品等組立、自転車解体等リサイクル委託事業

＊掛川工房つつじでは、利用者さん・ご家族の思いを受け止め、
「自立とは・働くとは・将来とは」を共に考えながら、充実した
　毎日が送れる支援をめざしています。
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指定特定相談支援事業所

事業概要

　障害福祉サービスを利用する方に対してサービス等利用計画の

　作成や基本相談を行います。　また一定期間ごとにモニタリングを

　行う等の支援を行います。

施設名 さざんか 法人名 社会福祉法人 掛川芙蓉会

利用対象 18歳以上の障害のある方 事業種別
計画相談支援

住所 〒436-0047 掛川市長谷200

連絡先

電話 0537-21-2583 ＦＡＸ 0537-61-7041

メール
アドレス

s-sazanka@cap.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://fuyoukai.net/

アクセス 天浜線西掛川駅より徒歩８分

送迎 なし

開所時間
相談時間

月～金曜日　8:30～17:15 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

利用者数 職員体制 ３人

ひとこと

グループホー

ム

さざんか



《簡単な地図が入ります》
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定員 　20人

利用者数 　25人

施設名 だいとう作業所 法人名 社会福祉法人　草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1424 掛川市浜野2551-1

連絡先

電話 0537-72-7211 ＦＡＸ 0537-72-7212

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ掛川駅より静鉄バス「掛川大
東浜岡線」・大東支所行で「南大
坂」バス停下車　徒歩17分

送迎 なし

開所時間
相談時間

8:30～16:30 定休日 施設カレンダーによる

職員数
職員体制

5人

ひとこと

主な作業
自主製品：花苗・野菜苗・切り花の栽培販売。プランター・寄せ植えの作製・販
売。
果樹園：山崎清ケ谷の果樹園にてみかん・オリーブ等を育成
養鶏　：駿河軍鶏の飼育。生肉は掛川市内の飲食店で利用して頂いています。
地元バザーにて焼き串のイベント販売を行っている。
燻製・ハム等の加工品は進物等の利用を中心に地場産品を扱うお店、法人店舗でも
販売しています。
委託作業：除草、伐採（粉砕）作業の請負い。



ー 45 －

施設名 ウェルくさぶえ 法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別 生活介護

住所 〒437-1302 掛川市大渕4405－１

連絡先

電話 0537-48-7977 ＦＡＸ 0537-48-3355

メール
アドレス

wellkusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org

アクセス
静鉄バス「秋葉線」で「大渕小学
校前」バス停下車　徒歩５分

送迎 なし

開所時間 8:30～16:30 定休日 施設カレンダーによる

定員 20人 職員数 10人

ひとこと

　当事業所は、生産活動、創作的活動、療育活動等、さまざまな活動を通じ、社会
で自立した生活ができるよう支援しています。

○生産活動
　リサイクル紙を使用した製品作り（お面等）…作業工程：牛乳パックき切り、ラ
ミネートはがし、パルプちぎり
○創作活動
　毎週火曜日の活動以外に、ボランティアの方に参加していただき、毎月２回の貼
　り絵活動と毎月１回のフラワー（押し花）活動を実施しています。
○療育活動
　毎週１回、音楽療法を実施し、ピアノの伴奏に合わせたリトミック、個別演奏、
　合奏、音楽鑑賞等を行っています。
○その他
　自治会活動、レクリエーション活動等のさまざまな活動に取り組んでいます。
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施設名 さわや家 法人名 医療法人 好生会

利用対象 精神障害 事業種別

宿泊型自立訓練、短期入所（ショートステイ）、
自立訓練（生活訓練）、就労継続支援Ｂ型、
自立生活援助、就労定着支援、
相談支援事業

住所 〒436-0033 掛川市篠場779－２

連絡先

電話 0537-22-2312 ＦＡＸ 0537-22-2420

メール
アドレス

info-sawayaka@k-sawayaka.org
ホームページ

アドレス http://www.k-sawayaka.org/

アクセス
◎ＪＲ愛野駅より徒歩20分
◎東名掛川ＩＣより車で10分

送迎
あり
※さわや家～掛川駅、さわや家～
袋井駅間。事前予約制。

開所時間
宿泊型・短期入所：24時間対応
その他事業：8:30～17:00

定休日
宿泊型・短期入所：365日対応
その他事業：土、日、祝日

定員

 宿泊型：22人
 短期入所：宿泊型の空床利用
 自立訓練：20人
 就労継続支援Ｂ型：18人
 自立生活援助：５人
 就労定着支援：５人

職員体制

 管理者兼サービス管理責任者１人、
 生活支援員１７人、 訪問支援員１人、
 地域移行支援員４人、
 職業指導員５人、目標工賃達成指導員２人
 地域生活支援員２人、就労定着支援員１人、
 相談支援専門員３人 　　　　　 ＊兼務あり

ひとこと

さわや家は平成13年度に精神障がいを持った方を対象とした社会復帰施設として活動を始めまし
た。
地域で自分らしく生活を送るために必要な支援を入所、通所、訪問等組み合わせて、包括的に行っ
ています。

〇宿泊型自立訓練事業
　地域での生活に不安がある方に対し、夜間の生活の場を提供し、地域移行に向け支援します。利
用期間は二年です。

〇短期入所（ショートステイ）
　地域にお暮らしの方が一時的に自宅での生活が困難となった時、個室への
宿泊を受け入れ、日常生活に必要なサービスを提供します。

〇就労継続支援Ｂ型事業
　作業や生産活動を通し、生活の充実・就労への移行を目指します。

〇自立訓練（生活訓練）
　生活能力の維持・向上を目指すため、通所による訓練プログラムを提供します。利用期間は二年
です。

〇自立生活援助
　病院や施設を出て一人暮らしを始めた方のお宅に定期的な訪問をし、地域で安心して生活できる
よう支援します。利用期間は一年です。

〇就労定着支援
　就労継続支援事業等を利用した後就労した方を対象に、企業・医療機関等との連絡調整や、働く
ことで生じる生活の問題に関する相談・助言指導等を行います。利用期間は三年です。
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施設名 さやの家 法人名 社会福祉法人 天竜厚生会

利用対象 主に身体障がい者 事業種別 短期入所

住所 〒436-0047 掛川市長谷1673

連絡先

電話 0537-21-1340 ＦＡＸ 0537-62-0438

メール
アドレス

sayanoie@tenryu-kohseikai.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.tenryu-kohseikai.or.jp

アクセス
 ○ＪＲ掛川駅よりタクシーで約10分
 ○天浜線西掛川駅より徒歩で約10分
 ○東名掛川ＩＣより車で約15分

送迎
あり
旧掛川市街に限る
※菊川市・袋井市は要相談

開所時間
相談時間

8:30～17:30 定休日 年中無休

定員
44人
（多床室24人、ユニット型個室20人） 職員体制

 介護職員（多床室９人（常時換算8.0人））
 （ユニット型個室10人（常時換算8.1人））

ひとこと

・『ふじのくに型福祉サービス』でのショートステイとなります。（当施設は特別
　養護老人ホームが母体の高齢者複合施設ですが、県から指定を受けて、障がい者
　の方の受け入れをしております。）
・ご本人の状態に合わせて、多床室・ユニット型個室を選択するすることができま
　す。（どちらもお部屋代はかかりません。）
・少人数のグループやユニットをひとつの生活単位とし、専任の職員を配置するこ
　とにより、大規模施設でありながら、きめ細やかなケアを行うよう努めておりま
　す。
・理美容サービス【利用料金：実費負担】…毎月１回、出張による理美容サービス
　をご利用いただけます。（カット・カラー・パーマ等）
・衣類などのお洗濯【利用料金：無料】…施設の洗濯機で洗います。（そのため、
　衣類の持ち込みは最低限で済みます。）
・日用品の提供【利用料金：無料】…タオル類・歯ブラシは施設側でご用意できま
　す。
・予約は２か月前（毎月５日）より受け付けております。直接、当施設へのご連絡
　でも構いませんが、ご本人の状態・他サービスのご利用状況等の確認のため、お
　近くの相談支援事業所等からご連絡をいただければ助かります。



ー 48 －

施設名 ねむの木学園感謝の心 法人名 社会福祉法人 ねむの木福祉会

利用対象 肢体、知的 事業種別 障害者支援施設

住所 〒436-0221 掛川市上垂木3011

連絡先

電話 0537-26-3905 ＦＡＸ 0537-26-3912

メール
アドレス nemunoki@nemunoki.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.nemunoki.or.jp

アクセス
◎ＪＲ掛川駅より「ねむの木学園
　行」バス終点下車（20分）
◎東名掛川ＩＣより車で約20分

送迎 なし

開所時間 24時間 定休日 なし

定員 40人 職員体制 運営規程に準ずる

ひとこと

○詳細はねむの木学園ホームページをご参照ください。
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特定相談支援事業、障害児相談支援事業

施設名 ねむの木の木陰 法人名 社会福祉法人 ねむの木福祉会

利用対象 身体、知的障害児・者 事業種別
計画相談支援

住所 〒436-0221 掛川市上垂木2979－１

連絡先

電話 0537-26-3900 ＦＡＸ 0537-26-3910

メール
アドレス nemunoki@nemunoki.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.nemunoki.or.jp

アクセス
◎ＪＲ掛川駅より「ねむの木学園
　行」バス終点下車（20分）
◎東名掛川ＩＣより車で約20分

送迎 なし

開所時間 9:00～16:00 定休日 土曜日、日曜日、祝日

定員 職員体制 運営規程に準ずる

ひとこと

○詳細はねむの木学園ホームページをご参照ください。
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施設名 ねむの木学園星に祈る 法人名 社会福祉法人 ねむの木福祉会

利用対象 身体、知的 事業種別 障害者支援施設

住所 〒436-0221 掛川市上垂木2979－１

連絡先

電話 0537-26-3900 ＦＡＸ 0537-26-3910

メール
アドレス nemunoki@nemunoki.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.nemunoki.or.jp

アクセス
◎ＪＲ掛川駅より「ねむの木学園
　行」バス終点下車（20分）
◎東名掛川ＩＣより車で約20分

送迎 なし

開所時間 24時間 定休日 なし

定員 40人 職員体制 運営規程に準ずる

ひとこと

○詳細はねむの木学園ホームページをご参照ください。



ー 51 －

施設名
作業所いつでも・
生活支援センターいつでも

法人名 社会福祉法人 ひつじ

利用対象 精神障害 事業種別
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・
相談支援（計画相談）

住所 〒436-0083 掛川市薗ケ谷６３０－２

連絡先

電話 ０５３７－６２－４７０８ ＦＡＸ ０５３７－６２－４７０８

メール
アドレス

sun.cho-me@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス http://hitsuji.or.jp

アクセス
JR掛川駅より掛川バス「東山線」で
「成滝東」で下車、徒歩5分

送迎 あり。

訓練時間 月～土曜日　8:30～17:30 定休日 日曜日

定員 移行6名・就労B14名 職員体制 ９名

ひとこと

作業所いつでもは平成３０年４月１日に開所しました。
主に精神障害を持つ方の就労支援を行っています。
作業は内職・ポスティング・農作業を行っています。
生活支援センターいつでもは主に計画相談を行っています。
見学等は随時行っていますので、電話にてお問い合わせください。
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施設名 メンタルサポートみこち 法人名 社会福祉法人 ひつじ

利用対象 精神 事業種別
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0084 掛川市逆川111－１

連絡先

電話 0537-20-0070 ＦＡＸ 0537-20-0072

メール
アドレス m-mikochi@ck.tnc.ne.jp

ホームページ
アドレス http://hitsuji.or.jp

アクセス
ＪＲ掛川駅より掛川バス「東山
線」で「成滝東」下車　徒歩５分

送迎
あり
ＪＲ掛川駅、菊川駅より送迎者あり

開所時間 月～土曜日　8:30～17:30 定休日 日曜日

ひとこと

　メンタルサポートみこちでは、主に精神に障害を持つ方の就労支援をおこなって
います。

・就労移行支援事業
　　主に、施設の外での体験就労を積み重ねていきます。清掃業務が多く、ほかに
　は農家さんの仕事があります。また、就職活動の支援として、ハローワークへ一
　緒に行ったり、面接に同行するなど、相談しながら支援をします。

・就労継続支援Ｂ型事業
　　施設内では、内職作業、弁当・菓子作りを行っています。施設外では、請負作
　業として草刈り、草取りなどを行っています。
　また、移行支援サービス同様、就職するために必要な支援を行います。

・イベント
　　軽トラ市、季節のイベントなどに参加し、弁当や菓子などを販売しています。

・レクレーション
　　季節の行事をおこなっています。
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施設名 生活介護事業所　ぴのほーぷ 法人名 社会福祉法人　和松会

利用対象
生活介護の支給決定を
受けている方

事業種別 生活介護　日中一時支援

住所 〒436-0030 掛川市杉谷南１－１－26

連絡先

電話 0537-29-5858 ＦＡＸ 0537-23-8100

メール
アドレス pinohope@feel.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

http://washoukai.or.jp/
(｢和松会｣で検索)

アクセス
・掛川駅から車で５分
・東名掛川ＩＣを左折、２つ目の信
号を左折して100ｍ程行き、左側

送迎
ご家族の送迎を基本にお願いし、
必要とする方に送迎を行っていま
す。

開所時間
相談時間

9:00～
16:00

定休日 土曜日、日曜日

利用者数
定員

20人 職員体制
施設長、事務員兼支援員、生活支援員、看護師
(平成30年12月1日現在計18名)

ひとこと

　生活介護事業所ぴの ほーぷは、ご家族の長年の活動や関係する様々な方の理解･
協力の下、痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とする方を含む重症心身障害
児(者)(重心児(者))の方が利用していただきやすい事業所である事を第一に考え、平
成26年４月に開所しました。
　｢だれもが通い、だれもが活きる｣を事業所の理念とし、重心児(者)の方が安心し
て通われ、生き生きとした在宅生活を送られるように支援を行っています。
生活介護の他に日中一時支援事業を行っており、児童の方は日中一時支援で対応を
します。
　ぴの ほーぷという名称は、自分たち和松会の礎を築かれた和田まつ様から｢
pino(イタリア語で｢松｣)｣を、そして希望の丘に位置する事・皆さんの｢望み｣に応え
たいという願いから｢hope｣を取り名付けられています。

掛川駅

東名高速道路

掛川IC ひだまり

ぴの

ほーぷ
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施設名 ベース・キャンプ 法人名 ＮＰＯ法人 ベースキャンプ

利用対象 精神 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0009 掛川市大野１－１

連絡先

電話 090-2774-5951 ＦＡＸ 0537-54-3423

メール
アドレス

base.camp@orion.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス
https://base-camp-official.wixsite.com/base-camp

アクセス 掛川駅より車で17分

送迎 あり（要相談）

開所時間 9：00～15：00 定休日 土・日・祝日

定員 14名 職員体制 ３名

ひとこと

就労を目指すあなたを応援します。「ベース・キャンプ」はハンディキャップのあ
る方、しばらく職場を離れている方が、共に働き、訓練を行い、就職を目指す就労
支援B型事業所です。
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施設名 きらら上内田 法人名
ＮＰＯ法人
掛川障がい者支援センター

利用対象 知的・精神 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0012 掛川市上内田914－６

連絡先

電話 0537-61-0800 ＦＡＸ 0537-61-0801

メール
アドレス

kirarakamiutida@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://www.kakegawa-ssc.org/

アクセス
静鉄バス「掛川大東線」で「大谷」バス停
下車　徒歩２分

送迎 掛川駅南口コース（毎日）
大須賀コース（月・水曜日）

開所時間
相談時間

月～金曜日　9:00～16:00 定休日 土曜日、日曜日、祭日

定員 20人
職員数

職員体制
管理者１人、支援員・指導員４人

ひとこと

　掛川障がい者支援センターでは、障がい者の方々に新しく仕事を模索するのではな
く、一般企業（協力企業）の一部の業務を請け負い、一般社会の中で活躍できる場を提
供していくことが大事だと考えています。
　掛川障がい者支援センターと密接な関係にある協力企業とともに、各自のタイプに
あった作業分担を見出していくことにより、自然と一般社会へ調和できるようにしてい
きます。

☆協力企業
丸山製茶(株)、(株)お茶の里城南、(株)まるやま農場、(株)ブレインシステム、(株)金田
組
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施設名 掛川森林果樹公園・アトリエ 法人名
株式会社
掛川森林果樹公園・アトリエ

利用対象 身体、知的、精神、難病 事業種別 就労継続支援

住所 〒436-0025 掛川市下俣１－90

連絡先

電話 0537-21-1616 ＦＡＸ 0537-21-1818

メール
アドレス

kakegawa.atelier@gmail.com
ホームページ

アドレス なし

アクセス
ＪＲ袋井駅より静鉄バスで「中東
遠総合医療センター」バス停下車
徒歩20分

送迎
就労継続支援B型のみ中東遠総合
医療センターまで有り

開所時間 9:00～18:00 定休日 12月31日、１月１日

利用者数
就労継続支援Ａ型10人
就労継続支援Ｂ型10人

職員数
就労継続支援A型　常勤１名・非常
勤５名　就労継続支援B型　常勤１
名・非常勤３名

ひとこと

自然食ビュッフェレストランの運営を行っています。
接客、調理、洗い場等で仕事をしながら、一般就労を目指していただきます。自社
農園で　農薬を使わない野菜の栽培を行っており、季節の安全な野菜を利用者とと
もに栽培し、お料理に生かしています。
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施設名 きほくのもり★ペンタス 法人名 ＮＰＯ法人　冀北の杜

利用対象 身体・精神・知的障害者 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0341 掛川市倉真830

連絡先

電話 0537-28-0954 ＦＡＸ 0537-28-0954

メール
アドレス kihokupentas@gmail.com

ホームページ
アドレス

https://kihokupentas.jimdo.com/

アクセス
ＪＲ掛川駅より掛川バスサービス
㈱「倉真線」で「倉真報徳社」バ
ス停下車　徒歩１分

送迎
あり
ご利用希望の方はご相談ください。

開所時間 月～金曜日　9:00～16:00 定休日
土曜日、日曜日、
祝日（活動日のときあり）

定員 20人 職員数 8人

ひとこと

　私達は、障がいを持たれる利用者の個性を育み、自立への能力開花を地域の中で
出来るように努め、そして、それが地域全体の喜びとなるよう福祉文化のまちを創
造したいと思います。
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施設名 就労継続支援B型事業所風の家 法人名 特定非営利活動法人　風の家

利用対象 特定なし 事業種別 就労継続支援B型

住所 〒436-0021 静岡県掛川市緑ヶ丘1丁目９-５

連絡先

電話 ０５３７-２５-７６２５ ＦＡＸ ０５３７-２５-７６２５

メール
アドレス

npo510kazenoie@ybb.ne.jp
ホームページ

アドレス
現在作成中。本年中にはUP予定

アクセス ＪＲ掛川駅南口より徒歩10分

送迎 なし

訓練時間 9：30-15：30 定休日 毎週土日・祭日・年末年始等

定員 ２０名以下 職員体制 常勤３人体制

ひとこと

平成29年6月から常設の居場所を開設し、8月より就労継続支援Ｂ型を始めまし
た。最初は２名しか利用者がなく、不安ばかりの事業所も、平成30年12月現在で9
名になりました。仕事内容は食堂補助と市内2社からの内職、畑作業、自主製品作
り等です。体験実習も随時、受付しています。食堂については500円定食・カ
レー・炒飯等、障害年金・工賃で払うことができるよう低価格で提供しています。
居場所については9：30-17：30まで、無料のインスタントコーヒー・お茶を飲
み、自由に過ごしてくださればよいです。ぜひ、一度覗いてみてください。

掛川
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施設名 アトリエアンサンブル 法人名 ㈲トレンドサプライ

利用対象 障がい者 事業種別 就労移行支援・就労継続Ａ型

住所 〒436-0086  掛川市宮脇248-1　１Ｆ

連絡先

電話 0537-29-6855 ＦＡＸ 0537-29-6865

メール
アドレス

minowa@trend-and-supply.com
ホームページ

アドレス atelie-ensemble-ts.com

アクセス
電車：JR掛川駅北口から徒歩約25分
バス：掛川警察署前停留所下車
　　　徒歩約5分

送迎 なし

訓練時間 10：00～15：00 定休日
日曜日・祝日・（月1～2
回土曜日出勤あり）

定員
就労移行支援10名
就労継続Ａ型10名

職員体制 6名

ひとこと

平成30年4月1日に開所致しました。
就労継続支援A型・就労移行支援を行っている事業所です。

利用者さんには将来的に一般就労を目指して頂きたいです。
その前に●就業時間前に出社。●ラジオ体操。●仕事開始。●昼食を食べて休憩。
●午後からの仕事を開始。●1日仕事終了。●掃除をして帰宅。●次の朝出社。と
言うように、まずは生活のリズムを作ることを目標に仕事も頑張ってください。

雇用保険の加入もします。時給は静岡県の※最低賃金をお支払いします。
※平成31年3月現在で858円です。
仕事は、内職（5社と契約）、ビル清掃・環境整備・各フロアーの施設内清掃（施
設外就労）、化粧品の検品・梱包・発送業務（施設外就労）、等です。今後も様々
な仕事を取り入れる予定です。
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平成３０年１０月１日にオープンさせていただきました。

行き帰りは自宅まで完全送迎いたします。「受診後に行きたい」「用事を済ませて

から・・・」という場合でも送迎いたします。

お昼ご飯は無料で提供させていただきます。

作業効率の押し付けはなく、その日の体調に合わせて仕事ができます。

ワンパターンの仕事だけではなく、様々な仕事をご用意します。

仕事が苦にならず、「仕事が楽しい」「やりがいがある」と感じていただける職場

づくりを、わたしたちは一番に考えております。

見学や体験利用を考えている方も送迎いたしますので、お気軽にお問い合わせくだ

さい。

施設名 ＡＣＥ１６　掛川 法人名 株式会社　ファミールカンパニー

利用対象 身体、知的、精神 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒436-0029 掛川市南２丁目２５－７　落合ビル１階南

連絡先

電話 0537-64-6224 ＦＡＸ 0537-64-6225

メール
アドレス

ace16.kakegawa@gmail.com
ホームページ

アドレス

アクセス ＪＲ掛川駅より徒歩約１０分

送迎 あり

訓練時間 9:30～15:30 定休日
土曜日・日曜日
（事業所カレンダーによる）

定員 ２０名 職員体制 ３名

ひとこと
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施設名 さくら工房 法人名 特定非営利活動法人さくら工房

利用対象 事業種別 生活介護

住所 〒436-0043 掛川市大池７７９番地３

連絡先

電話 0537-25-7277 ＦＡＸ 0537-25-7278

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

アクセス
天竜浜名湖鉄道　西掛川駅下車　徒歩
10分

送迎 なし（必要に応じて実施）

開所時間
月曜日～金曜日
10:00～16:00（時間外要相談） 定休日 土・日曜日　12/29～1/3

定員 20名 職員体制

ひとこと

平成31年１月に新規開設いたしました。
当事業所は、様々な活動を通じ、社会で自立した生活ができるよう支援してきま
す。

●さやの家掛川工房つつじ●

Ｒ１ ●小笠ﾓｰﾀｰｽ

●アピタ

●ジャンボ
エンチョー

天
竜浜

名
湖
線

さくら工房★

Ｎ
▲
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施設名 きくがわ作業所 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒439-0018 菊川市本所1407－４

連絡先

電話 0537-28-9711 ＦＡＸ 0537-28-9711

メール
アドレス

ホームページ
アドレス http://www.mnet-touen.org/

アクセス 菊川駅より徒歩20分

送迎 なし

開所時間 月～金曜日　9:00～15:30 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

利用者数 20人 職員数 ３人

ひとこと

平成27年４月にプラザけやき南館から本所に移転しました。
菊川市内をはじめ、数社の企業から受注して内職作業を行なっています。
作業スペースは十分に確保してありますので、余裕を持って作業に取り組むことが
できます。
内職作業を中心として、菊川市役所食堂にて法人の自主製品の販売などを行ってい
ます。

作業参加は、利用者さんの体調に合わせて、休憩をとることもできます。
年に数回、レクレーションとして食事会、日帰り旅行、ボウリング大会、工場見学
等をおこなっています。

見学はいつでも受け付けています。
見学をご希望の方は事前にご連絡ください。

【主な作業内容】
・内職作業（自動車部品、マスク、季節商品など）
・パンの販売
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施設名 工房オアシス 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1507 菊川市赤土1660－１

連絡先

電話 0537-73-1033 ＦＡＸ 0537-73-1034

メール
アドレス

ホームページ
アドレス http://www.mnet-touen.org

アクセス
静鉄バス「フガク工機・菊川市役
所小笠支所前」で下車。食肉セン
ター方面へ徒歩約10分

送迎 なし

相談受付時間 月～金曜日　9:00～15:30 定休日 土曜日、日曜日

職員体制 20人 職員数 ４人

ひとこと

工房オアシスは平成23年５月、菊川市赤土に開所をいたしました。 当法人では菊
川市に２つめの就労継続支援B型事業所です。 周囲を田畑に囲まれて、爽やかな風
を感じながら作業に取り組むことができます。 また、外壁には常葉学園菊川高校
の学生さんと工房オアシスの利用者さんが共同で制作した壁画が描かれています。

工房オアシスではタオルや衣類のクリーニングをおこない、綺麗になった製品を施
設や病院、企業へお届けしています。

【主な作業内容】
・クリーニング作業（タオル類・衣類など）
・内職作業
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施設名 相談支援事業所Ｍネット 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別
①委託相談支援事業（菊川市より委託）
②地域活動支援センター事業（菊川市より委託）
③指定特定相談支援事業

住所 〒437-1507 菊川市赤土1660－１

連絡先

電話 0537-73-1020 ＦＡＸ 0537-73-1034

メール
アドレス

ホームページ
アドレス http://www.mnet-touen.org

アクセス
静鉄バス「フガク工機・菊川市役
所小笠支所前」で下車。食肉セン
ター方面へ徒歩約10分

送迎 なし

開所時間 下記のとおり 職員数 ３人

ひとこと

①委託相談支援事業（菊川市より委託）
　【開所日】月～金
　【相談受付時間】9:00～17:00
　精神障害を持つ方の生活の困りごとの相談をお受けしてます。
　ご家族からのご相談もお受けします。

②地域活動支援センター事業（菊川市より委託）
　障害を持ちながら地域で生活する方の日中の行き場として開所しています。
　赤土会場：菊川市赤土1660－1
　【開所日】火・水
　【開所時間】9:00～16:00

　本所会場：菊川市本所1407－4
　【開所日】月・金
　【開所時間】10:00～15:00

③指定特定相談支援事業
　障害福祉サービスの利用にあたって、サービス等利用計画を作成します。
　【開所日】月～金
　【相談受付時間】9:00～17:00
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定員 60人

利用者数 65人

施設名 草笛共同作業所 法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1521 菊川市上平川７－１

連絡先

電話 0537-73-5239 ＦＡＸ 0537-73-2908

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「御前崎
線」で「草笛共同作業所」バス停
下車　徒歩１分

送迎 なし

開所時間 8:30～16:30 定休日 施設カレンダーによる

職員数 21人

ひとこと

草笛共同作業所は菊川市上平川を中心に作業場があります。自主製品の製造や、委託作業
など様々な活動に取り組んでいます 。菊川市内に楽器販売の店舗も構えています。
主な作業
自主製品～製パン・手芸葛布・印刷・楽器
　　　　　パンは近隣企業への持ち売り販売や、各種イベント販売、保育園等の給食パン
　　　　　注文にも対応しています。
　　　　　現在、杏林堂薬局2店舗（菊川店・掛川花鳥園前店）でお取扱いいただいて
　　　　　おります。
　　　　　手芸・葛布は伝統工芸の葛の紡ぎ・織りを主軸に行っています。
　　　　　葛の採取から織りまで昔ながらの手法で行っています。
　　　　　葛布を使用したポシェット、ポーチなどが好評です。
　　　　　楽器はウクレレ・マラカス等の製作を行っています。製作された楽器は店舗で
　　　　　販売しています。
委託作業～リサイクル（ＣＤ・ＤＶＤ分別作業）（シート拭き、入れ）
　　　　　　　　　　（ネジのリサイクル）
販売品～トイレットペーパーの販売を行っています。
　　　　3種類（シングル100m、シングル150m、ダブル）を取り扱っています。
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定員 　40人

利用者数 　42人

施設名 かすが 法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別 生活介護

住所 〒437-1521 菊川市上平川７－１

連絡先

電話 0537-73-5580 ＦＡＸ 0537-73-5337

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「御前崎
線」で「草笛共同作業所」バス停
下車　徒歩１分

送迎 なし

開所時間 8:30～16:30 定休日 施設カレンダーによる

職員数 12人

ひとこと

　かすがは40人定員の生活介護事業所です。利用されている方は、10代～80代と
幅広く、身体や精神の障がいを併せ持つ方も多数利用されています。
日中は５種類の作業を中心に行い、生活リズムを整えたり、生きがいを感じられる
よう皆で取り組んでいます。

主な日中活動：リサイクル・お茶の袋詰め・再生紙販売他
その他 活動：自治会活動、クラブ活動（音楽・スポーツ）、療法活動（特別プロ
グラム音楽・絵画）、余暇活動（レク外出・フラワー・手工芸・習字・生活スキル
の向上）等
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施設名 菊川寮 法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別
生活介護
施設入所支援

住所 〒439-0022 菊川市東横地133番地

連絡先

電話 0537-73-6202 ＦＡＸ 0537-73-5337

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「御前崎
線」で「草笛共同作業所」バス停
下車　徒歩１分

送迎 なし

開所時間 定休日 なし

利用者数
生活介護55人
施設入所支援55人

職員数 44人

ひとこと

　菊川寮は、27名と28名の2つの建屋で生活しています。

□支援目標
　○生産活動・療育・リハビリなどの訓練を通じ、社会で活動できるよう自立支援
　　を行う。
　○生活介護利用者を対象者として、夜間や休日入浴、排泄、食事介助等を行い、
　　安心・安全な生活ができるよう生活支援を行う。

□その他の事業
　○短期入所事業（定員２人）
　○日中一時支援事業（定員４人）

□活動紹介
　○療法活動（外部指導者招）　   絵画療法・音楽療法
　○陶芸教室・体験（外部指導者招）　　毎月第３の土曜日・日曜日
　　　（参加希望者は事前に電話予約をして下さい。）
　○生産活動　　　リサイクル・陶芸・農作業
　○療法活動　　　生活リハビリ・創作・軽運動
　○外出・イベント参加・旅行等も行います。
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施設名 地域生活支援センターカレント 法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象
知的障害・身体
精神・児童

事業種別
相談支援
・計画相談支援（成人・児童）
・地域相談支援

住所 〒437-1521 菊川市上平川87-1

連絡先

電話 0537-73-4778 ＦＡＸ 0537-73-0127

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「御前崎
線」で「草笛共同作業所」バス停
下車　徒歩3分

送迎 なし

相談受付時間 月～日 定休日 年末年始（12/30～1/3）

職員体制 4人

ひとこと

計画相談支援（サービス等利用計画の作成）

特定相談支援事業所として、サービス等利用計画作成に伴う面接、アセスメント、
モニタリングを行っています。
計画作成以外においても基本相談として、生活で困っていることや
福祉サービス全般に関する相談支援についても行っています。
Ｈ30.4より東遠地域において障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制
の構築に向けて、地域生活支援拠点等事業を開始しました。



《ホームヘルプ》

《放課後等デイサービス》
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サービス提供時間 6:30～21:00 定休日 なし

職員体制 ヘルパー：男性３人、女性２人

サービス提供時間
学校終了時～17:30
※休日は9:00～16:00

定休日
土曜日、祝日、
長期休暇は年間スケジュールによる

定員 １日10人 職員体制 児童発達支援管理責任者１人、支援員４人

施設名
東遠地区生活支援センター
（サービス部）

法人名 東遠学園組合

利用対象
知的障がい児・者
発達障がい児・者

事業種別
居宅介護　行動援護　（移動支援）
放課後等デイサービス　レスパイトサービス

住所 〒439-0037 菊川市西方4345－2

連絡先

電話 0537-37-3995 ＦＡＸ 0537-37-3996

メール
アドレス t.l.s@poem.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス http://toengakuen.jp/

アクセス
ＪＲ菊川駅よりタクシーで５～７
分
東名菊川ＩＣより車で10分

送迎 なし

ひとこと

◇ホームヘルプサービス
　障害者総合支援法に基づいた在宅児・者へのサービスを行っています。
○居宅介護－身体介護…食事や入浴の介助を行います。
・家事援助…自立支援のための調理や掃除の補助を行います。
・通院介助…ご家庭での通院が難しい場合に、保護者と一緒に付き添いを行います。
○行動援護－余暇支援や外出等の支援を行います。
○移動支援事業－市町から移動支援の支給決定を受けた方を対象に、外出支援を行い
ます。
◇放課後等デイサービス　たんぽぽ
　東遠地区圏域内の支援学校・支援学級通学児童を対象に、学校でもなく家庭でもな
い中間に位置した笑顔で過ごせる居場所の提供を行います。一人ひとりの子どもに寄
り添いながら、安定した日常生活と生活習慣の自立を目指します。
◇レスパイトサービス
　○一時預かり
　　当センター１階の活動スペースで室内遊びや料理等、ご本人の希望に
　沿った様々な活動を行っています。
　○送迎サービス
　　ホームヘルプサービスや一時預かりと併用して送迎サービスの利用が可能です。

それぞれのサービスは利用料金・手続き方法が異なります。まずはご相談ください！



【地図】東遠学園敷地内にあります
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施設名
東遠地区生活支援センター
（相談部門）

法人名 東遠学園組合

利用対象 知的障がい児者　　　発達障がい児者

事業種別 相談支援
・静岡県地域療育（等）支援事業（コーディネーター事業）
・静岡県発達障害者支援センター機能強化事業
・市町相談支援事業 ※掛川市、菊川市、御前崎市、森町より受託

住所 〒439-0037 菊川市西方4345－2

連絡先

電話 0537-35-2971 ＦＡＸ 0537-37-3996

メール
アドレス to-en-so@carol.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス http://toengakuen.jp/

アクセス
ＪＲ菊川駅よりタクシーで５～７分
東名菊川ＩＣより車で10分

送迎

送迎はありません。必要に応じ
て、ご家庭や所属している学校や
福祉事務所、市役所等に伺いま
す。ご相談ください。

相談受付時間 月～金曜日　8:15～17:00

定休日 土曜日、日曜日、祝日

ひとこと

○相談支援
　掛川市、菊川市、御前崎市、森町の在宅で生活する知的に障がいのある方、発達
障がいの方、発達の気になる子どもさん、その家族のための支援を行います。暮ら
しのこと、福祉サービスのこと、仕事のこと、学校のことetc…お気軽にご相談く
ださい。

○関係機関との連携
　ご本人やご家族の「困った」を解消、軽減が行えるように、学校、福祉施設、行
政機関などの関係機関と連携、協力しています。

○啓発活動
・ボランティアの育成
・民生委員さんや市民との連携
・研修会の企画、運営
・講師の派遣
・当事者サークルの企画、運営協力、紹介　など

○東遠地域自立支援協議会の協力
　「相談支援事業所」という本人に１番近い立場で、
自立支援協議会のメンバーとして協力しています。
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短期入所、日中一時支援

施設名 東遠学園　青年部 法人名 東遠学園組合

利用対象 知的、者 事業種別
指定障害者支援施設（施設入所支援・生活介護）

住所 〒439-0037 菊川市西方4345－２

連絡先

電話 0537-35-2753 ＦＡＸ 0537-35-2799

メール
アドレス

toengakuen@theia.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://toengakuen.jp/

アクセス
ＪＲ菊川駅よりタクシーで５～７分
東名菊川ＩＣより車で10分

送迎 なし

開所時間

青年部・入所支援：24時間対応
青年部・生活介護：9:00～16:00
短期入所：24時間対応
　　（入退出の時間８時～20時）
日中一時支援：９時以降

定休日

入所支援：365日対応
短期入所、日中一時支援：年末年始
生活介護：土曜日、日曜日、祝日
　　　　　（年間カレンダーによる）

定員

青年部・入所支援：10人
青年部・生活介護：20人
短期入所：５人
日中一時支援：１日５人程度

職員体制

施設長１人、サービス管理責任者１人、
生活支援員17人
（入所支援９人、生活介護８人）、
看護師１人（兼務）

昭和45年３月　一部事務組合設立（構成市町：菊川市・掛川市・御前崎市・森
町・浜松市旧春野町【H30年3月末脱退】）
昭和46年５月　知的障害児入所施設東遠学園開園
平成7年４月　児・者併設型施設として青年寮開設
平成18年４月　知的障害者通所更生施設東遠学園和開設
平成24年４月　指定障害者支援施設東遠学園青年部（施設入所支援、生活介護）

＜短期入所＞
　地域で暮らす知的障がい者や家族の皆さんが、安心ある暮らしができるよう、必要
に応じて宿泊の受け入れをし、生活を支援します。
※日中一時支援は、宿泊を伴いません。

ひとこと

18歳以上の知的障がい者が利用します。
＜入所支援＞
　「個」を尊重した援助に取り組み、一人ひとりの豊かな生活の実現をめざします。
行動障害等の手厚い援助を要する方に対して、構造化された生活空間を提供し、安定
した生活が送れるようサポートします。
＜生活介護＞
　軽作業、自主製品作り、外気浴、散策…季節行事やグループ外出を通して、その方
らしさを発揮できる場、仲間と一緒に過ごす楽しさを感じ、生きがいを感じ健康に過
ごすことのできる場を提供します。環境に配慮し、空き缶リサイクル活動を中心とし
た作業活動及び体力増進、維持を図る活動に取り組んでいます。
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施設名 障害者支援施設　光陽荘 法人名 社会福祉法人 白翁会

利用対象
施設入所支援は盲重複
障害者を対象とする

事業種別
生活介護、施設入所支援、短期入所
日中一時支援

住所 〒439-0005 菊川市潮海寺682－１

連絡先

電話 0537-36-5051 ＦＡＸ 0537-35-5870

メール
アドレス ko50023@hakuo.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.hakuo.or.jp

アクセス
◎ＪＲ菊川駅より北東方向へ
    徒歩30分・車で５分
◎東名菊川ＩＣより車で10分

送迎 なし

開所時間
施設入所：24時間対応
生活介護：10:00～16:00

定休日
施設入所：なし
生活介護：主に土曜日・日曜日
  （開所日年間カレンダーによる）

利用者数
施設入所：50人
短期入所：４人

職員体制
施設長、サービス管理責任者
生活相談員、生活支援員、看護師等、
管理栄養士

ひとこと

【施設の概要】
　光陽荘は菊川駅から車で５分ほどの茶畑に囲まれた閑静な場所にあり、盲重複障
害者（視覚障害に加え肢体不自由、知的障害、精神障害などを併せ持つ人たち）に
配慮した設備と、介護福祉士等経験豊かな職員を配置し、利用者一人ひとりが生き
がいを持って、楽しく生活できることを第一の目的とする施設です。

【生活介護・施設入所・短期入所支援】
　常時介護を必要とする方に、快適な日常生活が送れるよう入浴・排泄・食事の介
護等の支援を行います。
　また、日中は、作業・創作活動、音楽・レクリエーション・点字などのクラブ活
動、散歩や外出、季節行事など多種多様な活動や交流を提供しています。それらを
通して、楽しく生きがいのある生活づくりを目指し、同時に、個々人の身体能力や
日常生活能力の維持、向上も目指しています。
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施設名
光陽荘
障害者相談センター すてっぷ

法人名 社会福祉法人 白翁会

利用対象 知的、身体 事業種別 指定特定相談支援事業

住所 〒439-0005 菊川市潮海寺682－１

連絡先

電話 0537-36-5051 ＦＡＸ 0537-35-5870

メール
アドレス ko50023@hakuo.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.hakuo.or.jp

アクセス
◎ＪＲ菊川駅より北東方向へ
    徒歩30分・車で５分
◎東名菊川ＩＣより車で10分

送迎 なし

開所時間
相談時間

月～金曜日　8:30～17:30 定休日
土曜日、日曜日、祝日、
年末年始

利用者数 職員体制 管理者・相談支援専門員

ひとこと

　掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方のサービス等利用計画の作成を行いま
す。
　利用者のご家庭を訪問し、利用者の方の心身の状況とその置かれている環境等を
把握した上で適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが総合的かつ
効率的に提供されるように配慮してサービス等利用計画の作成を行います。
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施設名 和松会障害者生活支援センター 法人名 社会福祉法人 和松会

利用対象 身体 事業種別 相談支援

住所 〒437-1513 菊川市棚草1284

連絡先

電話
0537-73-2662
（清松園）

ＦＡＸ 0537-73-3915

メール
アドレス wa-seishouen@io.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

http://washoukai.or.jp/seishouen/

アクセス

◎ＪＲ菊川駅より車で15分
◎ＪＲ菊川駅よりバス「浜岡・御前
崎線」で「平田」バス停下車
　（20分）　徒歩20分

送迎 なし

相談受付時間
8:30～17:00
（連絡先：0537-73-2662）

定休日 なし

職員体制 管理者１人、相談支援専門員１人

ひとこと

　和松会障害者生活支援センターは、平成15年４月より事業を開始しました。
　平成18年10月に指定を受け、指定相談支援事業所となり、菊川市・御前崎市・
掛川市にお住まいで、身体に障害のある方とその家族の生活を支援する為に、各種
相談や情報提供を総合的に行なって います。

　地域で生活するための課題をいろいろな視点で検討し、生活実現のためのケアプ
ランを作成します。

◎福祉サービスの利用支援
◎社会資源の活用支援
◎社会生活力を高める支援
◎ピアカウンセリング
◎専門機関の紹介
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施設名 清松園 法人名 社会福祉法人 和松会

利用対象 事業種別
生活介護、施設入所支援、短期入所
日中一時支援

住所 〒437-1513 菊川市棚草1284

連絡先

電話 0537-73-2662 ＦＡＸ 0537-73-3915

メール
アドレス

wa-seishouen@io.ocn.jp
ホームページ

アドレス
http://washoukai.or.jp/seishouen/

アクセス

◎ＪＲ菊川駅より車で15分
◎ＪＲ菊川駅よりバス「浜岡・御前
崎線」で「平田」バス停下車
　（20分）　徒歩20分

送迎 なし

開所時間 24時間対応 定休日 なし

定員
生活介護：50人
施設入所支援：50人
短期入所：６人

職員体制

施設長１人、医師（嘱託）３人、
サービス管理責任者1人、看護師6人、
生活支援員29人、栄養管理士１人、
事務員３人、宿直員１人

ひとこと

　清松園は、社会福祉法人和松会の３つ目の施設として昭和58年５月に開園しま
した。以来「誰もが幸せに…」という法人の理念の基、「利用者本位の実現」と
「利用者の生活の質の向上」の実現に向け事業を展開しています。平成21年４月
新体系に移行、障害者支援施設清松園として新たなスタートをきりました。

◎施設サービス（生活介護・施設入所）
　利用者が社会の一員として尊重され、より快適な生活が送れるよう日常生活の援
助をはじめ健康管理・機能回復訓練・食事の提供などを行っています。

◎地域サービス
・障害福祉サービス事業　短期入所（ショートステイ６床）
　　在宅で生活している障害者等を短期間お預かりするサー
　ビスです。
　・日中一時支援事業
・配食サービス
　　菊川市内にお住まいの高齢者や障害をお持ちの方を対象にその方にあったお食
　事をご自宅にお届けします。
・福祉有償運送事業
　　介護保険・身障手帳をお持ちの方等の内、単独で公共交通機関を利用すること
　が困難な方の移動手段としてご利用頂けます。
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施設名
和松会障がい者
デイサービスセンター

法人名 社会福祉法人 和松会

利用対象
生活介護の支給決定を
受けている方

事業種別 生活介護

住所 〒437-1512 菊川市猿渡260-1

連絡先

電話 0537-73-6525 ＦＡＸ 0537-73-7636

メール
アドレス

washokai@gol.com
ホームページ

アドレス
http://washoukai.or.jp/

アクセス

◎ＪＲ菊川駅より車で15分
◎ＪＲ菊川駅よりバス「浜岡・御前崎線」
で「平田」バス停下車（20分）　徒歩20
分

送迎
菊川市・掛川市・御前崎市の送迎は必
要に応じて実施いたしますが、時間等
調整を行わせて頂きます。

訓練時間 9：00～15：30 定休日 土日曜日、年末年始

定員 20名 職員体制
管理者兼サービス管理責任者1名、看護
職員3名、生活支援員4名
（平成30年12月1日現在）

ひとこと

ふだんの暮らしにプラスとなる支援を目指し『笑顔の一日引き受けます！』を合言
葉に生活介護サービスを提供する事業所です。平成29年5月に高齢者のデイサービ
スセンターから事業を変更し、送迎や入浴支援の経験と設備を活かした身体的なケ
アを必要とされる方へのサービス提供を得意としています。

和松会障がい者デイ

サービスセンター　★



《就労移行支援・就労継続支援Ｂ型》
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施設名 ジョブステイションしずおか 法人名 株式会社　オーザ

利用対象者 就労移行支援、就労継続支援Ｂ型：18歳以上 事業所別
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

住所 〒４３９－００１８　　静岡県菊川市本所１１０５－１

連絡先

電話 0537-36-6662 ＦＡＸ

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://www6.shizuokanet.ne.jp/shinji/index.html/

アクセス ＪＲ菊川駅より徒歩５分

送迎 あ　り

営業時間 9:00～17:00 定休日 日曜日・年末年始

定　　員
就労移行支援：15人

就労継続支援B型：20人
職員体制

８人（管理者、サービス管理責任者、
就労支援員、生活支援員、職業指導員）

ひとこと

利用者の一人ひとりが、地域で文化的に暮らしていくための生活支援や就労支援
を行っています。毎朝、明るい挨拶で始まる作業は野菜の袋詰め、企業よりの内
職、昼食作りのお手伝い、パン・クッキー作り、お花作り、レクリエーション等
を行うと共に就労の基礎となる訓練として、職業理解、ビジネスマナー、パソコ
ン訓練、コミュニケーションスキルの向上等を行い就労に結び付けられるよう頑
張っています。
自宅までの送迎を行うと共に、なんとお昼ご飯が無料です！

N

プラザけやき
静岡銀行

ｼﾞｮﾌﾞｽﾃｲｼｮﾝしずおか就労

菊川駅

放課後等デイサービス

ジョブステイションしずおか

ｼﾞｮﾌﾞｽﾃｲｼｮﾝしずおか
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相談時間 月～金曜日　9:00～18:00

開所時間 月～金曜日　10:00～16:00

施設名 やすらぎの郷 法人名 株式会社 ことぶき

利用対象 身体、精神、知的 事業種別 就労移行支援　就労継続支援Ｂ型

住所 〒439-0018 菊川市本所1519

連絡先

電話 0537-28-8329 ＦＡＸ 0537-28-8329

メール
アドレス yasuragi01@cy.tnc.ne.jp

ホームページ
アドレス なし

アクセス
 ○菊川駅より徒歩25分
 ○「五丁目下」バス停下車 徒歩２分
 ○東名菊川ＩＣより車で２分

送迎 あり

定休日
土曜日、日曜日、
年末年始、お盆

利用者数 20人（移行６人　Ｂ型14人） 職員体制
サービス管理者１人、
介護福祉士２人

ひとこと

　平成27年９月に開所した施設です。
　自動車部品の生産、郵便物の包装等の内職を中心に、現在は農業支援（提携農園
での自主生産、近隣農園へお手伝い）を行っています。
　また、就業へのステップアップとして、マナー研修、パソコン実習等を通して就
業への第一歩となるよう支援しています。
　利用者も老若男女さまざまで、元気に楽しく活動しています。
　皆様のご来店を心よりお待ちしています。
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施設名 アンダンテ 法人名 （Ｎ）ベースキャンプ

利用対象 精神 事業種別 就労移行

住所 〒439-0031 　菊川市加茂5995

連絡先

電話 080-1583-4222 ＦＡＸ 0537-54-3423

メール
アドレス

base.camp@orion.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス
https://base-camp-official.wixsite.com/base-camp

アクセス 菊川駅より車で９分

送迎

開所時間
相談時間

９：００～１５：００ 定休日 土・日・祝日

利用者数 ６名 職員数 ４名

ひとこと

就職する前も就職してからもあなたを応援します。「アンダンテ」で作業をしなが
ら、社会見学や職場体験に参加しましょう。訓練をかさね、安心して働けるよう一
緒に考えていきます。
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施設名 ＡＣＥ16菊川 法人名 (株)ＬＩＧ

利用対象 身体、知的、精神 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒439-0037 　菊川市西方3746‐1パル102

連絡先

電話 0537－64－7000 ＦＡＸ 0537－64－7014

メール
アドレス ace16.kikugawa@gmail.com

ホームページ
アドレス

アクセス 菊川駅から車約5分

送迎 あり

開所時間
相談時間

作業時間9：30～15：30
営業時間8：30～17：30

定休日 土・日・GW・盆休み・年末年始

利用者数 定員20名 職員数 ３名

ひとこと

平成３０年１０月１日からオープンしています。
ハンディを持っている方々の一人一人の個性と生きていく力を伸ばしていけるよう
スタッフ一同共に悩み、共に考え、共に作り出すプロセスの中で、自ら描く未来、
自己実現、社会復帰の為のサポートと共生社会の実現を目指す事を理念として
掲げております。

行き帰りは自宅まで完全送迎致します。
受診後や、用事を済ませてからなどの場合でも送迎致します。
お昼ご飯は無料で提供させていただいております。
その日の体調に合わせて、無理なく仕事ができるように仕事内容も変えていきま
す。
働く場所を選んでいける１つの事業所として、働きやすい職場環境を整えていく努
力をし、そして地域に根付いていけるよう精進してまいります。

見学や体験利用の方も送迎させていただいてます。お気軽にお問い合わせくださ
い。
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施設名
きくがわデイサービス
 ぎおんの里

法人名
社会福祉法人
菊川市社会福祉協議会

利用対象
身体障害者・知的障害
者・精神障害者

事業種別 指定共生型生活介護

住所 〒439-0005 菊川市潮海寺2948-2

連絡先

電話 0537-28-7000 ＦＡＸ 0537-28-7001

メール
アドレス

info@kiku-syakyou.or.jp
ホームページ

アドレス ―

アクセス

◎JR菊川駅より北東方向へ徒歩13分
   車で3分
◎東名菊川ICより車で7分

送迎 菊川市内（必要に応じて実施）

営業時
間

月～土曜日　9:10～16:20 定休日 日曜日・12/29～1/3

定員 ３０名（通所介護を含む） 職員体制 管理者兼サービス提供者・生活支援員・看護職員

ひとこと

　通所介護事業所に加え、平成31年3月1日から指定共生型生活介護事業所として
運営が始まりました。事業の実施にあたっては、地域との結び付を重視し、関係市
町、地域の保険・医療・福祉サービスの密接な連携を図り、総合的なサービスの提
供に努めていきます。

キャッチコピー
 「　ここで！ 一語(いちご)一笑(いちえ)　～人との出逢い、自分との出会い～
」
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施設名 工房しおさい 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1612 御前崎市池新田4874-1

連絡先

電話 0537-85-3670 ＦＡＸ 0537-85-3670

メール
アドレス

m-omaezaki@ia7.itkeeper.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://www.mnet-touen.org

アクセス
静鉄バス「市立御前崎総合病院」
バス停下車　南へ　徒歩８分

送迎
あり
希望のある方はご相談ください。

開所時間 月～金曜日　9:00～16：00 定休日 土曜日、日曜日、祝日

利用者数 20人 職員数 ６人

ひとこと

クリーニングと内職作業を中心に、自主製品の販売や農園作業などを行っていま
す。
和気あいあいとした雰囲気の中、楽しく作業しています。
作業以外に、ボウリング大会、食事会、日帰り旅行など、季節に合わせたレクレー
ションを行なっています。

【主な作業内容】
・クリーニング作業（病院・施設の病衣、タオル、シーツ類）
・内職作業
・農園作業（サツマイモ・ドラゴンフルーツなどの農作物栽培）
・自主製品の販売

市立御前崎総合病院

松下接骨院

工房しおさい 御前崎市

役所
国道150号

交番
消防署

浜岡中



ー 83 －

施設名 灯光園短期入所生活介護事業所 法人名 社会福祉法人 御前崎厚生会

利用対象 身体、知的 事業種別 短期入所

住所 〒437-1621 御前崎市御前崎35－37

連絡先

電話 0548-63-3729 ＦＡＸ 0548-63-4131

メール
アドレス toukouen@abelia.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス http://toukouen.sakura.ne.jp

アクセス ＪＲ菊川駅より車で50分

送迎 なし

開所時間 24時間対応 定休日 なし

利用者数
介護保険枠の14床に空きがあれ
ば空床で受け入れ利用可能

職員体制
特別養護老人ホーム灯光園職
員と兼務

ひとこと

平成18年10月から指定障害福祉サービスの短期入所事業を開始しました。
ご自宅で暮らしている障がい者の方が短期間ご利用いただけるサービスです。
サービス実施地域は御前崎市、旧相良町です。
特別養護老人ホームが母体の高齢者施設のため、高齢者の方々と一緒に生活をして
いただきます。
施設はユニットケアを行っています。利用者様と専任の職員でごく普通の生活をし
ています。居室(お部屋)は約8帖程度となっており、トイレ、洗面設備がありま
す。
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定員 40人

利用者数 48人

施設名 はまおか作業所 法人名 社会福祉法人　草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1604 御前崎市佐倉1046－１

連絡先

電話 0537-85-6511 ＦＡＸ 0537-85-6512

メール
アドレス swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp

ホームページ
アドレス http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「菊川浜岡
線」で浜岡営業所下車　乗換「相良浜
岡線」で浜岡原発入口下車　徒歩1分

送迎 なし

開所時間
相談時間

8:30～16:30 定休日 施設カレンダーによる

職員数
職員体制

15人

ひとこと

はまおか作業所　定員28人
企業内作業・委託作業を中心に行っています
つばき作業場　定員12人
委託作業・リサイクル（アルミ缶回収）を中心に行っています
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施設名
生活支援センター
いつでもおまえざき

法人名 社会福祉法人 ひつじ

利用対象 主に精神障害者 事業種別

①御前崎市からの委託事業
 相談支援事業、地域活動支援センター事業
②指定相談支援事業
 計画相談支援事業、地域相談支援事業

住所 〒437-1622 御前崎市白羽6171－1　御前崎支所３階

連絡先

電話 0548-63-1251 ＦＡＸ 0548-63-1251

メール
アドレス o-c68-2@ny.tnc.ne.jp

ホームページ
アドレス  http://hitsuji.or.jp

アクセス
バス停留所：御前崎支所前 下車1分
（相良御前崎線・御前崎市内線）

送迎
地域活動支援センターではプログラム実
施時など必要におうじて送迎も行ってい
ます。

営業時間
9:00～17:00
※時間外は転送電話にて対応します

定休日 日曜日

定員 なし
職員数

職員体制
相談支援専門員２人、
生活指導員２人

ひとこと

①御前崎市からの委託事業
　・相談支援事業
　　　困りごとの解決に向け、生活にかかわる様々な相談に応じます。
　　　ご本人はもちろん、ご家族からの相談もお受けします。
　・地域活動支援センター事業
　　　生活に合わせ様々な活動の場を提供しています。
　　　　(1) 自宅から出掛けて過ごす社会参加の第一歩としての「日中の居場所」
　　　　(2) 家族以外の人、仲間と触れ合う「交流の場」
　　　　(3) レクリエーション等のプログラムを通した「活動の場」

②指定相談支援事業
　　障害福祉サービスを利用するにあたり、ご紹介や利用計画の作成を行います
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営業時間 8：30～17：30

サービス提供時間 9：00～16：00

施設名 居処どこでも 法人名 社会福祉法人 ひつじ

利用対象 主に精神障害者 事業種別 自立訓練（生活訓練）・就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1622 御前崎市白羽5372－28

連絡先

電話 0548-63-5790 ＦＡＸ 0548-63-5790

メール
アドレス o-c68@cy.tnc.ne.jp

ホームページ
アドレス  http://hitsuji.or.jp

アクセス
新谷入口バス停下車　徒歩５分
（御前崎市内線）

送迎
あり
朝・昼・夕　１日３回

定休日 日曜日

定員
自立訓練（生活訓練）　６人
就労継続支援Ｂ型　14人

職員数
職員体制

5人

●自立訓練（生活訓練）事業
　　生活リズムを整えたり、家事などの日常生活に必要な能力を維持、向上するた
　　めの支援をしています。

●就労継続支援B型事業
　　作業や生産活動を行います。事業所内での内職作業のほかに、施設外作業や
　　農作業を行っています。一般就労の準備ができた時の就職支援も行います。

<農作業>季節の野菜を作り、近隣
店などで販売しています

<請負内職>
部品組み立て、検品など

<銅線作業>廃電線から
銅線を取り出し、業者
に買い取っていただい

ています

ひとこと

座光寺医院 コンビニ

コメリ

市役所　　　　　　　

御前崎

支所

居処どこでも
植田モータース
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施設名 就労継続支援Ｂ型　ポトラッチ 法人名
特定非営利活動法人ポト
ラッチ

利用対象 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-1612 御前崎市池新田2465-28

連絡先

電話 0537-64-3885 ＦＡＸ 0537-64-3885

メール
アドレス potlatch2018@gmail.com

ホームページ
アドレス

https://www.facebook.com/potlatch0301/

アクセス 静鉄バス　浜岡停留所より徒歩3分

送迎 有り

訓練時間 9：30　～　15：30 定休日 土・日・祝日　お盆・年末年始

定員 20名 職員体制 4名

ひとこと

平成30年4月1日開業の就労継続支援Ｂ型事業所です。当施設は、より一般企業に
近い事業所を目指し、利用者一人一人にあった仕事を準備しています。また、自社
製品の販売も行っており、自分のやった仕事がどこにいくかを確認出来る等働く意
欲・喜びを職員とともに実感出来ます。落ち着いた雰囲気で仕事していますので、
一度遊びに来てください。



＜短期入所＞

＜日中一時支援＞

＜短期入所＞

ご家族が急用等で不在になる時や、介護負担軽減を図るためのサービスです。

ご自宅での生活との連続性を意識し、その人らしい生活が送れるようできる

だけご自宅での生活に近い環境を心がけています。

施設内を見学することもできます。ぜひご相談ください。

＜日中一時支援＞

森町の方を対象に障害をお持ちの方をご家庭で療育・介護されているご家族

の方が、一時的に休息を取りたい時や、お仕事や急用等の理由で不在になる時

にご利用いただけるサービスです。ご希望がございましたら、

ぜひご相談ください。

ー 88 －

開所時間 　24時間

相談時間 　平日　8：30～17：00

施設名 森町愛光園 法人名 社会福祉法人　聖隷福祉事業団

利用対象 短期入所：身体(18歳未満の者を除く)
日中一時支援：身体障害者・児 事業種別 短期入所　日中一時支援

住所 〒437-0226 森町一宮3150

連絡先

電話 0538-89-7031 ＦＡＸ 0538-89-7100

メール
アドレス

aikoen-morimachi@sis.seirei.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.seirei.or.jp/elderlyhome/morimachi/

アクセス
新東名高速道路「遠州森町S.I.」より車で約5分。
天浜線遠江一宮駅より徒歩約10分。

送迎
＜短期入所＞　平日のみ実施
＜日中一時支援＞　ご家族送迎

定休日 　なし

定員 　定員12人の空床型利用 職員体制 　森町愛光園人員体制基準に準ずる

開所時間
相談時間

　月～金曜日
　9：00～17：00

定休日 　土曜日、日曜日、祝日

定員 　２人 職員体制 　森町愛光園人員体制基準に準ずる

ひとこと
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施設名 森町愛光園デイサービスセンター 法人名 社会福祉法人　聖隷福祉事業団

利用対象
身体障害者
知的・精神障害者

事業種別 基準該当生活介護

住所 〒437-0226 森町一宮3150

連絡先

電話 0538-89-7031 ＦＡＸ 0538-89-7100

メール
アドレス

aikoen-morimachi@sis.seirei.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.seirei.or.jp/elderlyhome/morimachi/

アクセス
新東名高速道路「遠州森町S.I.」より車で約5
分。
天浜線遠江一宮駅より徒歩約10分。

送迎
実施
家族送迎でも可能

サービス
提供時間

9：15～16：30 定休日 土・日曜日、12/29～1/3

定員 5名 職員体制
森町愛光園デイサービスセン
ター人員体制基準に準ずる

ひとこと

森町で唯一の特別養護老人ホーム『森町愛光園』では、平成29年より基準該当生
活介護を開始しました。デイサービスを利用する高齢者と、障害のある方とが、レ
クリエーションやお食事等を楽しみ、一緒の時間を過ごしています。その中で、そ
れぞれの個性を認め合い、お互いが助け合う姿が日常の光景となってきました。
住み慣れた我が家（森町）で自分らしく暮らし続けたいという思いを支える為、お
一人お一人の希望、心身の状態に合わせた支援をしていきます。入浴は、座位式・
臥位式の機械浴槽も完備しております。
見学・体験利用は随時対応させていただいています。是非ご相談ください。
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施設名 聖隷相談支援事業所　森町 法人名 社会福祉法人　聖隷福祉事業団

利用対象
主に身体・知的・児童
だが特に定めていない

事業種別 障害児相談支援、特定相談支援

住所 〒437-0216 森町天宮1350

連絡先

電話 0538-85-9877 ＦＡＸ 0538-85-0500

メール
アドレス

amenomiya-sate@sis.seirei.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.seirei.or.jp/elderlyhome/morimachi/

アクセス
新東名高速道路「遠州森町S.I.」より車で約5
分。天浜線「戸綿」駅より徒歩約15分。

送迎 該当なし

サービス
提供時間

8時30分～17時 定休日 土　日　祝日　年末年始

定員 なし 職員体制
指定相談支援事業所の人員体
制基準に準ずる

ひとこと

平成29年3月、森町愛光園天宮サテライト1階事務所内に開設しました。

聖隷相談支援事業所森町では、電話やご自宅への訪問などにより、障がいのある
方、およびそのご家族等の様々な相談を受け、福祉サービスの利用援助や関係機関
との連携をしていきます。共に考え、住み慣れた地域での暮らしを支援していきま
す。
生活の中で困っていることや障がい福祉サービスについて知りたいことなどをご相
談ください。お気軽にお問合せください。
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施設名
ワークスつばさ
もみの木分場

法人名 社会福祉法人　明和会

利用対象 知的（他は要相談） 事業種別 就労継続支援Ｂ型

住所 〒437-0215 周智郡森町森２１８７－４

連絡先

電話 ０５３８－８５－０８１０ ＦＡＸ ０５３８－８５－０８１０

メール
アドレス

mominoki@meiwakai.jp
ホームページ

アドレス
http://www.meiwakai.jp

アクセス 天浜線遠州森駅から徒歩２０分

送迎
あり
天浜線遠州森駅⇔もみの木分場間

訓練時間 ９：００～１６：００ 定休日 施設カレンダーによる

定員 １５名 職員体制

ひとこと

  ワークスつばさ　もみの木分場は「働く」気持ちを大切にした環境づくりを目指
し、活動しています。地域の企業からの受託事業・もみの木独自の自主事業があ
り、それぞれに合った作業活動へ取り組めます。
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施設名
生活支援センターいつでもも
り

法人名 社会福祉法人ひつじ

利用対象
精神障害者および精神
保健上での問題をかか
える人

事業種別
相談支援事業・地域活動支援センター事業・
指定特定相談事業・地域移行支援事業・地域
定着支援事業

住所 〒437-0215　静岡県周智郡森町森962-3

連絡先

電話 0538-85-0151 ＦＡＸ 0538-85-0151

メール
アドレス

itsudemomori@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://hitsuji.or.jp

アクセス 天竜浜名湖鉄道遠州森駅より徒歩5分

送迎

開所時間 9：00～17：00 定休日 土曜日、日曜日

定員 職員体制 4人

ひとこと

心の病を持つ人たちに気軽に利用していただき、利用者同士の交流と、地域でのさ
まざまな体験を重ねながら、一人ひとりの暮らしに必要な支援をしていきたいと考
えています。
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施設名 グループホームＭネット 法人名 社会福祉法人 Ｍネット東遠

利用対象 主に精神障がい 事業種別 共同生活援助（グループホーム）

住所 〒436-0079 掛川市掛川９０１－２（神明ホーム）

連絡先

電話
0537-24-6654（神明ﾎｰﾑ）
0537-29-6556（風音A棟） ＦＡＸ

メール
アドレス

sinmeiho-mu@dream.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://www.mnet-touen.org

アクセス ＪＲ掛川駅より徒歩15分

送迎
あり
希望のある方はご相談ください。

定員 下記参照 職員体制 生活支援員、世話人

ひとこと

平成23年９月よりグループホームを開設し、現在掛川市内と御前崎市内に4か所の
グループホームを運営しています。
共同生活を経験し、一人では困難なことを相互に協力し合い、可能に変え、安定し
た生活の実現を目指します。また、個々の生活能力を高め、ＱＯＬ(クオリティ･オ
ブ･ライフ：生活の質)の向上を目指します。
入居者の皆さんは昼間は仕事に行ったり作業所へ通いながら生活しています。

●　神明ホーム　掛川市掛川　　　　　　　　　定員７人

●　吉岡ホーム　掛川市吉岡（市営吉岡団地）　定員５人

●　久保ホーム　掛川市久保　　　　　　　　　定員７名

●　風音A棟　　 御前崎市池新田　　　　　　　定員10名

グループホーム
Ｍネット



★ほほえみ 掛川市葛ヶ丘１－19－14 定員４人

★あさひ 掛川市大池783-2 定員５人
平成31年4月オープン

★わかば 掛川市長谷878-1 定員５人
平成31年4月オープン

★みなみ 掛川市長谷３－３－２ 定員７人

★たまり 掛川市満水1252－１ 定員５人
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指定共同生活援助事業所

施設名 ほほえみ 法人名 社会福祉法人 掛川芙蓉会

利用対象 18歳以上の知的障害者 事業種別
共同生活援助（グループホーム）

住所 〒436-0088 掛川市葛ヶ丘1-19-14

連絡先

電話 0537-21-2583 ＦＡＸ 0537-61-7041

メール
アドレス

kaketutuji@deluxe.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://fuyoukai.net/

アクセス 下記住所参照

送迎
個別対応となりますのでご相談く
ださい。

定員 26人 職員体制 世話人５人、生活支援員３人

　ほほえみは、平成９年に生活寮として開設し、現在、障害者総合支援法のグルー
プホーム　（介護サービス包括型共同生活援助）として掛川市内５か所　26人で
運営をしています。
　平日の日中は、それぞれの方が通所事業所等へ通い、生活を営むために必要な福
祉サービスを活用しながら地域社会の一員として生活しています。

ひとこと
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施設名 コーラスボーイ 法人名 社会福祉法人ねむの木福祉会

利用対象 身体・知的 事業種別 共同生活援助

住所 〒436-0221 掛川市上垂木3102-1

連絡先

電話 0537-26-3900 ＦＡＸ 0537-26-3910

メール
アドレス nemunoki@nemunoki.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.nemunoki.or.jp

アクセス
◎ＪＲ掛川駅より「ねむの木学園
　行」バス終点下車（20分）
◎東名掛川ＩＣより車で約20分

送迎 なし

訓練時間 24時間 定休日 なし

定員 6人 職員体制 運営規程に準ずる

ひとこと

○詳細はねむの木学園ホームページをご参照ください。
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施設名 十九首ホーム 法人名 合同会社　Hide Office

利用対象 精神・知的・身体 事業種別 グループホーム

住所 〒436-0043 掛川市大池1445番地の1　十九首団地54号棟　105号室

連絡先

電話 0537-24-0221 ＦＡＸ 050-7516-5402

メール
アドレス

info@group-home.com
ホームページ

アドレス http://group-home.com/

アクセス 循環バス北周り、十九首北下車、徒歩1分

送迎 移動支援あり

訓練時間 7:00-9:00  17:00-19:00 定休日 なし

定員 4名 職員体制

ひとこと

平成29年の12月1日にオープンした、新しいグループホームです。街中にあり、買
い物や移動に便利なグループホームです。自立を目標に様々な支援を実施していま
す。カラオケサークルも主催していますので、お気軽にご参加ください。
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施設名 和光の家 法人名
ＮＰＯ法人掛川障がい者支援セン
ター

利用対象 知的・精神 事業種別 共同生活援助

住所 〒436-0049 掛川市上屋敷７－２

連絡先

電話 0537-21-6669 ＦＡＸ 0537-21-6679

メール
アドレス

kirarakamiutida@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://wｗw.kakegawa-ssc.org/

アクセス
北回りバスで「上屋敷」バス停下車
徒歩7分

送迎 なし

訓練時間 定休日 なし

定員 ８名 職員体制
管理者１人、世話人・支援員３
人

ひとこと

　地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を送ることが出来るよう、
共同生活住居において食事、入浴や相談、助言その他の日常生活上の支援を行いま
す。

☆協力企業
丸山製茶(株)、(株)お茶の里城南、(株)まるやま農場、(株)ブレインシステム、(株)
金田組



春日の家　定員５人 コロポックルの家　定員4人

菊川市上平川77-3 菊川市下平川1185-2

電話：0537-73-6995 電話：0537-73-0127

さくらの家　定員５人 おがさの家　定員5人

御前崎市佐倉1046－１ 菊川市下平川841－３

電話：0537-85-1795 電話：0537-73-1224

さくらの家２　定員10人 つちはしの家1　定員6人

御前崎市佐倉1046－１ 菊川市土橋322-1

電話：0537-86-7110 電話：0537-36-2574

カレントの家　定員各10人 つちはしの家２　定員4人

菊川市上平川212－３ 菊川市土橋322-1

電話：0537-73-6001 電話：0537-73-2574

ほんまちの家　定員５人　サテライト１名 若草の家　定員５人

菊川市下平川1527-3 菊川市上平川75－３

電話：0537-73-2540 電話：0537-73-6880

ほんまちの家2　定員４人　　SS１名 城山の家　定員７人

菊川市下平川1588-1 菊川市下平川2381

電話：0537-73-0731 電話：0537-73-4931

おおぶちの家　定員10人 たかはしの家　定員５人

掛川市大渕10308-1 菊川市高橋2860－１

電話：0537-48-6072 電話：0537-73-1767

はまのの家　定員10人 たかはしの家２　定員4人

掛川市浜野2549番地 菊川市高橋2864－１

電話：0537-72-2550 電話：0537-73-3997
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施設名
アフターケアセンターくさぶえ
（草笛の会グループホーム）

法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象 知的障害 事業種別 共同生活援助

住所 〒437-1521 菊川市上平川87-1

連絡先

電話 0537-73-0127 ＦＡＸ 0537-73-0127

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「御前崎
線」で「草笛共同作業所」バス停
下車　徒歩２分

送迎 なし

定員 下記参照 職員数 36人

ひとこと
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施設名 グループホームたんぽぽ 法人名 社会福祉法人 白翁会

利用対象 主に盲重複障害者 事業種別 共同生活援助（グループホーム）

住所 〒439-0005 菊川市潮海寺683

連絡先

電話
0537-35-1181
(問合わせ：0537-36-5051) ＦＡＸ 0537-35-5870

メール
アドレス ko50023@hakuo.or.jp

ホームページ
アドレス http://www.hakuo.or.jp

アクセス
◎ＪＲ菊川駅より北東方向へ
    徒歩30分・車で５分
◎東名菊川ＩＣより車で10分

送迎 なし

開所時間
16:00～翌10:00及び
土曜日、日曜日

定休日 なし

定員 ５人 職員体制 管理者・生活支援員・世話人

ひとこと

【施設の概要】
　光陽荘に隣接し、入居されている方が地域において共同して自立した日常生活や
社会生活を営めるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて
共同生活を行う住居で、入浴・排せつ・食事の介護を行うとともに、相談その他の
日常生活上の援助を適切、効果的に行います。
　グループホーム内では常時職員を配置し、家庭的でプライバシーを尊重した支援
に努めています。
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施設名
掛川市社会福祉協議会
居宅介護事業所

法人名
社会福祉法人
掛川市社会福祉協議会

利用対象 身体・知的・児童・精神 事業種別 居宅介護・同行援護

住所 〒436-0079 掛川市掛川910－１　掛川市総合福祉センター本館２階

連絡先

電話 0537-22-1309 ＦＡＸ 0537-23-3405

メール
アドレス

kaigo-bumon@kakegawa-syakyo.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

相談受付時間 月～金曜日　8:30～17:00 定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、
12月29日～１月３日

職員体制 常勤2人、登録15人

ひとこと

利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、日常生活及び社会生活を
総合的に支援します。
まずは、ご相談下さい。

施設名 大東ヘルパーステーション 法人名 社会福祉法人 大東福祉会

利用対象 身体、精神 事業種別 居宅介護　重度訪問介護

住所 〒437-1434 掛川市下土方3584－１

連絡先

電話 0537-74-5180 ＦＡＸ 0537-74-5113

メール
アドレス daitoen@piano.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

http://www.daitofukushikai.com/index.html

相談受付時間 月～金曜日　8:30～17:30 定休日 なし

職員体制 正職員３人、非常勤７人、短時間パート２人

ひとこと

受け入れに関しては、まずはご相談をお願いいたします。



ー 101 －

施設名 宮脇ヘルパーステーション 法人名 社会福祉法人 天竜厚生会

利用対象 全て 事業種別 居宅介護　重度訪問介護

住所 〒436-0086 掛川市宮脇２－16－３

連絡先

電話 0537-21-5666 ＦＡＸ 0537-21-5667

メール
アドレス miya-hp@tenryu-kohseikai.or.jp

ホームページ
アドレス

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp

相談受付時間 8:30～17:30

定休日
なし
早朝、夜間深夜の時間帯及び
正月３が日については要相談職員体制 常勤２人、登録ヘルパー５人

ひとこと

　ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常
生活が営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわた
る援助を行うことを目的にサービスを提供します。

施設名 在宅介護センターアイケア掛川 法人名 株式会社 アイケア

利用対象 身体、生活 事業種別 居宅介護

住所 〒436-0086 掛川市七日町155

連絡先

電話 0537-61-1066 ＦＡＸ 0537-61-1077

メール
アドレス kakegawa.@aicare.co.jp

ホームページ
アドレス

相談受付時間 9:00～17:00 定休日 年中無休　24時間体制

職員体制 常勤２名　登録ヘルパー　12名

ひとこと

まずはご相談下さい。
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施設名 ニチイケアセンター掛川 法人名 株式会社 ニチイ学館

利用対象 全て 事業種別 居宅介護・重度訪問介護・移動支援

住所 〒436-0065 掛川市天王町５－１

連絡先

電話 0537-61-1006 ＦＡＸ 0537-61-1007

メール
アドレス hste09@nichiigakkan.co.jp

ホームページ
アドレス

http://www.nichiigakkan.co.jp

相談受付時間 9:00～18:00 定休日 12月30日～１月３日

職員体制 常勤２人、非常勤11人

ひとこと

【サービス内容】
◎居宅介護　①身体介護 ②家事援助
◎重度訪問介護
◎移動支援
お気軽にご相談ください。

施設名 ニチイケアセンター杉谷 法人名 株式会社 ニチイ学館

利用対象 全て 事業種別 居宅介護　同行援護　移動支援

住所 〒436-0017 掛川市杉谷752－１　サンブラン101

連絡先

電話 0537-61-3011 ＦＡＸ 0537-24-6708

メール
アドレス

hstm21@nichiigakkan.co.jp
ホームページ

アドレス
http://www.nichiigakkan.co.jp

相談受付時間 9:00～18:00 定休日 12月30日～１月３日

職員体制 管理者１人、他18人

ひとこと

まずは何でもお気軽にご相談ください。
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施設名 ケアサービスききょう 法人名 有限会社　平松木工

利用対象 身体 事業種別 居宅介護

住所 〒436-0056 掛川市中央１－14－５

連絡先

電話 0537-61-2040 ＦＡＸ 0537-61-2030

メール
アドレス

kikyo@cy.tnc.ne.jp
ホームページ

アドレス

相談受付時間 月～金曜日　8:00～17:00 定休日 土曜日、日曜日

職員体制 看護師１人、整体士１人

ひとこと

　身体障害者の支援は、まだ空き余裕があります。

施設名 社協きくがわ支援事業所 法人名
社会福祉法人
菊川市社会福祉協議会

利用対象 身体、精神、知的障害者 事業種別
居宅介護　重度訪問介護　移動支援
訪問入浴サービス

住所 〒439-0019 菊川市半済1865　総合保健福祉センター内

連絡先

電話 0537-37-1116 ＦＡＸ 0537-37-1115

メール
アドレス kaigo.herupa29@docomo.ne.jp

ホームページ
アドレス

http://www.kiku-syakyou.or.jp/

相談受付時間 月～金曜日　8:15～17:00 定休日 12月29日～１月３日

職員体制 管理者１人、サービス提供責任者１人、介護従事者10人

ひとこと

今現在の受け入れ状況
身体･･･５人　知的…２人　精神…２人　児童…０人

地域生活支援サービスとして
ガイドヘルプ（視覚）…１人　訪問入浴…１人
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施設名 ハートあんどハート菊川訪問介護事業所 法人名
特定非営利活動法人
ハートあんどハート菊川

利用対象 身体、精神、知的障害者（児） 事業種別 居宅介護　同行援護　移動支援

住所 〒439-0019 菊川市半済６－１

連絡先

電話 0537-35-8070 ＦＡＸ 0537-35-5696

メール
アドレス haatoant@abeam.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

相談受付時間 8:30～17:00 定休日
土曜日、日曜日、祝日、
12月29日～1月3日

職員体制
常勤者1人（管理者兼サービス提供責任者）、非常勤ヘルパー2人、
登録ヘルパー12人

ひとこと

“困った時はお互いさま”の精神で、誰もが安心して地域で暮らし続けるための
サービス（支援活動）の提供を目指しています。
　またＮＰＯ法人ならではの助け合いまごころ援助活動も行っています。
　お気軽にご相談ください。

施設名 ぞうさん企業組合 法人名 ぞうさん企業組合

利用対象
身体、精神、知的、発達障害、
重症心身障害者 事業種別

居宅介護　重度訪問介護　行動援護
同行援護　移動支援

住所 〒439-0011 菊川市仲島１－12－１

連絡先

電話 0537-35-8303 ＦＡＸ 0537-36-5482

メール
アドレス tomo2-zousan@mint.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

相談受付時間 8:00～17:00 定休日 土曜日、日曜日

職員体制 職員２人、登録ヘルパー22人

ひとこと

障害があってもその人らしく暮らせるよう　支援内容、その方法などを自ら主体的
に考えていける様支援していきます。
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施設名 ニチイケアセンター菊川本所 法人名 株式会社 ニチイ学館

利用対象 障がい者（児） 事業種別 居宅介護 ・重度訪問 ・移動支援

住所 〒439-0018 菊川市本所1725－２

連絡先

電話 0537-37-1300 ＦＡＸ 0537-37-1301

メール
アドレス

hstN90@nichiigakkan.co.jp
ホームページ

アドレス
http://www.nichiiweb.jp

相談受付時間 午前9時～午後6時 定休日 土曜日、日曜日、国民の祝祭日、12/30～1/3

職員体制 常勤3人、非常勤4人、事務1人

ひとこと
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施設名 地域生活支援センターカレント 法人名 社会福祉法人 草笛の会

利用対象
知的障害・身体
精神・児童

事業種別 居宅介護

住所 〒437-1521 菊川市上平川87-1

連絡先

電話 0537-73-4778 ＦＡＸ 0537-73-4778

メール
アドレス

swc-kusabue@mail.wbs.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://kusabuenokai.org/

アクセス
ＪＲ菊川駅より静鉄バス「御前崎
線」で「草笛共同作業所」バス停
下車　徒歩3分

送迎 なし

相談受付時間 月～日曜日　8:00～17:00 定休日 年末年始　12/30～1/3

職員体制 9人（登録ヘルパー含む）

ひとこと

　在宅生活をしている方がお困りのことに対し、ホームヘルパーを派遣して身体介
護（介護福祉士5名）、家事援助、通院等介助の支援をさせていただいています。
また、休日の余暇が充実したものになるよう外出支援をさせていただいています。
行動援護（強度行動障害支援者養成研修2名：行動援護研修1名）で、安全安心で
充実した外出をサポートさせて頂いています。
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施設名
森町愛光園ホームヘルパーステー
ション

法人名 社会福祉法人　聖隷福祉事業団

利用対象
原則として居宅介護サー
ビス給付費の支給決定を
受けた方

事業種別 居宅介護

住所 〒437-0216 森町天宮1350

連絡先

電話 0538-85-9877 ＦＡＸ 0538-85-0500

メール
アドレス

amenomiya-sate@sis.seirei.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.seirei.or.jp/elderlyhome/morimachi/

アクセス
新東名高速道路「遠州森町S.I.」より車で約5
分。天浜線「戸綿」駅より徒歩約15分。

送迎 なし

サービス
提供時間

午前８時３０分～午後５時 定休日 １２月２９日～１月３日

定員 特に制限なし 職員体制
森町愛光園ホームヘルパーステーショ

ン人員体制基準に準ずる

ひとこと

〈サービス区分及びサービス内容〉

１)居宅介護
①身体介護　(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
　○入浴介助・清拭・洗髪
　○排泄介助
　○食事介助
　○衣服の着脱の介助
　○その他必要な身体介護を行います。
　※医療行為は致しません。

②家事援助　(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除等の生活の援助を行います。)
　○調理
　○洗濯
　○掃除
　○買い物
　○その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。

常にご利用者の立場に立ち、地域や家庭との結びつきを重視しサービスを実施します。
市町村等のほか、その他の保健医療サービス又は福祉サービスの事業所との連携に努めま
す。
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施設名 森町社協居宅介護事業所 法人名 社会福祉法人森町社会福祉協議会

利用対象 事業種別 居宅介護

住所 〒437-0215 周智郡森町森５０－１

連絡先

電話 0538-85-0920 ＦＡＸ 0538-85-1294

メール
アドレス

csw-mori2@po4.across.or.jp
ホームページ

アドレス
http://www.mori-shakyou.com/

相談受付時間 月～金曜日　8:30～17:15 定休日
土曜日、日曜日（年末年
始）

職員体制 常勤1人　非常勤5人

ひとこと
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施設名 訪問看護ステーション掛川 法人名
公益社団法人
静岡県看護協会

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒436-0083 掛川市薗ヶ谷881－１

連絡先

電話 0537-62-2755 ＦＡＸ 0537-62-2756

メール
アドレス st-kake.jimu@helen.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

相談受付時間 月～金曜日　9:00～17:00 定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、
12月29日～1月3日

職員体制 看護師13人、事務１人

ひとこと

　在宅での療養生活が安心して安楽に過ごせるように、訪問看護を緊急時対応を含
めて提供しています。
　残された機能が最大限活かされるよう、また少しでも回復できるようサポートし
ていきます。介護するご家族の支援もします。

施設名 訪問看護ステーション大東 法人名
公益社団法人
静岡県看護協会

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒437-1491 掛川市三俣620　掛川市南部大東地域健康医療支援センター内

連絡先

電話 0537-72-6627 ＦＡＸ 0537-72-6628

メール
アドレス st-daito@wonder.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

相談受付時間 月～金曜日　9:00～17:00 定休日
土曜日、日曜日、祝日、
12月29日～１月３日

職員体制 管理者１人、看護師10人、理学療法士１人、事務１人

ひとこと
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施設名 ケアステーション明日香 法人名 医療法人社団 綾和会

利用対象 事業種別 訪問看護

住所 〒436-0030 掛川市杉谷南１－１－30　中部ふくしあ内

連絡先
電話 0537-62-3115 ＦＡＸ 0537-62-3117

メール
アドレス

st-asuka@proof.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス

相談受付時間 月～金曜日　8:30～17:00 定休日
日曜日、祝日、
12月30日～１月３日

職員体制 看護師、理学療法士、事務員

施設名 訪問看護ステーション　ルピナース 法人名 株式会社　リンメール

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒436-0043 掛川市大池2931－１

連絡先

電話 0537-28-8276 ＦＡＸ 0537-28-8074

メール
アドレス rupinurse8276@ark.ocn.ne.jp

ホームページ
アドレス

相談受付時間 月～金曜日　9:00～17:00 定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、
年末年始（12月29日～１月３日）

職員体制 所長１人、看護師7人、事務員１人

在宅で療養される方がより安全に、安楽に過ごせるように看護を提供します。ま
た、自立や生活の質が高まるように24時間オンコール体制で支援します。

ひとこと
おひとり、おひとりに寄り添い、在宅で安心して療養生活が送れるよう全力で支援します

ひとこと
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施設名 訪問看護ステーションきくがわ 法人名
社会福祉法人
菊川市社会福祉協議会

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒439-0019 菊川市半済1865　総合保健福祉センター内

連絡先

電話 0537-37-1114 ＦＡＸ 0537-37-1115

メール
アドレス houkan@kiku-syakyou.or.jp

ホームページ
アドレス

サービス提供時間 月～金曜日　9:00～17:00 定休日
土曜日、日曜日、
12月29日～１月３日

職員体制 看護師６人（常勤２人、非常勤４人）

ひとこと

　皆様に満足していただける仕事をすることをモットーに、24時間体制で在宅療
養者、ご家族を支援しています。

施設名 訪問看護ステーション小笠 法人名 株式会社 オール看護小笠

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒437-1521 菊川市上平川293

連絡先

電話 0537-75-0123 ＦＡＸ 0537-75-0124

メール
アドレス ogasa@allkango.jp

ホームページ
アドレス http://www.allkango.jp

相談受付時間 月～金曜日　8:30～17:30 定休日 土曜日、日曜日

職員体制 常勤５人、非常勤１人

ひとこと

　当ステーションでは、医療ニーズの高い高齢者の訪問や、精神・小児の訪問まで
幅広く行っております。
　また、休日・夜間等の緊急時にも万全の態勢で対応しております。
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施設名 訪問看護ステーション夢咲 法人名 静岡県厚生農業協同組合連合会

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒437-1514 菊川市下平川6265

連絡先

電話 0537-73-1320 ＦＡＸ 0537-75-0660

メール
アドレス

st.yumesaki@gmail.com
ホームページ

アドレス
http://www.k-enshu.jp-shizuoka.or.jp/

相談受付時間
月～金曜日　　　8:30～17:00
第１・３土曜日　8:30～12:30

定休日
第２・４・５土曜日、
日曜日、祝日

職員体制 看護師５人（常勤４人、非常勤１人）、理学療法士１人（常勤1名)

ひとこと

施設名 訪問看護ステーションはまおか 法人名 御前崎市

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒437-1688 御前崎市池新田2070番地

連絡先

電話 0537-86-8876 ＦＡＸ 0537-85-7436

メール
アドレス

homon.hamaoka@maotv.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://omaezaki-carecenter.jp/

相談受付時間 月～金曜日　8:15～17:00 定休日 土曜日、日曜日

職員体制 職員（看護師）7人

ひとこと

年間を通して24時間コール対応体制をとっています。
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施設名 森町訪問看護ステーション 法人名 森町

利用対象 全て 事業種別 訪問看護

住所 〒437-0214 森町草ヶ谷387－１

連絡先

電話 0538-85-3862 ＦＡＸ 0538-85-2208

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

相談受付時間 月～金曜日　8:30～17:15 定休日 土曜日、日曜日、祭日

職員体制 看護師９人、理学療法士１人、作業療法士１人

ひとこと

　地域に根差したステーションとして、予防から看取りまで安心して在宅で療養で
きるよう支援しています。
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病院名 川口会病院

住所 〒436-0043 掛川市大池680

連絡先

電話 0537-22-4178 ＦＡＸ 0537-22-7157

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://kawaguchikai.web.fc2.com

アクセス
市内循環バス「北回り」に乗車
「かけがわ苑」下車　徒歩１分

送迎 なし

診療科目 神経科、精神科

外来診療日時
月～土曜日
8:30～11:00（受付時間）

休診日 日曜日、祝祭日、年末年始

初診予約制 日にちの予約のみ必要になりますので事前にご連絡ください

専門職員 医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士

デイケア 大規模　月～金曜日

訪問看護 あり

ひとこと

（基本理念）
心と心のふれあいを大切に　お一人おひとりと、まっすぐに向き合います。

１．信頼される良質な医療サービスを提供し、患者様の早期回復につとめ
　　る。

２．プライバシーに配慮した明るい快適な治療環境づくりに取り組む。

３．社会復帰を促進し、地域での自立支援を強化し、ノーマライゼイション
　　の実現を目指す。
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病院名 医療法人好生会　小笠病院

住所 〒436-0033 掛川市篠場708

連絡先

電話 0537-22-2288 ＦＡＸ 0537-23-4312

メール
アドレス

ホームページ
アドレス http://www.k-ogasa.org/

アクセス
掛川バイパス大池ＩＣより車で約５分
ＪＰ愛野駅より徒歩約20分／車で約５分
ＪＲ掛川駅、袋井駅より車で約15分

送迎 掛川駅、愛野駅からの送迎があります

診療科目 精神神経科

外来診療日時 火～土曜日　8:30～11:30 休診日
日曜日、祝日
月曜日（デイケアのみ開所）

初診予約制 予約制　お電話にてお問い合わせください

専門職員
医師５人、看護師52人、補助看32人、心理士３人、作業療法士６人、
精神保健福祉士９人

デイケア 小規模　月～金曜日　9:30～15:30　主治医にご相談ください

訪問看護 月～金曜日　主治医にご相談ください

ひとこと

デイケア
　『病気とうまく付き合う方法が知りたい。悩みを話せる仲間がほしい。社
会復帰したい。』などそれぞれの目的に応じてリハビリを行う場所です。

訪問看護（当院通院患者様のみ）
　当院看護師やソーシャルワーカーなどがご自宅を訪問し、ご家庭での療養
生活や社会復帰のための援助をします。

医療相談
　病気のこと、人付き合いのこと、お金のことなどお困りの方へ。

心理相談
　心の問題を抱えている、話を聞いてほしい、とお考えの方へ。
　主治医にご相談ください。
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病院名 菊川市立総合病院

住所 〒439-0022 菊川市東横地1632

連絡先

電話 0537-35-2135 ＦＡＸ

メール
アドレス

hukusi@kikugawa-hosp.jp
ホームページ

アドレス
http://www.kikugawa-hosp.jp/

アクセス

ＪＲ菊川駅より静鉄バスにて「菊川市立総合病院
前」下車（15分）
※市コミュニティバスを利用される方は、障害者
手帳を提示すれば運賃は無料となります。

送迎 なし

診療科目
精神科、内科、小児科、外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、形成外科、リハビリテーション科

外来診療日時 月～金曜日　8:30～11:00 休診日
土曜日、日曜日、祝祭日、
年末年始

初診予約制 あり　精神科外来にて電話での受付　初診予約受付時間　15:00～16:00

専門職員
医師４人（非常勤1人）、看護師19人、精神保健福祉士３人、
臨床心理士１人、病棟薬剤師１人

デイケア 小規模　月水木曜日

訪問看護 精神科デイケアの通所者および精神科病棟から退院した者を対象に実施

ひとこと

◎精神科は１病棟（58床）と小規模ですが、保護室、身体合併症室、個室、
　多床室と精神科医療の多面的ニーズに対応できる体制を整えています。

◎総合病院の機能を活かした診療体制として、身体合併症患者の受け入れを
　行っています。

◎精神科病棟の個室などを利用した休息入院の受け入れを行っています。

◎精神科デイケア（小規模）を行っています。
◎修正型電気けいれん療法を行っています。

東名
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病院名 医療法人社団進正会　服部病院

住所 〒438-0026 磐田市西貝塚3781－２

連絡先

電話 0538-32-7121 ＦＡＸ 0538-32-7122

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://www.myclinic.ne.jp/shinseikai/

アクセス
ＪＲ磐田駅より遠鉄バス80番で乗車し、遠鉄営業
所前下車　徒歩２分

送迎 なし

診療科目 精神科・内科・神経科

外来診療日時
月～金曜日　8:30～11:30
土曜日　　　8:30～11:30　13:30～14:30

休診日
日曜日、祝日、
12月30日～１月３日

初診予約制 予約は行っておりません。

専門職員
医師６人、薬剤師３人、作業療法士２人、臨床心理士２人、
相談室（精神保健福祉士含む）６人

デイケア デイナイト：日曜日以外

訪問看護 あり

ひとこと

　昭和47年開業、アルコール依存症の専門治療を現在まで続けています。現
在、薬物やギャンブル等各種依存症の問題を抱えられた方の診察、ご家族、
関係者の相談にも対応しています。この医療機関と同じ法人下にグループ
ホーム蜻蛉寮（耐震設計）があります。
   また平成30年11月より、静岡県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機
関として指定を受けました。
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病院名 医療法人社団木野記念会　福田西病院

住所 〒437-1216 磐田市一色22

連絡先

電話 0538-58-1175 ＦＡＸ 0538-58-1477

メール
アドレス

fukudenisibyoin1@gaea.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス http://kinokinenkai.com/

アクセス
ＪＲ磐田駅より遠鉄バス「福田営業所・豊浜行」
乗車、「上大之郷下」下車　南へ徒歩15分
ＪＲ磐田駅よりタクシーで10分

送迎 なし　デイケア利用者は応相談

診療科目 精神科、神経科

外来診療日時 月～土曜日　9:00～12:00 休診日
日曜日、祝日、年末年始
８月13日～15日

初診予約制 あり　初診の方は事前に電話で受診希望の確認をお願いしています。

専門職員 医師４人、看護職員46人、臨床心理士１人、精神保健福祉士４人

デイケア 小規模　月～金曜日　主治医にご相談ください。

訪問看護 なし

ひとこと

　通院治療・入院治療に加え、社会復帰・生活の質の向上を目指した精神科デ
イケア、精神科訪問看護（磐田市）を実施し、介護老人保健施設（於保老健セ
ンター）、認知症対応型共同生活介護（グループホームつどい）も併設。従来
からの高齢者のケア（認知症など）の取り組みに加え、新たに発達障害、児童
精神分野につきましても受診日を設け、地域のニーズに幅広く応えていけるよ
うに努力してまいります。
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病院名 磐田原病院

住所 〒438-0002 磐田市大久保42－15

連絡先

電話 0538-38-0621 ＦＡＸ 0538-38-1185

メール
アドレス

iwatabara-med.office@basil.ocn.ne.jp
ホームページ

アドレス
http://www11.plala.or.jp/iwatabarahp/

アクセス

ＪＲ磐田駅より遠鉄バス「市立病院行」15分、
「ゆめりあ入口」下車　徒歩３分
国１磐田バイパス見付ＩＣより北進５分、東名磐
田ＩＣより北進３分（駐車場24台完備）

送迎 なし

診療科目 精神科・神経科（120床）

外来診療日時 月～土曜日　9:00～12:00 休診日 金曜日、日曜日、祝祭日

初診予約制 あり　初診の方はお電話にてご予約ください。

専門職員
医師4人（常勤2人、非常勤2人）※うち精神保健指定医４人、
看護師33人、薬剤師1人、作業療法士２人、管理栄養士5人、
精神保健福祉士2人、臨床心理士4人（非常勤4人）

デイケア なし

訪問看護 なし

ひとこと

≪当院のご紹介≫
　当院は昭和45年（1970年）の開院以来、当地の豊かな自然に恵まれた環
境のもと、「優しさとぬくもりのある医療の提供」を目指し、穏やかで温か
く家庭的な雰囲気の中、患者様の心身の健康の回復を支え続けて参りまし
た。平成18年（2006年）に外来診察部門を移設、平成22年既存病棟改修工
事を行い、入院・外来を問わず、ゆったりと明るく、落ち着いた空間の中で
患者様に療養いただけるよう、現在、療養環境の改善と向上に力を注いでお
ります。
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病院名 高松ストレスケア・クリニック

住所 〒436-0056 掛川市中央１－３－１1　ＶｅｎｔＢｒｉｌｌａｎｔ２階

連絡先

電話 0537-23-6200 ＦＡＸ 0537-23-6207

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://www.takamatsuclinic.com

アクセス ＪＲ掛川駅北口から出て西に向かって徒歩約２分

送迎 なし

診療科目 心療内科、精神科

外来診療日時
月火木金曜日 8:30～12:30　14:30～18:00
土曜日　　　 8:30～12:30

休診日
水曜日、日曜日、
祝祭日、年末年始

初診予約制 あり　電話であらかじめご予約ください。

専門職員 医師１人、看護師１人

デイケア なし

訪問看護 なし

ひとこと

　当院は、平成18年７月に開院した精神科診療所です。スタッフ一同、地域
医療に長く貢献できるよう、思いをひとつにして診療に従事しています。地
域の精神医療全体の中では、窓口的な役割を担っていると考えておりますの
で、当院で対応可能な方の治療は可能な範囲で誠意をもってあたらせていた
だき、疾患、病状的に対応が難しい方についてはより設備、人員の充実した
医療機関等の情報提供をさせていただいております。
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病院名 岡本クリニック

住所 〒439-0031 菊川市加茂1984ー１

連絡先

電話 0537-37-0200 ＦＡＸ 0537-37-0201

メール
アドレス なし

ホームページ
アドレス なし

アクセス ＪＲ菊川駅より徒歩15分

送迎 なし

診療科目 精神科

外来診療日時
月木金曜日　8:30～12:30 15:00～18:00
火土曜日　　8:30～12:30

休診日 水曜日、日曜日、祝日

初診予約制 全て予約制

専門職員 医師、精神保健福祉士、臨床心理士

デイケア なし

訪問看護 精神保健福祉士の訪問

ひとこと

平成10年3月開業の精神科クリニックです。
身近な「こころのかかりつけ医」のような存在です。
病気の診断や治療だけではなく、生活面の困難にも関係者と連携を保ちなが
らかかわってまいります。
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病院名 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック

住所 〒437-1622 御前崎市白羽3521-10

連絡先

電話 0548-23-3211 ＦＡＸ 0548-63-5622

メール
アドレス

shirowaclinic@maotv.ne.jp
ホームページ

アドレス
https://omaezaki-hospital.jp/clinic/

アクセス 白羽小学校前バス停　徒歩1分

送迎 なし

診療科目 内科、診療内科、小児科、外科、整形外科、婦人科、皮膚科、リハビリテーション科

外来診療日時
月火水金　8：30～12：00　13：30～17：00
木　8：30～12：00 休診日 木曜午後、土日祝日

初診予約制

専門職員 医師、看護師、臨床検査技師、理学療法士

デイケア

訪問看護

ひとこと

・家庭医として、よくある病気に対し、診療科や臓器にとらわれず幅広く治
療を行います。

・すべての診療科、すべての年代のかかりつけ医として治療や予防医療を行
います。

・もしも専門的な技術の治療が必要だと判断した場合には、速やかに適切な
専門機関へ紹介します。

・専門医の治療を行った後は、ふたたび家庭医療に戻って経過を診ることも
できます。

白羽小

学校

白羽幼

稚園

JAﾊ
ｲﾅﾝ

しろわ

クリニック

国道150号

至　静岡

至　浜松
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病院名 森町家庭医療クリニック

住所 〒437-0214 森町草ヶ谷387-1

連絡先

電話 0538-85-1340 ＦＡＸ 0538-85-1250

メール
アドレス

morimachi-fmc@hosp-morimachi-shizuoka.jp
ホームページ

アドレス
http://www.morimachi-fc.com

アクセス

・新東名森掛川ICから約2.5Km、5分
・東名袋井ICから約10km、20分
・天竜浜名湖鉄道・森町病院前駅から約100m、徒歩1分
・バス　秋葉中遠線・遠州森町行き＝袋井駅～森町病院
　　　　磐田線・遠州森町行き＝磐田駅～森町病院

送迎 なし

診療科目 内科・心療内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・皮膚科・精神科

外来診療日時
月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時
　　　（木曜日午後は不定休あり） 休診日

土・日・祝日・休日
年末年始（12/29～1/3）

初診予約制 初診・再診とも予約制

専門職員 精神科医師（月2日～3日　午前のみ）・臨床心理士（毎週金曜日午後）

デイケア なし

訪問看護 なし（同一施設内に森町訪問看護ステーションあり）

ひとこと

・当クリニックは、精神科・心療内科のみを診療する医療機関ではありません。
　内科、外科など上記のとおり８診療科があり、患者さんを一人ひとりを総合的
　に診療しています。

・精神科は当クリニックの家庭医からの紹介を要します。
　したがって、直接精神科専門医の診察を受けることはできません。
　まずは、家庭医が診察させていただきます。
　症状によっては精神科専門医療機関に紹介する場合があります。

・予約の際、医師、看護師の判断により他の医療機関の受診をお願いする場合が
　あります。
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病院名 社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会　こひつじ診療所

住所 〒437-1311 袋井市山崎5902－185

連絡先

電話 0538-23-0660 ＦＡＸ 0538-23-0661

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://www.denmark-bokujyo.or.jp

アクセス

ＪＲ袋井駅より秋葉バスサービス「秋葉中遠線」の
「横須賀車庫行」などに乗車し、「笠原駐在所前」下
車（20分）。バス停まで迎えに行きます。
ＪＲ袋井駅よりタクシーにて15分
東名袋井ＩＣより20分

送迎 ご相談ください

診療科目 精神科、心療内科

外来診療日時
月火水金曜日　　　　　　　　8:30～17:00
木曜日、第１・３・５土曜日　8:30～12:00

休診日
日曜日、祝日、
第２・４土曜日

初診予約制 あり　初診を希望される方は、電話でご連絡ください。

専門職員
医師２人（うち１人は非常勤）、看護師１人、精神保健福祉士２人、
臨床心理士２人（うち1人は非常勤）

デイケア なし

訪問看護 なし

ひとこと

＊2007年７月より、児童精神科、発達障がい者にも対応できる精神科の外
来
　受診を行っています。

＊児童療養施設「まきばの家」、自立援助ホーム「こどもの家」、特別療養
　老人ホーム「ディアコニア」と共に自然にあふれた広大なデンマーク牧
　場内に設置されています。

＊成人の一般外来は原則的に月、水、金曜の午前中になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院長　武井　陽一
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病院名 たまがきこころのクリニック

住所 〒437-0023 袋井市高尾1763-2

連絡先

電話 0538-41-1111 ＦＡＸ 0538-41-1112

メール
アドレス

ホームページ
アドレス

http://tamagaki-clinic.jp

アクセス
袋井駅南口から徒歩2分
メディカルタウン駅南田端　駐車場完備

送迎 なし

診療科目 心療内科・精神科

外来診療日時 月・水・木・金（13時～17時・18時～21時）
土・日（9時～12時・13時～17時） 休診日 火曜・祝日・年末年始等

初診予約制 完全予約制　ご予約のうえ、ご来院ください。

専門職員 医師・薬剤師・社会福祉士

デイケア なし

訪問看護 なし

ひとこと

当院は、平成29年2月に袋井市のメディカルタウンへ開院致しました。
親鳥が卵を大切に温め、巣立ちまで見守り続けるような愛情で、私たちも患者様に
寄り添った診療を行いたいという思いをロゴマークに込めました。
JR袋井駅から徒歩2分というどなたでも通いやすい立地と、働きながらでも通院し
やすいように、平日は夜9；00まで、また土曜日・日曜日も受診ができるよう診療
時間を設定しています。
待合室はくつろいでお待ちいただけるよう、各々が窓の外を木々や草花を眺めてい
られる空間づくりや、座り心地のよいソファーを設えました。
本来の自分を取り戻したい…家族や大切な人に自信をつけてもらいたい…その一助
となることが、私たちの願いです。

袋井駅

まごころ

薬局
たなか循環器

内科クリニック

　当院
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