
南アルプス市

障害福祉サービス

事業所一覧



就労
移行

生活
介護

A型 B型

1 ありがとう 〇

2 アルプスファーム 〇

3 ケール 〇

4 サヴァ 〇

5 ジョブスペースかけはし 〇

6 ステップあい 〇

7 スマイルファクトリー 〇

8 たいよう 〇 〇 〇

9 どんぐりの家 〇 〇

10 ふぉーらいふ 〇

11 らしりば 〇

12 アゲイン 〇

13-1 山梨県立梨の実寮 〇 〇 〇

13-2 山梨県立梨の実寮 〇 〇 〇

14-1 また明日セルフサポート 〇 〇

14-2 また明日デイサービス 〇 〇

15 南アルプスかおりの家 〇 〇

16 みらいコンパニー 〇 〇 〇

17 ゆめこころ 〇 〇

18 育精福祉センター成人寮 〇

19 スマイル 〇

20 ともらうらんど 〇

21 みどりの家 〇

22 デイサービスゆうかり 〇

23 ラヴィ 〇

24 デイサービスわかくさ 〇

No 事業所名
就労継続支援



＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

就労継続支援Ａ型

山梨県南アルプス市中野486-1

055-284-1609

月曜日～金曜日10：00～15：00 土曜日10：00～12：00

菌床しいたけ栽培、米・野菜作り、外部受注作業

南アルプス市中野、南アルプス市上市之瀬（ハウス）

送迎有り 韮崎市、甲斐市、昭和町、中央市、南アルプス市

就労継続支援Ａ型事業所（ありがとう）は南アルプス市の西に位置し、中野地域

の絶景に囲まれた自然豊かな環境の中で活動しています。10代から60代まで男性

女性が日々菌床しいたけ、野菜・米作り、外部受注作業等、個々の能力に応じた

作業に取り組み、各自のスキルアップに努めています。さらに一般就労を希望さ

れる方には、関係機関とも連携し、情報提供や企業実習を体験し一般就労へ繋ぐ

活動を積極的に行っています。

1.（株）ありがとう
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外部受注作業（塩詰）

外部受注作業（台紙入れ） 菌床しいたけ栽培（ﾊｳｽ全景）

菌床しいたけ（水やり風景） 菌床洗い（水付け準備）

事業所正面
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

南アルプス市下宮地４２１

０５５−２４４−７７１７

月～金/9:30～15:00   土/9:30～12:15  

敷地内にある病院内の清掃作業・シーツ交換、

入院患者さんの衣類や看護師の白衣のクリーニング

南アルプス市、甲斐市、中央市、富士川町、身延町他

無

みなさん、こんにちは！アルプスファームは平成19年に開所し、現在は20数名の

仲間と4名の職員と共に日々仕事をしています。仕事内容は清掃作業とクリーニ

ング作業などです。アルプスファームでは利用される方やその方の目的に合わせ

た内容、働く時間、頻度などを相談しながら仕事をすることができます。レク

レーションや仕事に関する勉強会・研修会なども行っています。障がいをお持ち

の方の「働きたい」という思いを大切に、地域で自分らしい生活が送れるような

お手伝いをしています。ご興味のある方はぜひ一度見学にいらっしゃってくださ

い。あなたのお越しをお待ちしております。

就労継続支援B型事業所

2.アルプスファーム
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外観 作業場

休憩室 衣類のたたみ作業

アイロン作業 シーツ交換
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

０５５−２８５−６６６３

休日：土日祝日  営業時間:AM９:30~PM3:00

事業所内作業として、「ろすまり ん 」 より塩商品を中心とした、お土産用の製造作業を頂き生産活動を行っています。

施設外就労としては、病院内売店経営、 南アルプス市内の 公園維持 管理の 業務委託を受け、除草作業やトイレ清掃。地

域企業内での 清掃作業に取り組んでいます。

南アルプス市

送迎あり。南アルプス市内、要相談

自分の働き方 が いくつか 選ぶことが出来ます。 （室内作業 ・外作業）ぜひ、

「土に触れた作業 をやりたい！！ 農業を やってみたい！！ 」 方 大募集中で

す。 自分の 働き方を見つけませんか？

就労継続支援B型事業所

南アルプス市有野３２３６−２

3.ケール
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農作業 農場風景

室内作業 公園管理

ケール外観 レクリエーション風景
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

月曜日～金曜日 ※土日祝休み

９：３０～１６：００（作業は１５：００で終了）

室内作業

・ノバキャップ作業 ・マックロール作業 ・お弁当作り

送迎有

南アルプス市内を基本とし、相談にて決めます。

まずは自分のペースでサヴァに通うことから始めましょう(^^)/

サヴァに通う事で自分の得意なことを見つけたり、仲間づくりや生活の安定、や

りがいや達成感をもつことをサヴァの楽しい仲間たちと一緒に体験できますよ！

就労継続支援Ｂ型

南アルプス市有野３０２３

０５５−２３４−５４２０

4.サヴァ
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外観 お花はみんなで植えます 食堂 休憩時の憩いの場(*^^*)

昼食 手作りで提供します 作業１ ノバキャップ折り

作業２ ノバキャップ袋入れ 作業３ お弁当作り
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

 屋外作業では果樹、野菜、コメ、麦など年間生産しています。室内作業では農産

物の加工や縫製によるオリジナル商品の製造、木材精密加工の製造など実施

南アルプス市野牛島周辺地域

現状、南アルプス市内、富士川町、甲斐市、甲府市西部で実施、その他地域は要相談

農福連携に当初より取り組み、地域で約２ヘクタールの農地で年間５０種類以上の果樹・野菜・

米・麦などを生産しており、大手企業と生産契約を結び販売先の確保に努めています。さらに野

菜の宅配事業により県外のお客様にも安全安心な無農薬有機野菜をお届けしています。環境負荷

のない持続可能な農業を行うために「山梨GAP認証」農業生産者の資格を取っています。また屋

外作業が出来ない利用者のために室内作業として大型乾燥機を使ったハーブや農産物加工品製造

以外にレーザー加工機・UVプリンターを備え、森林保護の国際認証であるFSC認証も取得してお

り、県有林の間伐材をつかった細密木材加工を受託生産しています。工賃向上を目指す点から先

端技術機器を使用した付加価値の高いオリジナル商品の開発に力を尽くしています。

就労継続支援Ｂ型事業所

南アルプス市野牛島1745-3

電話：055-287-7307 ＦＡＸ：055-213-5024

 土曜・日曜・祝祭日はお休み。また、正月、お盆休みは数日休業。

それ以外の平日は営業日となります。営業時間は 8時30分から17時30分です

5.ジョブスペースかけはし
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事業所外観 第二作業棟

農産物の宅配事業 室内作業の様子

農作業の様子 レクレーション・収穫祭

10



＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

南アルプス市 中央市 甲斐市

送迎有 南アルプス市内 相談次第で可能範囲であれば

「ステップあい」というＢ型の事業所になります。

リサイクルの作業や春雨の計量、袋詰めの作業を行っています。

今年からさつまいも洗い、さつまいもの袋詰めの作業も取り入れました。

リサイクル作業では、アルミはがしを行いアルミとプラスチックに分別していま

す。

若い利用者さんが多く活気のある施設です。

気軽に見学もお越しください。

就労継続支援Ｂ型

南アルプス市落合１００−１

０５５−２９８−６０２２

月～金 ９：００～１５：１５

リサイクル作業・食品の袋詰め作業

6.ステップあい
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ステップあい外観 アルミはがし作業

作 業 場 春雨計量

食 堂 春雨の袋詰め
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

送迎あり 事業所からおおよそ30分圏内

南アルプス市、中央市、甲斐市、市川三郷町（一部）、富士川町、甲府市(一部）

 利用者の皆さんが「できること」でチカラを発揮できるように支援をします‼

・利用者様の、上手なこと、得意なこと、以前に経験のあること、できている

 こと、自信が持てることなどに目を向け支援を行います。

・見学、お問い合わせなど、ご連絡ください。お待ちしています。

就労継続B型 （焼き菓子製造 / 簡単な受託作業）

南アルプス市西南湖３２-１

TEL０５５-２３４-５０２４  FAX０５５-２３４-５７６１

MAIL smile-factory@midorinoie.jp

営業日 月曜日～金曜日 月によって土曜日

営業時間 8：15 ～ 17：15

焼き菓子（クッキー、ラスク、パウンドケーキなど）

受託作業（果物緩衝材折り、取り扱い説明書折り）

南アルプス市、中央市、甲斐市、市川三郷町、富士川町、甲府市

7.スマイルファクトリー
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クッキー生地作り クッキー型抜き

クッキー袋詰め クッキー納品準備

果実の緩衝材折り 取り扱い説明書折り
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞
こんにちは！

たいようは、ジット株式会社の工場の中で一緒に働いている事業所です。

たいようでは、仕事を通して皆さんに「やりがい」と「成⾧」を提供します。

仕事、作業をするのは身体も疲れるし・・緊張するし・・・

大変な時もありますが、相談しながら、職員、メンバー皆で協力しながら

毎日仕事に取り組んでいます。皆さんの悩みや不安を仕事を通して一緒に

解決していきましょう。

まずは見に来てください、見学の相談は気軽にどうぞ(^^)

就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援

山梨県南アルプス市和泉984−1

（代）055-244-8820   （担当携帯）080-3394-4217   

平日 月曜日～金曜日  ※月に1～２度の土曜日出勤があります

時間：9：30−15：50  （休憩80分）

使用済みインクカートリッジの選別作業

南アルプス市、甲斐市、韮崎市、甲府市、昭和町、 市川三郷町、身延町、富士

川町

就労継続支援B型、就労移行は送迎あり（南アルプス市は全域可能）

8.たいよう
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ジット/たいよう外観 たいよう作業場

全国から集まるｶｰﾄﾘｯｼﾞを選別します 仕分けして汚れをふき取ります

休憩スペース/食堂 ジットグループイベント参加（運動会）
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

就労移行・就労継続支援B型

送迎あり（南アルプス市、富士川町、中央市）

個人（キャラクター）や特徴、能力、その他に合わせ、それぞれが自分らしさを

大切にしながら、毎日楽しく作業しています。個性豊かな仲間達と一緒に働く機

会に触れてみませんか？

〒400-0423 南アルプス市落合203-4

TEL (055-283-8060) FAX (055-283-8060)

■営業日：月曜日～金曜日 ■休日：土・日・祝日等 ■営業時間：8:00~17:00

当施設では、就労B型の事業所として、障害を持っている方々の日中の活動として、県内外

の各企業様から、ご理解とご協力など頂きながら受託事業（請負作業）を行っています。

南アルプス市、富士川町、中央市周辺

9.NPO法人 甲西福祉会

どんぐりの家
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施設外観 施設内観

ダンボール（組仕切）組み立て 箱折り・箱の組み立て

果物ネットの折り作業 はるさめの選別・計量作業
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

南アルプス市内・周辺市町（ご相談に応じます）

有（ご相談に応じます）

「ふぉーらいふ」では、利用される方の希望、ニーズに沿って、作業種目等を提

供しています。また、年齢、能力、障がい等に配慮した、就労の機会や個々の

ペースに合わせて、ステップアップを目指していき、働く喜びが実感できるよう

に支援してまいります。その他、協力先企業等での施設外実習等も可能でありま

す。作業工賃等の詳細につきましては、お問い合わせください。

就労継続支援B型事業所

南アルプス市六科５６５−３

電話・ＦＡＸ：０５５−２８５−３４５１

月～金・１０：００～１５：００（作業時間）

食品加工・清掃作業・農産物の収穫等・ＤＭ封入等・リサイクル品分別・施設外実習等

10.ふぉーらいふ
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食品加工 清掃作業

ＤＭ封入 農産物の収穫等

ハーブ加工 施設全景
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

就労継続支援A型

〒400-0212

山梨県南アルプス市下今諏訪351-1

 令和2年6月1日より、福祉会としては南アルプス市内に初進出として、新規に就労継

続支援A型事業所をスタートしました「らしりば」です。

 一日の定員は10名。企業から委託される焼き菓子の製造を、材料の計量から梱包まで

行なっています。

 事業所の規模としては大きくはありませんが、小さいこその強みを活かし、利用者一

人ひとりの個性や人格を尊重し、利用者の笑顔や自立心がより引き出せる活躍、安らぎ

の場として、提供・支援をしていきたいと思います。

 是非一度、見学などお問い合わせの上、お気軽に足を運んでみて下さい。お待ちして

おります。

TEL:055-225-3860     FAX:055-225-3861

月曜日～金曜日(当該日数−8日) 8：30～17：00(実働勤務応相談)

企業から委託される焼き菓子の製造

南アルプス市、昭和町、甲斐市の一部(旧竜王町)、中央市の一部(旧玉穂町及び田富町)

送迎なし

11. らしりば
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らしりば外観 作業室

クッキーの計量 シール貼り

焼き工程 クッキーの袋詰め
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

就労継続支援A型

南アルプス市東南湖968-1

055-284-2235

月曜日から金曜日（土曜・日曜・祝日休み）

7時から16時の間で4時間半程度

お弁当盛付け・調理・事務・軽作業等

南アルプス市

市川大門駅への送迎あり（相談）

今年の7月1日より開所した事業所です。

現在、南アルプス市、富士川町、市川三郷町、中央市、甲斐市、韮崎市を範囲に

企業様や病院、学校などへお弁当の配達をしています。

未経験でも大丈夫です！スタッフが丁寧に教えます。

随時、見学を承っております^^お気軽にご連絡ください♪

12.アゲイン
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お弁当箱を並べますアゲイン外観

配達コース別にお弁当を仕分けます

メニュー表にチラシを差し込む作業

チキン南蛮弁当 ♪

ヘルシー弁当 デラックス弁当
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

南アルプス市有野４３７０

０５５-２８５−３７１７

月～金 9:30～15:30

施設外就労・寮内での内職作業・キャンプ場や河川敷の草刈り・公園清掃など多くの作業を行っ

ています。また、作業だけでなく旅行や運動会・納涼祭など多くのイベントもあります。

南アルプス市

就労移行支援 就労継続支援B型

有り 南アルプス市

梨の実寮では様々な作業を行っています。日によって違った作業を行っているの

で、自分に合った作業を見つけることができると思います。作業以外でも1年を

通してたくさんのイベントもありますので一度見学に来てください。

13-1.山梨県立梨の実寮
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封入作業 廃棄トナー袋作成作業

小袋の切り分け作業 河川敷の草刈り

就労班主催の屋台イベント 活動日にたこ焼き作り

写真
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

月から金  9:30～15:30

生活介護では加工・しいたけ・ゆとりの３班に分かれ活動しています。生産活動のほかに陶芸や

生け花などの趣味の活動、旅行・運動会・納涼祭などの多くのイベントもあります。

南アルプス市

有り 南アルプス市

希望に応じて３班に分かれて活動しています。しいたけ班は体力に自信のある

方、加工班は細かい作業が好きな方、のんびり過ごしたい方はゆとり班に所属し

活動しています。趣味の講座は希望の講座に参加できます。季節ごとのイベント

や運動会や納涼祭・旅行などの行事もたくさんあります。

生活介護・短期入所・日中一時

南アルプス市有野４３７０

055-285-3717

13-2.山梨県立梨の実寮
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梨の実寮の外観。春は桜・秋はイチョウ

並木がきれいです。
調理員さん手作りのおいしい給食です

加工班：マルアイからの請負作業を行っ

ています。封筒数え・パック入れ・梱包
マックロールのシート剥がしを行ってい

ます。

しいたけ班：収穫したしいたけは直売を

行っています。

旅行：日帰り・１泊コースがあり好きな

コースに参加できます。
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

南アルプス市 / 富士川町 / 身延町

送迎あり 南アルプス市内 甲斐市内 峡南地域

 事業所は共生ケア施設と併設し、お年寄りからお子様などに囲まれるほのぼの

とした環境です。

 社会参加の第一歩として、様々な障がいや病気を持ちながらも仲間と協力して

作業をしています。自分のできることを自分のペースで行い、助け合いながら楽

しく過ごせる事業所を目指し、一日の終わりに『また明日ね』を合言葉にしなが

ら「やりがい」を大切にしています。

 メンバー同士で互いを理解し生きがいを持って社会参加できること、少しずつ

でもスキルが高まるようなセルフサポートを目指しています。

就労継続支援B型

南アルプス市百々２３５５−１ ハイツ２１

電話 ０５５−２８８−１１７７

FaX ０５５−２８８−１１３３

月～金曜（時々土曜営業あり）９：３０～１５：４５

育てた野菜の販売 / チラシ折り / 間伐材磨き / 地域からの請負作業 / 給食・弁当づくり / コロッケ

づくり・販売 / 駄菓子の仕入れ・販売 / 施設の清掃・管理 / レクリエーション活動 / バス旅行

14-1.また明日セルフサポート
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事業所入り口 余暇活動（お花見）

手作り昼食 玉ねぎの収穫

チラシ折り（請負） コロッケづくり
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

生活介護

南アルプス市百々2355-1 ハイツ21

赤ちゃんからお年寄りまで障がいの有無に関係なく、

みんなで一緒に明日も元気でがんばる（顔晴れる）ようにと願いをこめて「共生

ケア」～共生型生活介護･共生型放課後等デイ･地域密着型通所介護～を行ってい

ます。

病気や特性、個性もさまざまですが、一緒に今を生きる仲間として互いの凸凹を

認め合い助け合いながら過ごしています。

電話  ０５５−２８８−１１７７

ＦａＸ ０５５−２８８ー１１３３

月～土曜 9：１０～1６：１５

入浴・日常生活訓練・機能訓練・レクレーション・生産活動等

南アルプス市 その他地域もご相談下さい。

送迎あり 南アルプス市内

14-2.また明日デイサービス
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入浴・リフト浴 機能訓練

創作活動（おやつ作り） クリスマス会

手作り昼食 レクリエーション（公園へ ）
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

就労継続支援Ｂ型・生活介護

〒400-0331 南アルプス市下今井220-3

055-225-5733

月曜日～金曜日(祝祭日・年末年始を除く) / 開所時間9時～16時

・農作業 ・軽作業(マスク、はめ込み、プレス)

・就労体験(品出し、販売、自社製品作り)

南アルプス市及びその周辺市町村

南アルプス市及びその周辺市町村

★スタッフと一緒に今の生活や、これからどう過ごしていきたいかについて考

え、その希望や目標を実現させるために、方法を探しながら出来ることに取り組

んで一緒に歩みましょう。

★スタッフからの願いは、自分らしく居られる場所でメンバーが心の底から頑張

れる勇気を身につけ、自信をもって仕事に取り組めたり、仕事の楽しさや会社の

とつながり自立して生きる喜びを家族や周りの方々と共有してほしいと願ってお

ります。

15.南アルプスかおりの家
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事業所外観 水道メーター作業

農作業 収穫物の袋詰め

マスク検品、袋詰め
セブンイレブンで就労体験が

できます。
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

就労移行支援・就労継続Ｂ型・生活介護

〒４００−０３１２  南アルプス市上宮地1143番地

☎ ０５５−２８３−７７３３  ＦＡＸ ０５５−２８３−７７３５

月曜日から金曜日 作業時間 10 時～15 時 30 分

＊土曜日、日曜日などイベント出勤日あり

屋外作業：薪作業（薪割り、県内外納品、箱詰め）農園（野菜栽培から販売）

室内作業：軽作業（シール貼り、パソコン解体等）お弁当作り（製造、配達、販売）

請負作業：草取り、その他

生活介護：軽作業、余暇活動、ウォーキング、その他

16.みらいコンパニー

南アルプス市、中央市、韮崎市、富士川町、昭和町、など

送迎あり

『幸せの創造を地域と共に』を理念に、「地域のなかで自分らしく働き続けた

い」「余暇活動や仕事を通して生活の幅を広げたい」など、それぞれの目的で皆

さん通ってきています。明るい雰囲気の中で皆さん一緒に汗を流し新しい仲間と

働きませんか。関心がある方は、みらいコンパニーまでご連絡ください。

35



写真

外観 室内

余暇活動（座禅）
室内作業（パソコン解体）

外作業（薪割り） 農作業（収穫）

写真
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

055-225-5226

原則月～金曜日9時から１８時

農業、手工芸、木工、内職作業、果物加工

南アルプス市及び周辺地域

相談可

就労継続支援B型、生活介護、日中一時預かり

南アルプス市藤田4604-1

ゆめこころでは、将来の自立を目指してさまざまな作業をご用意し、訓練をしながらす

すめております。また作業だけではなく、体を動かしてコミュニケーション力をつけた

り、パソコンの練習、茶道など、余暇活動も積極的に行っております。

17.ゆめこころ
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施設外観 心安らぐ古民家 多目的ホール(作業場)

農場 内職作業

果物加工 木工作業など
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

音楽療法、乗馬療法、作業活動、華道・茶道などの余暇活動、創作活動など

食事、入浴、排泄支援などの日中生活支援

県内全域

送迎はありません

育精福祉センターでは、成人一寮・成人二寮・通所、児童寮と約１６０人の方が

利用されています。日中活動では、作業活動（軽作業班・農園芸班）での活動

や、乗馬活動、音楽療法などの活動に分かれて楽しく生活しています。希望者に

は、外部の講師が来て、書道や華道、民謡などを楽しめる機会もあります。すぐ

近くには御勅使公園があり、歩行活動では公園まで散策して、自然の中で気持ち

よく運動しています。

また、短期入所や日中一時事業も行っており、在宅障がい児者やご家族のサポー

トも行っています。

生活介護・施設入所・短期入所

南アルプス市有野３３０３−２

Tel : ０５５−２８５−７１２２    mail:  ikusei-seijin@y-tewotsunagu.or.jp

営業日：月~日  営業時間：９：００～１６：００

18.山梨県立育精福祉センター
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育精福祉センター 乗馬療法

農園作業 音楽活動

余暇活動 華道 創作活動

写真
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

共同住宅と生活介護事業所・訪問介護事業所

送迎あります 実施地域

ご利用者個々の意思及び人権を尊重し、その権利を擁護するとともに、個々の尊

厳に配慮したサービス提供に努めています。

〒400−0334 南アルプス市藤田2114−3

TEL 055225ー6660（代表）TEL 055267−8225（生活介護） FAX 055225−6661

月曜日から金曜日 祝日は要相談

当事業所では、障がいの方の日中活動の場として、明るくのびのびと安心して生活が出来るようひとりひとりの状況に合

わせ、身体介護や入浴・製作・おやつ作りなどの創作活動・レクレーションを行っております。

南アルプス市 中央市 市川三郷町 富士川町 甲斐市 昭和町

19.スマイル
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スマイル 昼食

電車にも乗りました

パンを作って食べます 散歩に出掛けます
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

・生活介護・日中一時支援（ともろうらんど）

・短期入所（悠々ともろう）・放課後等デイサービス（ともろうキッズ）

〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野２９３９−１

TEL 055-282-2002 FAX 055-282-2040 E-mail tomorrow@alto.ocn.ne.jp

月曜日～土曜日（年末年始を除く） 9:00～17:00

製作活動（貼り絵）、ウォーキング、音楽活動

調理活動（買い出し、調理）、リサイクル活動等

南アルプス市、中央市、甲斐市、甲府市、昭和町、富士川町、市川三郷町

南アルプス市、中央市、甲斐市、甲府市、昭和町、富士川町、市川三郷町

 

南アルプス市の飯野にある生活介護の事業所『ともろうらんど』です。

『ともろうらんど』では様々な障害を持った利用者さんに対して個性に合った支援を行

うことを目標にサービスを提供しています。

20.ともろうらんど
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事業所外観 １階活動ルーム

医務室 毎週火曜日は調理活動

リサイクル活動 誕生日をみんなでお祝い
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

生活介護

〒４００−０３３７  山梨県南アルプス市寺部１９９

TEL ０５５−２８４−７２６６  FAX ０５５−２８４−７２６７

月～金曜日の８：１５～１７：１５（生活介護のサービス提供時間は９：４５～１５：４５）。休日として

土曜日、日曜日、祝祭日、夏期、年末年始等。※土曜日は不定期ですが開所する場合があります。

障害程度やニーズに合わせ、３グループに分かれて手芸品作り、リサイクル作業、ストレッチ等の活動や、

全体活動として音楽鑑賞、調理活動、ゲーム、季節行事等（花見、ハロウィン、クリスマス会等）を行って

います。

南アルプス市、中央市、甲斐市、韮崎市、甲府市、昭和町、市川三郷町、富士川

町、（身延町）

送迎あり。対象範囲としては事業実施地域となりますが、車両、人員が限られているため可能な

範囲まで。送迎が難しい場合はご家庭での送迎対応を依頼することもあります。

「地域社会の中で誰もが自分らしく、楽しみながら生活が出来るように」を基本方針に

支援を行っています。ここ数年は重度の身体障害の利用者様も増えてきており、食事形

態への対応や簡易ストレッチの実施など、食や身体面に関わる支援にも注力していま

す。また今年は新型コロナウイルス感染症の関係もあり、利用者様、職員を含め、日々

の検温や体調確認等をご家庭と協力しながら対応しています。これまでと同様の活動提

供が難しい時もありますが、今後も感染防止を図りながら支援を行っていきたいと思い

ます。

21.みどりの家
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みどりの家玄関 食 堂

リサイクル作業 創作活動

ハロウィン クリスマス演奏会
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＜提供サービス＞

＜住所＞ 

＜連絡先＞ 

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

高齢者通所介護施設・障がい者生活介護施設

南アルプス市野牛島2727

☎ 055-285-7730

月曜～土曜 祝日営業  8：30～17：15  ※12月31日～1月3日 休業

高齢者通所介護施設・障がい者生活介護施設

南アルプス市全域と韮崎市と甲斐市の一部

有り

社会福祉協議会では年をとっても障がいがあっても個性や違いを認め合いその人

らしく誰もが主役で毎日を【しあわせ】に暮らせる地域つくりを目指していま

す。

当事業所でも社会福祉協議会の理念を基本とし自立支援のサービス提供を行って

います。基準該当障がい者福祉サービスの生活介護も併せて行っておりますので

宜しくお願いします。

22.デイサービスゆうかり
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外観 職員体制

機械浴 水彩画と貼り絵

音楽教室 敬老会職員出し物

写真
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜活動内容＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

TEL055ー267ー8381 FAX055ー267−8380

毎週月～金まで 土・日・祝日は休み 営業時間 9：30～15：30まで

 午前は、体を使った活動・午後は頭と心を使った活動を中心に進めています。細かいメニューは利用者さ

んの意見を聞いて設定しています。中でも月1回のレクレーションはメンバーさんが楽しみにしています。

南アルプス市内

甲斐市塩崎駅方面・小笠原商店街方面

生活介護・通所介護

〒400-0226 南アルプス市有野2827−1

ラヴィはフランス語で「命」という意味です。

なので、利用者さんの良さを活かす支援を一緒に考え、楽しみと笑顔を増やす活

動をします。また来たいと思う事業所づくりに励んでいます。

23.ライフサポート ラヴィ
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収穫 七夕

ヨガ体操 ふきの下ごしらえ

梅もぎ 花植え
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＜提供サービス＞

＜住所＞

＜連絡先＞

＜営業曜日・営業時間＞

＜事業実施地域＞

＜送迎の有無・範囲＞

＜事業所からのメッセージ＞

営業時間 8時30分～17時15分

サービス提供時間は8時45分～17時

南アルプス市全域

送迎あり、但し施設の事情により南アルプス市全域ではありません

＊平成27年1月から基準該当障害福祉サービスの生活介護での受け入れをしてい

ます。現在、介護保険での登録利用者40数名の中に3名のご利用がありますが、

皆さん高齢の利用者と楽しく笑顔いっぱいに過ごされています。医療行為のある

中重度利用者を積極的に受け入れながら利用者の皆さんが安心して在宅生活が送

れるよう一人ひとりを大切に支援し、地域の皆様に愛されるデイサービスを目指

して日々奮闘しています。

基準該当障害福祉サービス（生活介護）

南アルプス市鏡中條１６４２−２

☎ ０５５−２８３−７５５５

月曜日～土曜日（祝日営業但し、年末12月31日～1月3日休み）

24.デイサービスセンターわかくさ
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デイサービス外観 デイサービス内観（ホール）

お風呂（機械浴） デイサービススタッフ

作業療法 夏まつりで魚釣り

52



<発行> 令和3年9月

南アルプス市障害者自立支援協議会

障害福祉サービス事業所合同説明会「みっけ」

実行委員会

事務局 南アルプス市障害者相談支援センター


