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ごあいさつ

 豊明市
とよあけし

ガイドブックの改訂
かいてい

にあたって 

「豊明
とよあけ

市内
し な い

にどんな福祉
ふ く し

サービスがあり、どんなことをやっ

ているのかわからない」という声
こえ

から、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

に豊明市
とよあけし

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の専門
せんもん

部会
ぶ か い

の取
と

り組
く

みとして、福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

が 協 力
きょうりょく

し、豊明市
とよあけし

福祉
ふ く し

ガイドブックを作成
さくせい

しまし

た。以降
い こ う

、福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

が増
ふ

えたこともあり、この度
たび

改訂
かいてい

に取
と

り掛
か

かりました。「市民
し み ん

にわかりやすいものを作
つく

りたい」

「自分
じ ぶ ん

たちの事業所
じぎょうしょ

についてもっと知
し

ってほしい」という思
おも

いを持
も

ち、そだつ部会
ぶ か い

の委員
い い ん

で協議
きょうぎ

を重
かさ

ねました。地域
ち い き

の

皆様
みなさま

が、より暮
く

らしやすくなるよう、このガイドブックがお

役
やく

にたてば嬉
うれ

しく思
おも

います。

豊明市
とよあけし

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

そだつ部会
ぶ か い

について 

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

は障
しょう

がい福祉
ふ く し

の関係者
かんけいしゃ

がネットワ

ークを作
つく

り「障
しょう

がいのある人
ひと

も安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり」

を目指
め ざ

し、地域
ち い き

の実態
じったい

を調
しら

べたり、地域
ち い き

にある課題
か だ い

の解決
かいけつ

策
さく

を

考
かんが

えるために、具体的
ぐ た い て き

に活動
かつどう

していくための組織
そ し き

です。その中
なか

で、障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かか

わる人材
じんざい

確保
か く ほ

・育成
いくせい

を目的
もくてき

としてそだつ

部会
ぶ か い

は活動
かつどう

しています。 
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はじめに 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

を考えて
かんが

いる方
か た

へ 

 豊明
と よ あ け

市内
し な い

には、たくさんの種類
し ゅ る い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスがあります。 

どんなことがしたいか、どんな生活
せ い か つ

が送りたい
おく

か、どんな自分
じ ぶ ん

にな

りたいか・・・そんなお話
はなし

をお聞き
き

して、お手伝
 て つだ

いをする専門家
せ ん も ん か

（相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せ ん も ん い ん

）がいます。相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せ ん も ん い ん

は、サービスを利用
り よ う

するため

に必要
ひ つ よ う

な「サービス等
と う

利用
り よ う

計画
け い か く

」の作成
さ く せ い

をはじめ、生活
せ い か つ

がより豊か
ゆ た か

に

なる方法
ほ う ほ う

を、みなさまに寄
よ

り添
そ

いながら一
い っ

緒
し ょ

に考えて
かんが

いきます。 

同じ
 おな

種類
しゅるい

のサービスでも、事業所
じ ぎ ょ う し ょ

によって特徴
とくちょう

や得意
と く い

分野
ぶ ん や

がありま

す。まずは、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せ ん も ん い ん

に、これからどんなことがしたいのか、

お話し
はな

下さい
くだ

。事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の紹介
しょうかい

や、サービスを利用
り よ う

するためのお手伝
て つ だ

い

をさせて頂
いただ

きます。 

サービス等
と う

利用
り よ う

計画
け い か く

とは？ 

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

が皆様
みなさま

のご意向
い こ う

を丁寧
ていねい

にお聞
き

きし、目 標
もくひょう

や希望
き ぼ う

す

る生活
せいかつ

のためにどうしていくかを計画書
けいかくしょ

（案
あん

）に書
か

きます。その中
なか

に

は利用
り よ う

するサービスの詳細
しょうさい

なども記載
き さ い

し、支援者
しえんしゃ

と共 有
きょうゆう

していきま

す。 このサービス等
と う

利用
り よ う

計画
け い か く

（案
あ ん

）を根拠
こ ん き ょ

として、市
し

がサービスの

利用
り よ う

を認
み と

め（支給
し き ゅ う

決定
け っ て い

）、「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス受給者証
じゅきゅうしゃしょう

」を発行
は っ こ う

します。

18歳
さ い

以上
い じ ょ う

の方
か た

の相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

は、社会
し ゃ か い

福祉課
ふ く し か

、障
しょう

がい者
しゃ

基幹
き か ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

セ

ンターフィット、市内
し な い

の指定
し て い

特定
と く て い

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

です。 

18歳
さ い

未満
み ま ん

の方
か た

は、児童
じ ど う

福祉課
ふ く し か

、市内
し な い

の指定
し て い

児童
じ ど う

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

へご

相
そ う

談
だ ん

ください。（ｐ4「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス」の種類
しゅるい

 相談
そうだん

支援
し え ん

サービスをご参照
さんしょう

くださ

い。） 
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「障がい福祉サービス」の利用のしかた 

1 相談する 

大人の場合 子どもの場合

2 申請する

市役所の担当窓口へ利用の申請をします

・社会福祉課 ・児童福祉課

３ 認定調査・障害支援区分(利用サービスにより)の決定 

・市役所の調査員がご本人の身体状況や生活状況等についてお話を伺います。 

・審査会でご本人の障害支援区分を決定されます。

４ サービス等利用計画案の作成

・計画案を作成する相談支援事業所を決めます。 

5 サービス等利用計画案の提出

6 サービス利用の支給決定

7 利用施設、事業者と契約 

・サービスを利用する事業者から重要事項などの説明を受け、利用契約を行ないます。

8 サービスの利用開始 

・市役所児童福祉課 

・相談支援事業所

・市役所社会福祉課  

・基幹相談支援センターフィット 

・相談支援事業所

・市役所（社会福祉課・児童福祉課）より支給決定のお知らせ（通知）を行ないま

す。 

・相談支援事業所で作成した計画案を、市役所の担当窓口へ提出します。 

（社会福祉課もしくは児童福祉課） 
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「障がい福祉サービス」の種類 

○相談支援サービス 

障がい福祉サービスの利用についての相談、調整を行い「サービス等利用計画」を作成する。また

様々な相談にも対応し、最適なサービスを選択します。 

サービス名 サービス内容 市内の事業所名 ページ

指定障害児 

相談支援事業者 

18歳までの方を対象にご本人の生活や発達を

共に考え希望する生活の実現・目標の達成に向

けた「サービス等利用計画」の作成を行い、福

祉サービスを受ける際のコーディネートを行い

ます。 

・てかぽ 

・ぴぃす 

・ファイン 

p 8 

p 9 

p 10 

指定特定 

相談支援事業者 

18歳からの方を対象に、ご本人の希望する生活

の実現・目標の達成に向けた「サービス等利用

計画」の作成を行い、福祉サービスを受ける際

のコーディネートを行います。 

・藤田メンタル相談所 

・てかぽ 

・ぴぃす 

・相談支援事業所ドアーズ 

・豊明市社協相談支援事業所 

・ファイン 

p 11 

p 8 

p 9 

p 12 

p 13 

p 10 

基幹相談 

支援センター 

福祉サービス全般の利用に関する相談などを受

ける地域の障がい福祉に関する中核的な機関。

・豊明市障がい者基幹相談 

支援センターフィット 
p 14 

○訪問系サービス 

入浴や排せつ、食事の介助など、ご自宅内での生活全般に渡る支援を行います。 

介助の他に、掃除や調理、買い物など生活に関する支援もあります。 

サービス名 サービス内容 市内の事業所名 ページ

居宅介護 

（ホームヘルプ）

自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅

での生活全般にわたる介護サービスを行いま

す。また、掃除や調理、洗濯などの家事に関

する支援や通院同行などの支援も行っており

ます。 

・幸せ 

・ニチイケアセンター豊明 

・ヘルパーステーションほまれ 

・豊明市社協ホームヘルプサービス

・ファインホームヘルプ事業所 

p 15 

p 16 

p 17 

p 18 

p 19 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人

に、自宅での介護から外出時の移動支援まで

を総合的に行います。 

・幸せ 

・ニチイケアセンター豊明 

・豊明市社協ホームヘルプサービス

・ファインホームヘルプ事業所 

p 15 

p 16 

p 18 

p 19 

行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより、行動が

困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動

の支援や行動の際に生じる危険回避のための

支援を行います。 

・ファインホームヘルプ事業所 p 19 

同行援護 
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、

外出時に同行して移動の支援を行います。 

・ニチイケアセンター豊明 

・豊明市社協ホームヘルプサービス

p 16

p 18

移動支援 

（地域生活支援事業）

障がいや難病等により外出時に介助や見守り

が必要な人に同行し、必要な支援を行います。

・幸せ 

・ニチイケアセンター豊明 

・豊明市社協ホームヘルプサービス

・ファインホームヘルプ事業所 

p 15 

p 16 

p 18 

p 19 
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○日中活動系サービス 

通所により日中を過ごす場所、療育を受けたり、働く場所であったり、働くための訓練などが

ある。

○居住系サービス

共同生活や夜間の生活など一日を通して援助・支援を行います。一日から利用できる短期入所

から、生活基盤を施設内で整えていく中長期の入所まで様々な支援があります。 

サービス名 サービス内容 市内の事業所名 ページ 

短期入所 

（ショートステイ）

自宅で介助を行う人が病気などの場合に、

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。 

・障害者支援施設ゆたか苑 p 41 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域の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。 

・なごむつどう 

・らくらく 

・グループホーム豊明 

・みさき館 

・井ノ花ホーム 

p 42 

p 43 

p 44 

p 45 

p 45 

施設入所支援 

介護が必要な人や通所が困難な人に対して

居住の場を提供し。夜間における日常生活

上の支援を行います。 

・障害者支援施設ゆたか苑 p 46 

サービス名 サービス内容 市内の事業所名 ページ

児童発達支援 

障がいのある未就学児が、日常生活における基本

動作や知識技術を習得し、集団生活に適応できる

よう支援を行います。

・てかぽ 

・ぴぃす 

p 20 

p 21 

放課後等 

デイサービス 

障がいのある主に6歳～18歳(小中高校の就学児

童・生徒)が、学校の授業終了後や長期休暇中など

に通う施設。学校外で集団生活を行う機会や居場

所をつくり、家庭生活を支援します。 

・てかぽ 

・ぴぃす 

・くるみの会 

・ふぁーもにー 

・くるみの家 

p 20 

p 21 

p 22 

p 23 

p 24 

生活介護 

常に介助を必要とする人に、入浴、排せつ、食事

の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供な

どを行います。 

・障害者支援施設ゆたか苑 

・メイツ 

・フレンズ 

p 25 

p 26 

p 27 

就労移行支援 

一般就労を目指し、必要な知識や能力の向上のた

めの訓練や職場実習などを、支援計画に基づき一

定期間行います。 

・こらぼれ 

・Dアームズ 

p 28 

p 29 

就労継続支援 A 型

（雇用型） 

一般企業で働くことが困難な人に、雇用契約を結

んで働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向

上を目指し訓練を行います。 

・むぎの花 

・アレイル 

p 30 

p 31 

就労継続支援 B 型

（非雇用型） 

一般企業で働くことが困難な人に、雇用契約を結

ばず、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の

向上を目指し訓練を行います。 

・ハーミット 

・アレイル 

・Dアームズ 

・むぎ花ファーム 

・ひだまり 

・メイツ 

p 32 

p 33 

p 34 

p 35 

p 36 

p 37 

日中一時支援 

（地域生活支援事業）

家族の就労等で一時的に見守りや介護が必要な人

に、創作的活動や社会生活力を高める活動などの

場を提供します。また介護する家族の一時的な休

息をはかります。 

・まるまる 

・夢 パレット 

p 38 

p 39 

地域活動支援セン

ター(地域生活支援事業)

事業所へ通い、創作活動や作業活動を行い社会参

加や交流の場を提供します。 
・あびっと p 40 
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豊明市の窓口 

○豊明市役所社会福祉課 障がい社会係 

障害者手帳、公的な手当て、サービス利用などの申請窓口です。 

地域の障がい福祉に関する全般の相談は、障がい者基幹相談支援センターフィ

ットに委託しています。（p 14） 

住所：豊明市新田町子持松 1番地 1 

電話：92-1119 

○豊明市役所児童福祉課 こども支援係 

子ども(18 歳以下)の発達相談、障がい児福祉サービスの利用、地域の障がい児

福祉に関する全般的な相談を受け付けています。 

公的な手当て、サービス利用の申請窓口です。 

住所：豊明市新田町子持松 1番地１ 

電話：92-1120 

○どんぐり学園 

 いろいろな発達に心配のあるお子さんが保護者と一緒に通園する施設です。 

 楽しく遊びながらお子さんの発達に応じて、基本的な生活習慣や社会性が身に

つくよう保護者の方とスタッフがお子さんの支援方法を共有し、様々な関係機

関と連携し、より良い生活がおくれるよう支援する施設です。 

住所：豊明市西川町長田 16番地 8 

電話：どんぐり学園 92-6218／児童福祉課 92-1120
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◆1 藤田メンタル相談所

◆2 なごむ・つどう 

◆3 ハーミット 

◆4 らくらく  

◆5 幸せ  

◆6 グループホーム豊明 

◆7 夢パレット 

◆8 ゆたか苑 

◆9 アレイル  

◆10 てかぽ 

◆11 ニチイケアセンター豊明  

◆12 ぴぃす 

◆13 ヘルパーステーションほまれ 

◆14 相談支援事業所ドアーズ 

 Ｄアームズ 

◆15 みさき館 

◆16 むぎの花 

   むぎ花ファーム 

◆17 井ノ花 

◆18 ひだまり 

◆19 くるみ 

◆20 障がい者基幹相談支援センター 

 フィット、 

豊明市社協相談支援事業所、 

豊明市社会福祉協議会 

ホームヘルプサービス    

市内事業所マップ 

◆21 ファインホームヘルプ 

   こらぼれ、あびっと 

◆22 ファイン相談支援事業所、・ 

   メイツ、フレンズ、まるまる

◆23 くるみの家 
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事業所名 相談支援事業所 てかぽ
●MAP● 

10

運営法人 特定非営利活動法人えんとかく 

実施事業 指定障害児相談支援事業・指定特定相談支援事業 

住所 
〒470-1162 

愛知県豊明市栄町上姥子 3-213 豊明栄団地 102 

電話番号 0562-97-5266 FAX 0562-97-5267 

ホームページ http://entokaku.org 

メールアドレス info@entokaku.org 利用定員 なし 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 9時～午後 5時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

2 名（相談支援専門員 1名、相談員 1名） 

●事業所が目指すこと 

わかりやすい表現のしかた、言葉で福祉サービスをお伝えするようにしています。 

当事者様のおきもちを尊重し、未来の夢や叶えたい事をしっかりとお聞きし、楽しみを持ち、安心して生活でき

るようお手伝いしていきたいと思います。 

●特徴やアピールポイント 

児童のご相談を多く担当しています。  

児童、保護者様のお気持ちをしっかりとお聞きし、ニーズに合ったサービスのご提案、を行っています。 

●ひとこと、 

悩み事、うれしかった事等、きさくにお話できるような存在になれるように頑張っています。 

（ 佐藤 薫 ）
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事業所名 相談支援事業所ぴぃす
●MAP● 

12

運営法人 株式会社祐理 

実施事業 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業 

住所 
〒470-1161 

豊明市栄町大原 31-1 

電話番号 0562-85-2981 FAX 0562-85-2982 

ホームページ http://grouphomepeace.com/ 

メールアドレス keikaku@grouphomepeace.com 利用定員  

サービス提供日時 平日 午前 9時～午後 5時    土、祝日、日曜日、お盆、年末年始休み 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

1 名（相談支援専門員） 

●事業所が目指すこと 

サービスを利用される方、そのご家族の方の希望や思いを大切にして、その思いを各事業所等に伝えていく潤

滑油になりたいと思っています。 

●特徴やアピールポイント 

サービスを利用される方の個性、強み、長所等をいかす計画を作成致します。 

●ひとこと 

にぎやかな子供たちの声が響き渡る環境の中、毎日元気をもらって仕事をしています。 

（野村 浩子）
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事業所名 ファイン相談支援事業所
●MAP● 

22 

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業・指定障害児相談支援事業 

住所 
〒470-1110 

豊明市沓掛町中川８１－２ 

電話番号 0562-85-5070 FAX 0562-91-1886 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス ｋ.s.fain@toyofuku.or.jp 利用定員  

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

4 名（管理者 1名、相談支援専門員 2名、相談支援員 1名） 

      ※社会福祉士、精神保健福祉士、発達支援指導者、介護支援専門員 

●事業所が目指すこと 

   ・みなさんの気持ちに丁寧によりそいながら、希望される暮らしができるよう応援していきます。 

   ・住み慣れた街がより暮らしやすい地域となるようともに考えていきます。 

●特徴やアピールポイント 

   ・子どもから大人までライフステージに応じたご相談をお受けしています。 

   ・サービス事業所や関係する方々との連携を大切にしています。 

   ・来所相談、訪問相談、同行相談などご利用者に合わせた相談活動を行っています。 

●ひとこと 

・障害のある方やご家族が地域で安心して暮らしができるようご相談に応じています。 

まずはお気軽にご連絡下さい。 

（管理者 大谷）
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事業所名 藤田メンタル相談所
●MAP● 

1 

運営法人 医療法人 静心会 

実施事業 指定特定相談支援事業 

住所 
〒470-1168 

愛知県豊明市栄町 3番地の 879 

電話番号 0562-97-1780 FAX 0562-97-8004 

ホームページ https://www.seishinkai-kokoro.jp/ 

メールアドレス 利用定員  

サービス提供日時 
月曜日～金曜日 午前 9時 00～12 時、午後 1時 00～午後 4時  

※国民の祝日、12/29～1/3 を除く 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

相談支援専門員 4 名（兼務者含む） 

●事業所が目指すこと 

障害福祉サービスを利用する方々が、適切なサービス利用ができるよう必要な支援をおこないます。 

●特徴やアピールポイント 

豊明市、名古屋市緑区の方が対象です。 

精神科医療との連携を強味としています。 

●ひとこと 

対象者の方の自立のために適切なサービス利用を支援します。 

内観
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事業所名 相談支援事業所ドアーズ
●MAP● 

14

運営法人 データセレクトグループ 株式会社ＤＳパートナーズ 

実施事業 指定特定相談支援事業 

住所 
〒470－1141 

豊明市阿野町昭和 5番地 1 

電話番号 0562-85-7878 FAX 0562-97-0081 

ホームページ http://ds-partners.co.jp/ 

メールアドレス k_tanaka@d-select.co.jp 利用定員  

サービス提供日時 
（１）営 業 日 月曜日～金曜日（国民の祝日、夏期休業日、年末年始を除く） 

（２）営業時間 午前 9時 00 分～午後 6時 00 分 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

＊相談支援専門員 1名 

＊相談支援員 1名 

●事業所が目指すこと 

私たちは、地域で生活する方たちに対して「きく」ことを大切に支援します。 

●ひとこと 

地域で生活するうえで生じるあれやこれ。まずはお気軽にご相談ください。 

（ 担当：田 中 賢 二 ）
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事業所名 豊明市社協相談支援事業所
●MAP● 

20

運営法人 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会 

実施事業 指定特定相談支援事業 

住所 
〒470-1116 

豊明市新田町吉池 18-3（総合福祉会館 2階） 

電話番号 0562-91-1760 FAX 0562-91-1761 

ホームページ http://toyoake-syakyo.jp/ 

メールアドレス sodanfitto@toyoake-syakyo.jp 利用定員 定めなし 

サービス提供日時 午前 9時～午後 4時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

  管理者 1 名、相談支援専門員 4 名、相談支援員 2 名 

●事業所が目指すこと 

(1)利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場で、自立した日常生活又は社会生活を営むこと 

ができるよう、本人が本当に望む生活が選択できる機会を確保しながら本事業を実施します。 

また、適切な保健、医療、福祉等のサービス(以下、「障害福祉サービス等」とする)が、多様な事業所から 

総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。 

(2)指定特定相談支援事業者は、利用者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の事 

業者に不当に偏ることのないよう、公正中立の立場でサービス提供します。 

(3)市及び障害福祉サービス事業者等と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努め 

ます。 

(4)関係法令等を遵守します。 

●特徴やアピールポイント 

 基幹相談支援センターと同じ事務所でもあり連携を図っています。 

 地域の幅広い社会資源を活用し、望む暮らしを実現するための計画を目指しています。 

●ひとこと 

 豊明市の福祉の充実を目指して、日々、頑張っています。 

（ 記入者・・・相談支援専門員 髙木 剛志、磯貝 信美）
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事業所名 豊明市障がい者基幹相談支援センター フィット
●MAP●

20

運営法人 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会 

実施事業 障がい者基幹相談支援センター事業 

住所 
〒470-1116 

豊明市新田町吉池 18 番地３ （総合福祉会館 2階） 

電話番号 0562-91-1760 FAX 0562-91-1761 

ホームページ http://toyoake-syakyo.jp/ 

メールアドレス sodanfitto@toyoake-syakyo.jp 利用定員 定めなし 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 （祝祭日は休み） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

4 名（センター長 1名、相談支援専門員 2名、相談支援員 1名） 

●事業所が目指すこと 

障がいがあっても暮らしやすい地域となるように、地域の方々と共に地域づくりを目指します。そのために障害

者地域自立支援協議会の運営事務をおこない、地域課題に取り組みます。 

また、相談支援体制の充実を目指し支援を行っていきます。 

●特徴やアピールポイント 

障がいや病気のある人やそのご家族、地域の方からの障がい福祉に関する相談窓口です。病気や障がい種

別、相談内容に関わらず、お気軽にご相談ください。 

●ひとこと 

みなさんの気持ちによりそう、暮らしによりそう、地域に根ざした相談支援センターを目指しています。 

（森）



15 

事業所名 居宅介護ステーション幸せ
●MAP● 

5

運営法人 有限会社サン 

実施事業 指定障がい福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護・移動支援） 

住所 
〒470-1161   

豊明市栄町字西山 18 番地 コーポ朝 2号室 

電話番号 0562-97-6131 FAX 0562-67-6132 

ホームページ http://sun-tag.jp/access/index.html 

メールアドレス 利用定員  

サービス提供日時 定休日無し 提供時間帯 午前 6時～午後 10 時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

介護福祉士 4名（サービス提供責任者 3名） 

ヘルパー15名 

●事業所が目指すこと 

利用者が居宅において日常生活を営むことが出来るよう、利用者の身体状況及び環境に応じて入浴、排せつ

及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等生活に関する相談、外出時における移動の介護その他生活全般

にわたる援助を 

行う。 

●特徴やアピールポイント 

当社は桶狭間病院藤田こころケアセンターの関連会社でありその連携を活かした障がい者自立支援事業、介

護事業に取り組んでいます。 

精神障がい者や認知症の利用者に対して藤田こころケアセンターとの協力体制の下医療と介護の両面から利

用者の日常生活を支援します。 

●ひとこと 

グループ施設に認知症対応グループホーム、有料老人ホーム、デイサービスがあります。 

（管理者 久野 靖典）
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事業所名 ニチイケアセンター 豊明
●MAP● 

11

運営法人 株式会社 ニチイ学館 

実施事業 
指定障害福祉サービス事業 (居宅介護・重度訪問介護・同行援護) 

地域生活支援事業（移動支援） 

住所 
〒470-1151 

豊明市前後町善江 1737 パルネス 2号館 3F 

電話番号 0562-96-0377 FAX 0562-96-0378 

ホームページ www.nichiigakkan.co.jp 

メールアドレス HSTD88＠nichiigakkan.co.jp 利用定員 120 名 

サービス提供日時 サービス提供 午前8時～午後6時位 (事務所営業時間 午前9時～午後6時 平日)

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

サービス提供責任者 3 名  ヘルパースタッフ 16 名  うち同行援護 13名取得 

●事業所が目指すこと 

誠意、誇り、情熱を以って社会参加の心情とし、社会に貢献できるように支援いたします。 

利用者様と一緒に過ごす時間を、心地の良いと感じるような支援を目指しています。 

利用者様が少しでも自立できるように、お世話するのではなく支援をしていくことを目指しています。 

できる限り調整をして支援に対応していくことを目指してします。 

●特徴やアピールポイント 

身体介護はお任せしてください。入浴や排泄、共同実践もたくさん行っています。 

視覚障害者の同行援護の資格を１３人も持っているので、通院やお出かけなど対応できます。 

スタッフは明るい人ばかりで、若さもありアットホームで情報共有が出来ているので安心です。 

●ひとこと 

ヘルパーさんが不足しているのはどこも同じと思いますが、その人にあった支援ができるように 

情報共有しながら同じ支援内容が提供できるように努力しています。 

（ 村山、西部、後藤 ）

前後駅前
のビル
です。

パ ル ネ ス

Ｃ Ｏ Ｏ Ｐ
前後駅前ビル

３階 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ豊明

名鉄前後駅

国道一号線
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事業所名 ヘルパーステーションほまれ
●MAP● 

13 

運営法人 (株)トータルケアサポート誉 

実施事業 指定障害福祉サービス事業（居宅介護・同行援護） 

住所 
〒470-1441 

豊明市阿野町大高道 8-1 

電話番号 0562-96-1106 FAX 0562-96-1107 

ホームページ http//www.agat.co.jp/agat/homare/ 

メールアドレス homarw@wa2.so-net.ne.jp 利用定員  

サービス提供日時 月曜日～土曜日 随時対応 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

サービス提供責任者 1名  介護スタッフ 6名 

●事業所が目指すこと 

日常生活のあらゆるサポートをいたします。 

ほまれのお手伝いによって笑顔になってくださるよう、暖かいサービスの提供を心掛けています。 

●特徴やアピールポイント 

お料理得意、おそうじ大好き、同行援護できるスタッフ在席しています。 

●ひとこと 

まだまだ勉強中です。 

（亀井 克美）
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事業所名 豊明市社会福祉協議会ホームヘルプサービス
●MAP● 

20

運営法人 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会 

実施事業 
指定障害福祉サービス事業（居宅介護・同行援護・重度訪問介護） 

地域生活支援事業（移動支援） 

住所 
〒470-1116 

豊明市新田町吉池 18 番地３ 

電話番号 0562-91-3251 FAX 0562-91-3253 

ホームページ http://toyoake-syakyo.jp/ 

メールアドレス kaigo@toyoake-syakyo.jp 利用定員  

サービス提供日時 月曜日～土曜日  午前 7時～午後 10 時 （日曜日 12/29～1/3 は休業日） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

  管理者 1 名   サービス提供責任者 4 名   常勤訪問介護員 2 名 

  非常勤訪問介護職員 25 名   （うち 介護福祉士 16 名） 

●事業所が目指すこと 

  利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう 

  入浴・排泄・食事等の介護、その他の生活全般にわたる必要な援助を行う。 

  利用者が住み慣れた地域で暮らし続けたいという気持ちに寄り添って、支援実地に当っては、 

関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

●特徴やアピールポイント 

  長年の実績と信頼があります。 

（大平）
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事業所名 ファインホームヘルプ事業所
●MAP● 

21

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 
指定障害福祉サービス事業（居宅介護・行動援護・重度訪問介護） 

地域生活支援事業（移動支援） 

住所 
〒470-1116 

豊明市新田町吉池 18 番地３（豊明市総合福祉会館 2階） 

電話番号 0562-85-5081 FAX 0562-85-5071 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス 利用定員 80 名 

サービス提供日時 午前 7時～午後 9時 （休日は年間カレンダーによる） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

サービス提供責任者 2 名 

常勤ヘルパー 1 名 

登録ヘルパー 10 名 

●事業所が目指すこと

ご利用者様が地域において充実した暮らしを営むため介護給付及び地域生活支援事業の支給を受けたご利

用者様に対し、障がい内容や家庭状況に応じて適正なサービスを提供する。 

●特徴やアピールポイント 

障がいのある方やご家族が地域で安心して生活ができるように相談に応じています。 

ご相談をもとにご家庭での支援や余暇や買い物、通院の付き添いなどを行っています。子供から大人までライ

フステージに応じた支援を実施しています。 

●ひとこと 

当事業所は 20 代男女のエネルギッシュな若手スタッフから経験豊富な 60 代のスタッフまで幅広い年齢層のヘ

ルパーで対応させて頂いてます。 

（佐藤 剛）
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事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービス てかぽ
●MAP● 

10

運営法人 特定非営利活動法人えんとかく 

実施事業 児童発達支援・放課後等デイサービス 

住所 
〒470-1162 

愛知県豊明市栄町上姥子 3-213 豊明栄団地 102 

電話番号 0562-97-5266 FAX 0562-97-5267 

ホームページ http://entokaku.org 

メールアドレス info@entokaku.org 利用定員 10 名 

サービス提供日時 月曜日～土曜日 午前 9時～午後 5時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）…7 名 

管理者兼児童発達管理責任者 1名、指導員 6名 

●事業所が目指すこと 

児童一人一人が、楽しみながら出来た経験を増やしていけるような療育を行います。 

理念「適度な支援、適切な療育、適応力の向上」の下、子ども達自らが選択し、自発的に活動できる場面提供

を目標としています。 

●特徴やアピールポイント 

自閉スペクトラム症のお子さんが多い施設です。余暇活動の一つとして自分で選んで行う「選択活動」というプ

ログラムをとりいれています。個々のスキルに合った学習指導、集団活動も取り入れています。 

その他に、必要性に合わせ、個別スペースの設置、スケジュール等環境作りに力を入れています。 

●ひとこと 

児童の持っている特性を強みととらえ、その才能を活かし、存分に発揮するなかで様々な経験値を育む事が出

来る施設です。 

（ 吉川知美 ）
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事業所名 ぴぃす
●MAP● 

12

運営法人 株式会社祐理 

実施事業 放課後等デイサービス・児童発達支援 

住所 
〒470-1161 

豊明市栄町大原 31-1 

電話番号 0562-85-2980 FAX 0562-85-2982 

ホームページ http://grouphomepeace.com/ 

メールアドレス info@grouphomepeace.com 利用定員 10 名 

サービス提供日時 
平日 午後 2時～午後 6時  

土・祝日 午前 10時～午後 4時 30 分 （日曜日、お盆、年末年始休み） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

１３名（管理者、児童発達管理責任者、児童指導員、指導員） 

●事業所が目指すこと 

ぴぃすは、子どもの想像力をより豊かにする、あたたかい雰囲気の施設です。 

みんなが集まって、楽しくのびのびと過ごす時間は、子どものすこやかな成長を育む大切なひとときです。 

たくさんのお友だちと思いっきり遊ぶ。外に出てお買い物やお手伝いをする。おじいちゃんやおばあちゃんたち

とふれあう。さまざまな遊びや学びを通して子どもたちの明るい笑顔と豊かな未来を応援していきます。 

●特徴やアピールポイント 

ぴぃすは、1 階がグループホーム、2階が多機能型事業所となっており、高齢者と子供達との交流を図れる「共

生型福祉施設」です。高齢者の方々は、子どもと触れ合うことで『何かしてあげたい』と自分の役割を見つけるよ

うになり、子供達も、お年寄りへの思いやりやいたわりの心を育むことができます。 

●ひとこと 

ボルタリング（３面）やチョークで落書きができるクロス、組み合わせ自由な木のテーブルやいすがあったり秘密

基地的なロフトがあったり、わくわくする仕掛けがいっぱいです。ぜひ遊びに来てください。 

（志水 宏司）
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事業所名 放課後デイサービス くるみ
●MAP● 

19

運営法人 NPО法人 くるみの会 

実施事業 放課後等デイサービス（重症心身障害児） 

住所 
〒470-1123 

豊明市西川町笹原 10 番地 2 キャッスル丸の内 1A 

電話番号 0562-92-9555 FAX 0562-92-9555 

ホームページ http://kurumi2013.jimdo.com/ 

メールアドレス kurumi2013@ck2.so-net.ne.jp 利用定員 5 名 

サービス提供日時 
月～金曜日 午後 3時 30 分から午後 5時 30 分 

土曜日・祝日・学校休業日 午前 10時～午後 4時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

15 名（児童発達支援管理責任者 1名 保育士 1名 児童指導員 4名 看護師 4名 指導員 5名 

●事業所が目指すこと 

くるみは「やがてくるみらいを豊かで明るいものにしたい」―そんな思いから名前をつけました。どんなに重い 

しょうがいの子どもたちも集団で遊ぶことで多くのことを学び身体感覚や知的発達、社会性を身につけて豊かに

人格形成をしていきます。医療的ケアの必要なしょうがい児も「地域で安心して遊ばせたい」将来にわたって 

生まれ育ったところで「豊かに安心して暮らしていけるようにしたい」そんな願いを実現する活動をしています。 

●特徴やアピールポイント 

重症心身障害児を対象としています。車椅子の子どもたちが過ごしやすいようにバリアフリーとなっています。 

子どもの人数に合わせて、マンツーマンでスタッフを配置し、遊ぶことや食べること等、身のまわりのことすべて

にサポートができるようにしています。医療的ケアにも対応できるよう看護師さんが毎日います。 

●ひとこと 

子どもたちが「集団で遊ぶ」ということを大切にしています。重いしょうがいのある子も、放課後や休日に普通に

友だちと遊べるようにとサポートをしています。毎日のように利用している子が多く、子ども同士の関係作りが 

できています。子どもたちは学校でもなく家庭でもなく、第三の場所としてくるみでの時間を楽しんでいます。 

（施設長  渡辺志織）



23 

事業所名 児童デイサービス ふぁーもにー
●MAP● 

22

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 放課後等デイサービス 

住所 
〒470-1101 

豊明市沓掛町中川 85-2 （多機能型フレンズ内） 

電話番号 0562-91-6070 FAX 0562-85-2037 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス toyofuku@toyofuku.or.jp; 利用定員 10 名/日 

サービス提供日時 

学校授業後・・・・・・・月曜日～金曜日 午後 3時～午後 5時 45 分 

学校長期休業中・・・月曜日～金曜日 午後 12 時 30 分～午後 4時 30 分 

             （午前は日中一時支援事業でサービス提供） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）・・・10 名（施設長 1名、管理者兼児童発達管理責任者 1名、支援員 8名） 

                        （社会福祉士 2名、児童指導員 3名） 

●事業所が目指すこと 

 【基本方針】社会的相互交渉の機会を保障し、また、学校以外の集団での遊びを通じて発達を促すことを目的

とした事業を運営します。 

●特徴やアピールポイント 

 【あそびを通して社会性を育みます】 

  ☆丁寧な観察を元に発達ニーズを見つけていきます。 

  ☆認められ褒められる場面を積極的に設けます。 

  ☆遊びのルールを学び、周囲との調整力を養います。 

●ひとこと 

 ・療育の大まかな段階を踏まえながら“褒められて嬉しいという気持ち”を育てていけるよう日々の支援を行っ

ています！子どもさん達が成人期に向けて「人と人とのつながりの中で楽しく生活していくことができる」よう

一つひとつスモールステップで！！ 

（管理者 守谷）
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事業所名 放課後等デイサービス くるみの家
●MAP● 

23

運営法人 株式会社 KーSｔｙｌｅ 

実施事業 放課後等デイサービス 

住所 
〒470-1101 

豊明市沓掛町切山台２５４ 

電話番号 0562-38-6969 FAX 052-308-8771 

ホームページ kuruminoie.org 

メールアドレス ｆｃｊｂｂ052＠ｙｂｂ.ne.ｊｐ 利用定員 10 名 

サービス提供日時 
月曜日～金曜日 午後 2時～午後 6時 

土曜日(休校日） 午前 10 時～午後 4時 30 分 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）・・・9 名 (管理者・児発管兼務 1名、常勤 3名、非常勤 5名） 

平日・休校日ともに、職員配置を児童：指導員=２：１以上の割合で配置しています。 

常勤の中に看護師 1名・非常勤の中に保育士 1名在勤しています。 

●事業所が目指すこと 

「子供たちが、ご自宅と同じ生活感のある空間にてのびのびと過ごして頂けるように」民家を利用したデイサー

ビスです。「こんにちわ」「ありがとう」などの言葉が言えるようになる。ご自宅でお手伝いや助け合う心・奉仕の

心が芽生える様に目指していきます。異年齢の児童たちと関わりを持ちながら・・子供らしく、たくさん遊んでたく

さん学んでたくさんの経験をして、当たり前だけど、社会に出てからとっても大切な事を学んで行きたいと思いま

す。一日一日を大切にして、みんなで子供たちの成長を喜び合える「くるみの家」を目指していきます！ 

●特徴やアピールポイント 

平成 27 年よりご家族の希望により、中高生を対象に各児童に合わせた就労に就くために必要なマナー・ルー

ルや基礎作業訓練を行っています。(月・木夕方 1時間程度）各学校とも協力体制を取りながら、職場体験等に

も活かせるように取る組んでいます。 

●ひとこと 

くるみの家は生活感のある古民家を利用し、子供たちが自分らしく、のびのびを生活の質の向上が出来るよう

に、ご家族様・学校と連携を図り一人一人に合った支援をしていきます。学校休校日は、社会性を高めるため

に外出機会を多く企画しています。工場見学・映画館・遊園地、いろんな場所に出かけています！   （今井） 
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事業所名 障害者支援施設ゆたか苑
●MAP● 

8

運営法人 社会福祉法人 福田会 

実施事業 生活介護 

住所 
〒470-1166 

豊明市栄町大根 1番地 143 

電話番号 0562-98-0471 FAX 0562-98-0472 

ホームページ http://www.yutakaen.fukuden-kai.or.jp/ 

メールアドレス yutakaen@fukuden-kai.or.jp 利用定員 通所 10 名 

サービス提供日時
月曜日～金曜日 

午前 9時 30 分～午後 3時 30 分 土日・年末年始（12/29～1/3）休み、祝日営業 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

生活支援員 6名（短時間パート勤務含む） 

（サービス管理責任者、看護師、理学療法士、管理栄養士は入所部門兼務） 

●事業所が目指すこと 

法人理念   1．すべての行動は利用者一人一人のために 

2．なくてはならない存在となって地域に貢献する 

3．信頼を積み重ね責任を果たす 

事業方針   利用者、家族、地域、職員が明るく楽しく元気になる施設を目指します。 

●特徴やアピールポイント 

                       ・寝たまま入れるお風呂があり毎日入浴サービスを行っております。 

                       ・毎日違う活動をご用意しています。 

                       ・祝日・ゴールデンウィーク・お盆も休まず営業しています。 

●ひとこと 

ご利用中の利用者様に「ゆたか苑はどんなところですか？」と聞きました。 

・僕の湯―トピア  ・ゆたか苑に来て仲間が出来ました。好きな活動はカラオケです。 

（山岸洋平、江﨑誠）
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事業所名 メイツ
●MAP● 

22

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 生活介護 

住所 
〒470-1101 

豊明市沓掛町中川 81-2 

電話番号 0562-91-1890 FAX 0562-91-1886 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス meitu@toyofuku.or.jp; 利用定員 45 名 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 9時～午後 4時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者、サービス管理責任者、栄養士、看護師、嘱託医、支援員名、職業指導員、事務員、運転手兼支援員

●事業所が目指すこと   事業理念 「はたらく喜び、すごす楽しみ、つながる輪」 

利用者もスタッフもみんながはたらく喜びを感じる事の出来る場所、関わる方皆さんが楽しめる場所をめざ

しています。また、地域とのつながりを大切にしていきたいと思っています。 

●特徴やアピールポイント 

・ひとりひとりに合った作業活動を大切にしています。 

・「お菓子の森ルミエール」では、クッキーやシフォンケーキなど手作りお菓子の製造を行っています。 

・地域の方々がつながれる場として「マーメイドカフェ」を営業しています。 

月に１回コンサートでは、多くの方々にお越しいただいています。 

・季節の行事や、音楽・運動・生活活動、グループ活動など多くの活動メニューを実施しています。 

・バランスの良い食事の提供や栄養ケア、健康管理も大切にしています。 

・早朝や夕方の日中一時支援サービスの提供もしています。 

・送迎サービスを行っています。 

●ひとこと 

・皆さんとつながれることを楽しみにしています。ぜひ一度遊びに来て下さい。       （管理者 大谷） 
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事業所名 生活介護事業所 フレンズ
●MAP● 

22

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 生活介護 

住所 
〒470－1101 

豊明市沓掛町中川 85－2 

電話番号 0562－85－2033 FAX 0562－85－2037 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス toyofuku@toyofuku.or.jp 利用定員 20 名 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 9時 30 分～午後 16 時 00 分 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）・・・13 名（施設長 1名、管理者 1名、サビ管 1名、看護師 1名、栄養士 1名、 

支援員 7名、事務員 1名） 

                        （介護福祉士 3名、保育士 2名、介護職員初任者研修修了者 2名） 

●事業所が目指すこと 

 ・スローガン【安心で快適な生活をめざして】 

 ・一人ひとりに合わせた環境づくりをしています。一日の生活のリズムを大切にし、散歩や簡単な作業などの

個別に取り組む活動や音楽活動などの集団で行う活動を提供しています。 

●特徴やアピールポイント 

 ・日々の健康管理や排せつ・食事・身体の機能維持等について細やかな介助や支援を行っています。 

 ・毎日の給食支援において栄養ケアを行っています。 

 ・施設外での活動を積極的に取り組んでいます。 

 ・送迎サービスを行っています。（市内数か所のバスの停車場所での乗降です。） 

●ひとこと 

 ・バリアフリーの建物、中庭、施設の周りに広がる田園。 

緑豊かで静かな環境の中、ご利用者にのびのびと過ごしていただいています。 

                                                         （管理者 守谷） 
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事業所名 就労移行支援事業所 こらぼれ
●MAP● 

21 

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 就労移行支援 

住所 
〒470-1116  

豊明市新田町吉池 18 番地 3（豊明市総合福祉会館 2階） 

電話番号 0562-85-5080 FAX 0562-85-5071 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス abitto@toyofuku.or.jp 利用定員 20 名 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土日祝休み） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

サービス管理責任者 1 名、就労支援専門員 1 名、職業指導員、生活支援員 3名、職場適応援助者 1名 

●事業所が目指すこと 

 私達は、「主体性を大切にし、働き暮らすために必要な支援を実施します」という事業理念に基づき、障がい

のある方の地域生活に対するニーズを支えます。 

●特徴やアピールポイント 

総合福祉会館内 2階で地域の企業から受託した作業や施設外実習等を通じて就労トレーニングを行ったり、ジ

ョブコーチとして企業で障害者雇用された労働者を対象に雇用後の職業指導や生活指導等必要に応じた支援

を実施しています。 

●ひとこと 

あなたの働きたい気持ち、どんな生活がしたいか聞かせてください。その夢の実現に一緒に取り組んでいきま

せんか。あなたが笑顔で迎える将来が私たちの宝物です。 

（佐藤 剛）
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事業所名 D アームズ
●MAP● 

14

運営法人 株式会社DSパートナーズ 

実施事業 就労移行支援 

住所 
〒470－1141 

愛知県豊明市阿野町昭和 5番地 1 

電話番号 0562－38－5618 FAX 0562－97－0081 

ホームページ http://ds-partners.co.jp/ 

メールアドレス
h_hashizaki@d-select.co.jp 

y_demura@d-select.co.jp 
利用定員 6 名 

サービス提供日時 
月曜日～金曜日 午前 9時 30 分から午後 4時 30 分 

（国民の祝日、夏季休業日、年末年始を除く） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者  サービス管理責任者  就労支援員  職業指導員  生活支援員 

●事業所が目指すこと 

ひとりの人が望む就労生活に対して、その人に必要な助言や支援を実施します。また、独自の職業能力判定を

もとに就労に特化したアセスメントを実施します。 

●特徴やアピールポイント 

D アームズは、その地域で「はたらき暮らしたい」と望む方に対して、地域の専門機関との連携及び協力体制の

もと、包括的な支援を実施します。 

●ひとこと 

D アームズでは、「はたらき暮らしたい」と望む地域生活者を対象に、その方に必要な就労・就業支援を実施し

ます。また、データセレクトグループが提供する実践業務に則したスキルアップトレーニングにもとづき、働く場

所で自立するためのスキルを確実に身に着けることができます。 

（サービス管理責任者  出村 優也）
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事業所名 就労継続支援 A型 ベーカリーカフェむぎの花
●MAP● 

16

運営法人 特定非営利活動法人 むぎの花 

実施事業 就労継続支援 A型 

住所 
〒470-1132 

愛知県豊明市間米町純堀 1820 

電話番号 0562-92-8822 FAX 同左 

ホームページ http://mugino-hana.com 

メールアドレス info@mugino-hana.com 利用定員 10 名 

サービス提供日時 火曜日～土曜日 午前 7時～午後 6時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

7 名（管理者兼サービス管理者（兼務）：1 名、生活支援員：3 名、職業指導員：3名）うち介護福祉士 1名、初

任者研修済者 1名、食品技術管理専門士 1名 、調理師 1名 

●事業所が目指すこと 

設立趣旨：親亡き後の自立のため「働いて収入を得」「誇りをもって物を売り」「街の人と接していきる」 

標語：どんな障碍を持っていても、地域の人と同じ場で働き当たり前に暮らしたい 

●特徴やアピールポイント 

ベーカリーカフェむぎの花は、ご利用者と雇用契約を結びます。パン作り、喫茶接客、清掃、事務などベーカ 

リー運営に関する仕事をやります。時給８４５円です。 

Ａ型もＢ型も、常に「社会人」としての行動と労働ができることを念頭にサービスを提供しています。 

●ひとこと 

 いろいろな仕事があります。その中で自分に合いそうな仕事、または挑戦してみたい仕事からはじめます。 

支援員と相談しながらやりますので安心してチャレンジしてください。 

（管理者 佐野）
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事業所名 多機能型事業所 アレイル
●MAP● 

9

運営法人 株式会社 ALEILE 

実施事業 就労継続支援 A型事業 

住所 
〒470-1162 

豊明市栄町上姥子 3番地 83 

電話番号 0562-38-7091 FAX 0562-38-7092 

ホームページ http://www.aleile-toyoake.net 

メールアドレス aleile@vega.ocn.ne.jp 利用定員 10 名 

サービス提供日時 
月曜日～金曜日  午前 9時～午後 4時（祝祭日は休み） 

※祝祭日のある週は土曜日出勤あり 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）…5 名 

管理者  サービス管理責任者  職業指導員  生活支援員 

介護福祉士  ホームヘルパー2級  訪問型職場適応援助者 

●事業所が目指すこと 

一人一人のスキルに合った仕事を提供し、自信を持って笑顔で就労できることを目指していきます。 

●特徴やアピールポイント 

雇用契約を結び、1日4時間程度・週5日通い、個人・チームで組付け等の軽作業をしながら、最低賃金以上の

給料をもらいます。 

●ひとこと 

アットホームなアレイルで一緒に楽しく作業しましょう。(^O^)／ 

（服部 石川 萩原 川口）
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事業所名 就労継続支援 B型事業所 ハーミット
●MAP● 

2 

運営法人 医療法人 静心会 

実施事業 就労継続支援B型 

住所 
〒470-1168 

豊明市栄町南舘 13 番 12 

電話番号 0562-96-2600 FAX 0562-96-2602 

ホームページ www.seishinkai-kokoro.jp 

メールアドレス 利用定員 20 名 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 9時～午後 4時（祝祭日と年末年始は休業） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者兼サービス管理責任者 1 名（常勤・作業療法士）、職業指導員 １名（常勤・精神保健福祉士）、 

生活支援員 4 名（常勤 1名・作業療法士、非常勤 3名） 

●事業所が目指すこと 

地域に開かれた店舗を運営することで、障害の普及・啓発をはかり、メンバー一人一人が生活しやすい地域

を作ることを目指しています。 

●特徴やアピールポイント 

実際の店舗を構えており喫茶店やクリーニング店での接客やパン工房でのパン製造、複数の種類の内職に

取り組めます。様々な仕事に取り組むことで体力・集中力や仕事をするうえで必要な報告・連絡・相談する力

をつけることができます。多くの経験を通して自信をつけることを目指します。専門職のスタッフがおり、困り

事にはその都度対応します。隣にある藤田こころケアセンターと必要に応じて連携しています。 

●ひとこと 

自分自身の体調、好み、能力に合わせたペースで就業訓練に取り組むことが出来、明るい雰囲気の事業所

です。一人一人の希望する生活を実現する為に、仲間と共に歩んでいきましょう！！！ 

（落合 舞子）

喫茶                   パン工房 
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事業所名 多機能型事業所 アレイル
●MAP● 

9

運営法人 株式会社 ALEILE 

実施事業 就労継続支援B型 

住所 
〒470-1162 

豊明市栄町上姥子 3番地 83 

電話番号 0562-38-7091 FAX 0562-38-7092 

ホームページ http://www.aleile-toyoake.net 

メールアドレス aleile@vega.ocn.ne.jp 利用定員 10 名 

サービス提供日時 
月曜日～金曜日  午前 9時～午後 4時  （祝祭日は休み） 

※祝祭日のある週は土曜日出勤あり 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）…5 名 

管理者  サービス管理責任者  職業指導員  生活支援員 

介護福祉士  ホームヘルパー2級  訪問型職場適応援助者 

●事業所が目指すこと 

一人一人のニーズに合わせた作業を提供し、一人一人の希望を叶える余暇活動や夢を広げる創作活動が 

できる事を目指していきます。 

●特徴やアピールポイント 

日中を過ごす場所として、週 1日からでも、1日 1 時間からでもいいので一緒に作業してみませんか？ 

室内で座ってできる組付けなどの軽作業です。また作業だけではなく、趣味や特技を活かした絵画・裁縫・  

木工等や外出活動などで明るく楽しい時間を一緒に過ごしましょう。 

●ひとこと 

“未来に向かって羽ばたく翼“の意味のアレイルで皆様の想い・夢を一緒に叶えましょう。 

見学・体験！お気軽にお越しください。いつでもお待ちしております。アレイル一同 (^^)/ 

（服部 石川 萩原 川口）
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事業所名 D アームズ
●MAP● 

14

運営法人 株式会社DSパートナーズ 

実施事業 就労継続支援B型 

住所 
〒470－1141 

愛知県豊明市阿野町昭和５番地１ 

電話番号 0562－38－5618 FAX 0562－97－0081 

ホームページ http://ds-partners.co.jp/ 

メールアドレス
h_hashizaki@d-select.co.jp 

y_demura@d-select.co.jp 
利用定員 14 名 

サービス提供日時 
月曜日～金曜日  （国民の祝日、夏季休業日、年末年始を除く） 

午前 9時 30 分から午後 4時 30 分 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者  サービス管理責任者  職業指導員  生活支援員 

●事業所が目指すこと 

ひとりの人が望む就労生活に対して、その人に必要な助言や支援を実施します。また、独自の職業能力判定を

もとに就労に特化したアセスメントを実施します。 

●特徴やアピールポイント 

D アームズは、その地域で「はたらき暮らしたい」と望む方に対して、地域の専門機関との連携及び協力体制の

もと、包括的な支援を実施します。 

●ひとこと 

D アームズでは、「はたらき暮らしたい」と望む地域生活者を対象に、その方に合った取り組みのペースや期間

の設定を行い、望む就労生活に向けた支援を実施します。 

（サービス管理責任者  出村 優也）
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事業所名 就労継続支援 B型 むぎ花ファーム
●MAP● 

16

運営法人 特定非営利活動法人 むぎの花 

実施事業 就労継続支援B型 

住所 
〒470-1132 

愛知県豊明市間米町純堀 1821 

電話番号 070-1204-0430 FAX 

ホームページ http://mugino-hana.com 

メールアドレス info@mugino-hana.com 利用定員 15 名 

サービス提供日時 火曜日～土曜日  午前 9時～午後 3時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）               

8 名（管理者兼サービス管理者（兼務）：1 名、生活支援員：4 名、職業指導員：4名）うち保育士 1名、社会福

祉主事 1名、介護福祉士 1名 

●事業所が目指すこと 

設立趣旨：親亡き後の自立のため「働いて収入を得」「誇りをもって物を売り」「街の人と接していきる」 

標語：どんな障碍を持っていても、地域の人と同じ場で働き当たり前に暮らしたい 

●特徴やアピールポイント 

むぎ花ファームは、まず家から一歩でて働いてみようという方々にサービスを提供しています。 

農産物販売と生産、手織り、軽作業をやっています。平成２７年度の平均工賃は、月額１２０００円です。 

常に「社会人」としての行動と労働ができることを念頭にサービスを提供しています。 

●ひとこと 

 いろいろな仕事があります。その中で自分に合いそうな仕事、または挑戦してみたい仕事からはじめます。 

支援員と相談しながらやりますので安心してチャレンジしてください。 

（管理者 佐野）
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事業所名 就労継続支援 B型事業所 ひだまり
●MAP● 

18

運営法人 NPO 法人 名古屋市民生活支援センター 

実施事業 就労継続支援B型 

住所 
〒470-1145 

豊明市阿野町上納 58-4 

電話番号 0562-38-6850 FAX 0562-38-6855 

ホームページ 作成中 

メールアドレス hidamari2016001@gmail.com 利用定員 20 名 

サービス提供日時 
月曜日～金曜日 午前 9時 30 分～午後 3時  （土日休み） 

※会社カレンダーにより土曜日開業日あります（午前 9時 30分～午前11時 30分まで）

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）…5 名 

管理者 1名、サービス管理責任者 1名、生活指導員 3名 

●事業所が目指すこと 

利用される皆様の成長を手助けできるよう、全力でサポートさせていただきます。 

●特徴やアピールポイント 

皆様の地域生活を力強くバックアップできるよう努めています。 

通所しやすいように、ご自宅からの無料送迎サービスがあります。 

●ひとこと 

2016 年 3月に開所した新しい事業所です。スタッフ一同、皆様のご利用をお待ちしています。 

（松本）
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事業所名 メイツ
●MAP● 

22

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 就労継続支援B型 

住所 
〒470-1101 

豊明市沓掛町中川 81-2 

電話番号 0562-91-1890 FAX 0562-91-1886 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス meitu@toyofuku.or.jp; 利用定員 10 名 

サービス提供日時 月曜日～金曜日 午前 9時～午後 4時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者、サービス管理責任者、栄養士、看護師、嘱託医、支援員、職業指導員、事務員、運転手兼支援員 

●事業所が目指すこと   事業理念 「はたらく喜び、すごす楽しみ、つながる輪」 

利用者もスタッフもみんながはたらく喜びを感じる事の出来る場所、関わる方皆さんが楽しめる場所をめざ

しています。また、地域とのつながりを大切にしていきたいと思っています。 

●特徴やアピールポイント 

・ひとりひとりに合った作業活動を大切にしています。 

・「お菓子の森ルミエール」では、クッキーやシフォンケーキなど手作りお菓子の製造を行っています。 

・地域の方々がつながれる場として「マーメイドカフェ」を営業しています。 

月に１回コンサートでは、多くの方々にお越しいただいています。 

・季節の行事や、音楽・運動・生活活動、グループ活動など多くの活動メニューを実施しています。 

・バランスの良い食事の提供や栄養ケア、健康管理も大切にしています。 

・早朝や夕方の日中一時支援サービスの提供もしています。 

・送迎サービスを行っています。 

●ひとこと 

・皆さんとつながれることを楽しみにしています。ぜひ一度遊びに来て下さい。 

                                                  （管理者 大谷）
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事業所名 日中一時支援事業所まるまる
●MAP● 

22 

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 地域生活支援事業（日中一時支援） 

住所 
〒470-1116 

豊明市新田町吉池 18 番地３（豊明市総合福祉会館 2階） 

電話番号 0562-85-5081 FAX 0562-85-5071 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス 利用定員 15 名 

サービス提供日時 

事業所の営業時間  午前 8時 30 分～午後 5時 30 分  

サービス提供時間   午前 9時 30 分～午後 4時 30 分 

※活動時間は各サークルにより異なる 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

支援員 3 名 

●事業所が目指すこと 

ご利用者一人ひとりが楽しみながら活動に参加し、ご本人の自信につながるようサポートしていきます。 

●特徴やアピールポイント 

各種サークル活動を通して自己実現や余暇の充実のための支援をしています。現在、芸術、創作活動を目的

とした『ふぁいぶあーと』、ダンスを楽しむ『ミックス・ドライブ』、料理やお菓子作りに挑戦する『料理サークル』が

あります。 

●ひとこと 

今年度は不定期でお楽しみ企画を開催しています。外食、みんなで作品作り、女子会など、毎回違った活動を

お知らせし希望に合わせて参加して頂き大好評です。                                     （佐藤 剛） 
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事業所名 日中一時支援事業所  夢・パレット
●MAP● 

７ 

運営法人 特定非営利活動法人夢ひろば 

実施事業 日中一時支援事業 

住所 〒470-1166  豊明市栄町大根 1-1385 

電話番号 0562-97-3100 FAX 0562-98-0078 

ホームページ http://www.yume-hiroba.or.jp/index.html 

メールアドレス info@yume-hiroba.or.jp 利用定員 10 名 

サービス提供日時 平日 午前 9時から午後 7時 土曜日午前 9時から午後 6時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

12 名  内訳：社会福祉士 1 名、精神保健福祉士 1名、臨床発達心理士 1名、保育士 1名、 

ヘルパー2級 6名 

●事業所が目指すこと 

社会にはいろいろな人がいることが理解され、障がいのある人もない人も、一人の人間として生き生きと暮らし

ていけるよう、一人一人の個性・特徴を大切にし、お互いが理解しあえ、勉強、遊び、運動を通じていろいろなこ

とが体験できる環境を提供し、成長を支援してまいります。そしてやさしい地域の形成にも貢献してまいります。

現在新しい施設を建設中で、理念の具現化をさらに進めてまいります。 

●特徴やアピールポイント 

施設の周りは緑の多い自然中や、グラウンドもあり思う存分体を動かせる環境にあります。遊び（主に体を使う

昔の遊び）と勉強、趣味（ピアノ・書道・絵画）など専門のスタッフが揃っております。一人一人の個性を理解し、

その人に合わせた支援を進めてまいります。 併設でお絵かき教室、学童保育があり交流した活動をしており

ます。今年は全国障害者芸術・文化祭あいち大会にみんなで作った作品を出品致しました。 

●ひとこと 

二カ月に一回の相談会と月一回の親カフェ（交流会）を、あとりえ木だちに併設されたカフェで行っておりますの

で、連絡いただければ内容・予定をご案内いたします。 

                    （ 町田、佐伯  ） 
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事業所名 地域活動支援センター あびっと
●MAP● 

2１

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 地域活動支援センター 

住所 
〒470-1116 

豊明市新田町吉池 18 番地３（豊明市総合福祉会館 2階） 

電話番号 0562-85-5080 FAX 0562-85-5071 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com 

メールアドレス abitto@toyofuku.or.jp 利用定員 15 名 

サービス提供日時 月～金 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 （土、日、祝休み） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

支援員 2 名 

栄養士 1名 

調理員 2名 

強化事業支援員 1 名 

●事業所が目指すこと 

 私達は、「主体性を大切にし、働き暮らすために必要な支援を実施します」という事業理念に基づき、障がい 

のある方の地域生活に対するニーズを支えます。 

●特徴やアピールポイント 

豊明市役所内の食堂の運営や企業から受託された作業を通じ働き暮らすために必要な就労トレーニングを

実施しています 

●ひとこと 

豊明市役所内の食堂や総合福祉会館内での作業を通じて継続的な就労を支援するだけでなく、ご利用者様

の中には一般企業への就職を目指されている方も居て活気のある事業所です。 

（佐藤 剛）
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事業所名 障害者支援施設ゆたか苑
●MAP● 

8

運営法人 社会福祉法人 福田会 

実施事業 短期入所 

住所 
〒470-1166 

豊明市栄町大根 1番地 143 

電話番号 0562-98-0471 FAX 0562-98-0472 

ホームページ http://www.yutakaen.fukuden-kai.or.jp/ 

メールアドレス yutakaen@fukuden-kai.or.jp 利用定員 7 名 

サービス提供日時 年中無休 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

サービス管理責任者 2名、看護師 4名、生活支援員 44 名、理学療法士 2名、管理栄養士 1名 

（短時間パート勤務含む） 

●事業所が目指すこと 

法人理念   1．すべての行動は利用者一人一人のために 

2．なくてはならない存在となって地域に貢献する 

3．信頼を積み重ね責任を果たす 

事業方針   利用者、家族、地域、職員が明るく楽しく元気になる施設を目指します。 

●特徴やアピールポイント 

日常的に介護しているご家族の方が、不在になること、休息が必要な時に利用できます。 

将来の自立に向けた生活訓練、社会経験する場にもなります。 

●ひとこと 

お気軽にご相談ください。いつでも見学できます。 

（蘆田ゆり、江﨑誠）
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事業所名 精神障害者グループホーム なごむ・つどう
●MAP● 

4 

運営法人 医療法人 静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター 

実施事業 共同生活援助 

住所 
〒470-1168 

豊明市栄町南館 1番地 5、1 番地 6 

電話番号 0562-97-1361(法人代表) FAX 0562-97-8004 

ホームページ http://www.seishinkai-kokoro.jp 

メールアドレス 利用定員 なごむ 5名、つどう 5名 

サービス提供日時 世話人の勤務時間 月～土 午前 8時 30 分～午後 5時(祝日を除く) 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者 1名、サービス管理責任者 1名(世話人兼務)、世話人 2名(うち 1 名は精神保健福祉士) 

●事業所が目指すこと 

症状は安定しているものの、家庭環境や家庭事情などの理由で住宅確保が難しいという方に対して生活の場

として、利用をしていただいています。入居後は、社会参加や社会復帰を目指し、支援を行っていきます。 

●特徴やアピールポイント 

当グループホームは女性専用です。入居者に対して、健康面・金銭管理の練習・食事・余暇活動の支援、その

他日常生活の支援を行います。各個人の部屋があり、風呂・洗濯・台所・トイレ等は共有です。 

●ひとこと 

ともに生活を考えていきましょう。 

（坂野 泰子・浦野 愛）
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事業所名 精神障害者グループホーム らくらく
●MAP● 

3

運営法人 医療法人 静心会 

実施事業 共同生活援助 

住所 
〒470-1168 

豊明市栄町南舘 13 番 12 

電話番号 0562-97-8880 FAX 0562-97-8004 

ホームページ http://www.seishinkai-kokoro.jp 

メールアドレス 利用定員 20 名 

サービス提供日時 24 時間 365 日 （夜間・休日は当直体制） 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

管理者 1名                       

サービス管理責任者 1名（世話人と兼務） 

世話人 4名（うち 1 名サービス管理責任者と兼務） 

夜間支援従事者 

●事業所が目指すこと 

症状は安定しているけれど家庭環境や住宅事情などの理由で住宅確保が難しい方に、生活の場として、また

社会参加や社会復帰の場として利用していただけます。 

●特徴やアピールポイント 

グループホームからの地域移行を目指し、健康管理や金銭管理、緊急時の対応などを支援しています。 

●ひとこと 

見学をご希望の方は、まずお電話ください。 

（山本 かおり）

食堂兼談話室です。ミーティングや自炊教室を 

ここで行います。 

ハーミットの建物の３・４階がらくらくです。 

らくらくの玄関は建物東側にあります。 



44 

事業所名 グループホーム豊明
●MAP● 

6

運営法人 医療法人 玉光会 

実施事業 共同生活援助 

住所 
〒470－1166 

豊明市栄町大根 1－391 

電話番号 0562‐97‐5122 FAX 0562‐97‐3380 

ホームページ （豊明栄病院） http://sakae.toyoake-med.com/ 

メールアドレス 利用定員 20 名 

サービス提供日時 平日 午前 9時～午後 5時/土曜日 午前 9時～12 時 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

☆ サービス管理責任者 1 名  世話人 3 名 

●事業所が目指すこと 

☆当事業所は、ひとり暮らしが出来るようになることを目標に、利用者に対し、健康管理（食事・服薬・生活リ

ズム）、日常生活技術（金銭管理・洗濯・掃除・自炊）、社会生活能力（対人関係・福祉サービスの利用）等

の支援、相談を行います。 

●特徴やアピールポイント 

 ☆利用者の方は開放感のあるホールで、テレビを見たり、調理室で料理をしたりと自由に過ごしています。 

 ☆定期的に職員が面談を行い、その人の成長と苦手な部分を確認しながら支援を進めていきます。 

 ☆月に一回ミーティングを行い、皆さんでグループホームの生活について話し合う機会を設けています。 

●ひとこと 

 ☆おもな対象者：精神障がいの方で、障害支援区分が１～３の方。 

 ☆職員が不在の日曜日、祝日、夜間の緊急時は、併設されている病院が対応します。 
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事業所名 みさき館
●MAP● 

みさき館 15/井ノ花ホーム 17

運営法人 社会福祉法人 豊明福祉会 

実施事業 共同生活援助・日中一時支援 

住所 

事務所の所在地   〒470-1101  豊明市沓掛町中川 81－2（メイツ内） 

みさき館       〒470-1133  豊明市間米町鶴根 1193 番地 42 

井ノ花ホーム    〒470-1124  豊明市三崎町井ノ花 11 番地 6 

電話番号 

事務所     0562-85-5070 

みさき館    0562-95-0362 

井ノ花ホーム 0562-93-8620 

FAX 0562-91-1886 

ホームページ http://toyofuku.p-kit.com メールアドレス ｋ.s.fain@toyofuku.or.jp; 

利用定員 11 名 （みさき館 4名 井ノ花ホーム 7名） 

サービス提供日時 平日 午後 4時～翌日午前 9時  休日 終日 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ）   

管理者 1名、サービス管理責任者 1名、生活支援員 6名、世話人 9名 

●事業所が目指すこと 

事業理念  すごしなれた「家」として地域で豊かにくらせるよう支援していきます。 

●特徴やアピールポイント 

・アットホームな雰囲気で家族のように暮らしています。 

・ひとりひとりの生活リズムを大切にしています。 

・日中働いている場所や、通所されている事業所、その他関係機関との連携も大切にしています。 

●ひとこと 

・住み慣れた街で地域の方々ともに暮らしていくために地域の方々とのふれあいを大切にしています。 

地域行事等への参加も積極的に行っています。                        （管理者 大谷）

みさき館 井ノ花ホーム 
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事業所名 障害者支援施設ゆたか苑
●MAP● 

8

運営法人 社会福祉法人 福田会 

実施事業 生活介護、施設入所支援 

住所 
〒470-1166 

豊明市栄町大根 1番地 143 

電話番号 0562-98-0471 FAX 0562-98-0472 

ホームページ http://www.yutakaen.fukuden-kai.or.jp/
利用定員 

生活介護 75 名 

施設入所支援 75名 メールアドレス yutakaen@fukuden-kai.or.jp 

サービス提供日時 
生活介護 午前 9時 30 分～午後 3時 30 分 年末年始（12/29～1/3）を除く毎日 

施設入所支援 午後 3時 30 分～午前 9時 30 分  年中無休 

事業所の特色 

●職員数（配置専門スタッフ） 

サービス管理責任者 2名、看護師 4名、生活支援員 44 名、理学療法士 2名、管理栄養士 1名 

（短時間パート勤務含む） 

●事業所が目指すこと 

法人理念   1．すべての行動は利用者一人一人のために 

2．なくてはならない存在となって地域に貢献する 

3．信頼を積み重ね責任を果たす 

事業方針   利用者、家族、地域、職員が明るく楽しく元気になる施設を目指します。 

●特徴やアピールポイント 

  ・毎月イベント食を実施しています。食事を楽しんで頂けます。 

  （餃子イベント、ご当地メニュー、うなぎ焼きイベント、クリスマスメニューなどなど） 

  ・リハビリ専門スタッフ（理学療法士）がいて、一人ひとりにあった機能訓練を受けることができます。 

  ・主に重度身体障害の方の入所施設として 18 年の歴史があります。 

●ひとこと 

 自立した生活の維持・向上を目指し、ユーモアを持って安心できる介助をさせていただきます。 

（蘆田ゆり、江﨑誠）
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豊明市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

  （平成２８年１１月末現在 ８５グループ）

（問 合 先） 豊明市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

           〒４７０－１１１６ 豊明市新田町吉池１８－３ 

電  話（０５６２）９３－５６５７ 

FA X（０５６２）９３－３８８０ 

メ ール vol＿room@toyoake-syakyo.jp

地 域 づ く り 

環境 ・  美化 ・  災害 

施設・行事で 

レク リエーション

福 祉 支 援

・生き生きライフとよあけ 

・（一社）豊明青年会議所 

・健康マージャン「集い」 

・ささえあいの会「ふたむら」

・坂部ふれあいサロン 

・桜ヶ丘防犯パトロール隊 

・市民地震学会 

・JA あいち尾東豊明たすけ

あいけやきの会 

・女性防火クラブやかた 

・地域ねこお助け隊 

・とよあけ桶狭間ガイドボラ

ンティア 

・豊明おやじのたまり場

・とよあけ応急手当普及ボラ

ンティアの会 

・豊明「花いっぱい運動」推

進クラブ 

・とよあけ災害ボランティア

ネットワーク 

・豊明二村山自然観察会 

・豊明を明るくする会 

・にぎわいなごみステーショ

ン 

・特定非営利活動法人  

日本農業総合支援推進協

議会 

・二村山保存会

・フラワーシティ大久伝

・フラワーデザインポエム 

・吉池団地防犯パトロール隊

・舘なかよし会 

健康づくり 

・１３年すみれ会 

・とよあけ健康ジョギング

クラブ 

・とよあけ健康づくりの会

・豊明食生活改善推進員グ

ループ 

・歩歩友友 

・みかんの会 

・いつみ会 

・歌声の集い・豊明 

・NPO 法人 豊明桶狭間太鼓

・オカリナグループ 

  ハミングバード 

・コーラスひまわり 

・女声コーラス「茜」 

・杉の子会 

・竹友会（横笛・尺八） 

・豊明囲碁クラブ

・豊明ギタークラブ 

・豊明尺八同好会 

・豊明太鼓双峰会(ふたむ

らかい) 

・豊明ボランティア華の会

・豊明ボランティアひまわ

り会 

・豊明和踊会

・フラ女子会ハイビスカス

・マハロ

・民謡 滝豊会 

・ムジカの会

子どもの育成 施設サポート 

・NTT 豊明いづみの会

障がい者・児 

社会支援活動 

・天晴煦弥

(あっぱれぐみ) 

・ＮＰＯミニ里親会

・おはなしぽん

・ガールスカウト愛

知県第８５団 

・グループ ガブ 

・コロボックル 

・子育て支援ねっと

「ひまわりっこ」

・子育て応援団

In Toyoake

・豊明市更生保護女

性会 

・福祉教育ボランテ

ィア高齢者擬似体

験グループプチト

マト 

・ボーイスカウト豊

明第１団 

・インターフェイス 

・音訳ボランティア

「草笛の会」 

・拡大写本豊明

・ＫＳＶふくみみ

・手話ｻｰｸﾙ ドリーム

・手話ｻｰｸﾙ ロード 

・点晴会

・豊明おもちゃの会

・パソコン筆記グルー

プ「筆記∞（エイト）

隊」 

・ひいらぎ会

・ポップコーン

国際交流 

・豊明市国際交流協会

ふれあいサロン

・あおい会 

・梅の会 

・コスモス会 

・さくら会 

・すみれ会 

・ひまわり会

お気軽にボランティアセンターへお越しください。

グループ登録・個人登録、ボランティア保険の加入

は随時受付しております。 

収 集 

・エコキャップクラ

ブとよあけ 

・富士の会

・傾聴ボランティア 

「とよあけ」 

・坂部生活支援ボランテ

ィア 

・豊明ﾊﾟｿｺﾝｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

あいＬ＠ｎｄ 

・ボランタリオ･フジタ
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