1

訪問介護満寿園

（京丹後市）

2

（福）あしぎぬ福祉会

共同生活住居「ほてい荘」
（福）あみの福祉会

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 39-6
TEL 0772-65-0222
FAX 0772-65-0333

〒629-3102 京丹後市網野町下岡 854
TEL 0772-72-2289
FAX 0772-72-2289

居宅介護 身体・知的・精神

グループホーム

特別養護老人ホーム満寿園

知的・精神

短期入所事業所「ほてい荘」
（京丹後市）

短期入所 身体・知的・精神

（京丹後市）
短期入所 身体・知的・精神・障害児
障害のある人たちが、地域で自立した生活を送るため、
それぞれの力に応じた「暮らし」の支援を行います。
また、緊急時や家族の休養のために利用できる場としての
ショートスティも行っています。

想いを大切に、生活リズムを尊
重して自立を支援する、暖かな
ケアを目指しています。

3

ケアホーム「さくら荘」

4

（福）あみの福祉会

だるまハウス
（福）あみの福祉会

〒629-3101 京丹後市網野町網野 209
TEL 0772-72-5222
FAX 0772-72-5222

〒629-3121 京丹後市網野町島津 96-2
TEL 0772-72-5202
FAX 0772-72-6202

グループホーム

生活介護 就労継続支援 B 型

身体・知的・精神

短期入所事業所「さくら荘」

身体・知的・精神

（京丹後市）

こんにゃく造り・古本喫茶・カフェ・リサイクル・
下請け・清掃等、たくさんの仕事をしています。ご本
人の希望する仕事や環境にあった“働きかた”を大事
にしています。また、医療と繋がることや暮らしの支
援もしています。
“何かあったら桃山の里へ”と言われ
る法人・事業所でありたいと思っています。

短期入所 身体・知的・精神・障害児
障害のある人たちが、地域で自立した生活を送るため、
それぞれの力に応じた「暮らし」の支援を行います。
また、緊急時や家族の休養のために利用できる場としての
ショートスティも行っています。

5

チューリップハウス

（京丹後市）

6

（福）あみの福祉会

ももやま

〒629-3121 京丹後市網野町島津 3021-1
TEL 0772-72-2201
FAX 0772-72-2772

生活介護 身体・知的・精神

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

いろいろな障害のある方が、自主製品作りや取り組みを
して、楽しく過ごしています。お風呂もあるので、希望
者は入浴することもできます。

四つ葉ハウス

（京丹後市）

（福）あみの福祉会

〒629-3121 京丹後市網野町島津 3020-1
TEL 0772-72-2000
FAX 0772-72-2772

7

（京丹後市）

身体・知的・精神・障害児

「障害があっても地域で暮らしたい」そんな利用者の
思いに寄り添い、在宅生活を支えています。

（京丹後市）

8

（福）あみの福祉会

おおみや共同作業所
ＮＰＯ法人おおみや共同作業所

〒629-3101 京丹後市網野町網野 5-7
TEL 0772-79-2525
FAX 0772-79-2526

〒629-2502 京丹後市大宮町河辺 2637
TEL 0772-64-4782
FAX 0772-64-4785

生活介護 就労継続支援 B 型

就労継続支援 B 型 身体・知的・精神

身体・知的・精神
天然酵母のパン・陶芸製品・縫製製品・下請け等の仕事をし
ています。いろんな“ものづくり”へのこだわりから、個性
が光る製品もたくさんあります。また、利用者のみなさんが
講師になる陶芸教室も開催しています。サークル活動や野外
の取り組みや旅行もあり、利用者のみなさんの希望を大切に
しながら取り組みを進めています。数年前にはダンシングチ
ームもでき、営業活動もするようになりました。休憩時間に
は、廊下がステージになる楽しい事業所です。

利用者全員が関われる仕事を
しながら、工賃向上を目指して
います。仕事だけではなく遠足
や一泊研修旅行など楽しい行
事もあります。
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（京都府）

9

京丹後市立久美浜病院短期入所事業所

10

（2 市 2 町）

京丹後市

京丹後市立弥栄病院短期入所事業所
（2 市 2 町）

京丹後市

〒629-3403 京丹後市久美浜町 161
TEL 0772-82-1500
FAX 0772-85-1504

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 3452-1
TEL 0772-65-2003
FAX 0772-65-4136

短期入所 医療的ケアの必要な重症心身障害児者

短期入所 医療的ケアの必要な重症心身障害児者

利用者・ご家族様に寄り添い、
支援いたします。いつでもご相
談ください。

子どもの成長発達を支え、ご家族と
ともに安心して療養生活を送って
いただける支援を行います。

11

京丹後市社会福祉協議会 久美浜支所

12

（京丹後市久美浜町）

（福）京丹後市社会福祉協議会

〒629-3405 京丹後市久美浜町 814
TEL 0772-82-0008
FAX 0772-82-2330

あおぞら

（京丹後市）

（福）久美の浜福祉会

〒629-3557 京丹後市久美浜町竹藤 22-1
TEL 0772-84-0759
FAX 0772-84-0858
生活介護 身体・知的・精神

居宅介護 身体・精神・障害児

短期入所 身体・知的・精神・障害児

重度訪問介護 身体

特定相談支援

つばさ

利用者様が住み慣れた地域で
安心した生活を送れるよう、

（京丹後市）

就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

お手伝いをさせて頂きます。

「あおぞら・つばさ」では、それぞれが夢や希望を持っ
て楽しく働くことができる施設を目指しています。

13

佐濃ホーム

14

（福）久美の浜福祉会

丸山ホーム
（福）久美の浜福祉会

〒629-3566 京丹後市久美浜町安養寺 580-3
TEL 0772-84-0622
FAX 0772-84-0622

〒629-3558 京丹後市久美浜町丸山 307
TEL 0772-84-0686
FAX 0772-84-0858

グループホーム

グループホーム

身体・知的・精神

身体・知的・精神

男性の方利用のホームとして、

女性の方利用のホームとして、

美味しい食事と安心して暮らせ

美味しい食事と安心して暮らせ

る生活を提供しています。

る生活を提供しています。

15

グループホームメロス

16

（株）高天の森

支援センターうらしま
（株）高天の森

〒629-3102 京丹後市網野町下岡 609-2
TEL 0772-72-3100
FAX 0772-72-3120

〒629-3102 京丹後市網野町下岡 796
TEL 0772-72-6150
FAX 0772-72-6160

グループホーム

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

身体・知的・精神

身体・知的・精神・障害児

ショートステイメロス
（京丹後市・与謝野町）

特定相談支援 障害児相談支援

短期入所 身体・知的・精神

営業

月曜日～金曜日
午後３時３０分～
土・日・祝祭日
午後５時～
（状況により応相談）

営業
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月曜日～日曜日
午前８時３０分～午後７時まで
（状況により応相談）

（京丹後市）

17

あゆみが丘学園

（2 市 2 町）

18

（福）丹後大宮福祉会

ホームヘルプセンターおおみや苑
（福）丹後大宮福祉会

〒629-2513 京丹後市大宮町延利 200
TEL 0772-68-0770
FAX 0772-68-0772

〒629-2501 京丹後市大宮町口大野 295
TEL 0772-68-1525
FAX 0772-68-1636

生活介護 短期入所 施設入所

居宅介護 重度訪問介護

（京丹後市大宮町）

身体・知的・精神・障害児

身体・知的・精神

特定相談支援事業所「あゆみ」
（京丹後市）

住み慣れたご自宅でご利用

特定相談支援

者・ご家族が安心して生活で

家庭的な雰囲気で、衣食住充実したおもてなし、
利用者さんと日々笑顔で過ごしています。

19

丹後ガイドセンター

きるよう援助を行います。

（2 市 2 町）

20

（福）丹後視力障害者福祉センター

丹後園ホームヘルプセンター（京丹後市）
（福）丹後福祉会

〒629-3101 京丹後市網野町網野 3081
TEL 0772-79-3366
FAX 0772-79-3367

〒629-3241 京丹後市網野町木津 225-2
TEL 0772-74-1080
FAX 0772-74-0027

同行援護 身体

居宅介護 重度訪問介護

丹後視力障害者福祉センター

第二丹後園短期入所事業所

（愛称：あい丹後）

TEL 0772-74-9888

身体・知的・精神・障害児

（京丹後市）

短期入所 身体・知的・精神・障害児

ガイドヘルパーを派遣し、視覚障

ご利用者お一人おひとりの個性
と人格を尊重し、きめ細やかな対
応を心掛けております。

害者のお出かけを支援します。

21

つなぐ

（2 市 2 町）

22

ＮＰＯ法人つなぐ

いちがお園ホームヘルパーステーション
（福）はしうど福祉会

〒629-2501 京丹後市大宮町口大野 820
TEL 0772-64-5211
FAX 0772-64-5211

〒627-0224 京丹後市丹後町岩木 487
TEL 0772-75-2731
FAX 0772-75-2497

就労継続支援Ａ型 身体・知的・精神

居宅介護 身体・知的・障害児

（京丹後市丹後町）

重度訪問介護 身体・障害児

A 型事業で、農作業・お茶

いちがお園短期入所施設

作業・リサイクルの仕事を

TEL 0772-75-2496（京丹後市丹後町）

しています。今年から農業
短期入所 身体・知的

に力を入れます。

いちがお園は、地域の皆様の信頼を力に頑張っています。

23

児童発達相談支援事業所さつき園
（福）みねやま福祉会

24

（京丹後市）

障害者地域生活支援センターもみの木
（福）みねやま福祉会

〒627-0052 京丹後市峰山町五箇 12-1
TEL 0772-62-8023
FAX 0772-62-7665

〒627-0005 京丹後市峰山町新町 2015-2
TEL 0772-69-5059
FAX 0772-62-3059

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

特定相談支援 障害児相談支援

土日祝も開館。
快適な日常生活を送るための
お手伝いをします。
楽しい行事も沢山ありますよ。

お子さんのことば・運動・ここ
ろの発達支援や保護者の子育て
を支援します。
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（京丹後市）

25

総合老人福祉施設はごろも苑

26

（京丹後市峰山町

（福）みねやま福祉会

〒627-0042 京丹後市峰山町長岡 2093
TEL 0772-62-7001
FAX 0772-62-5857

みらい

（宮津市・京丹後市・与謝野町）

ＮＰＯ法人みらい

京丹後市大宮町） 〒627-0041 京丹後市峰山町菅 267
TEL 080-1489-2490
FAX 0772-65-3504

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 短期入所

就労継続支援Ａ型 身体・知的・精神

身体・知的・精神・障害児
生活介護 身体（京丹後市登録）

主な作業はパチンコ台解体

地域で暮らせるよう寄り添
い支援します。いつでもご相
談ください。

27

作業・木工作業・ちりめん街
道での手機作業です。

障害児(者)多機能型生活支援センター ろむ
（福）よさのうみ福祉会

28

（宮津市・京丹後市・与謝野町）

障害者生活支援センター結 （京丹後市）
京丹後市障害者相談支援事業所 結
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2531 京丹後市大宮町奥大野 585
TEL 050-3539-6917
FAX 0772-64-5044
TEL 0772-68-3377

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷 770
TEL 0772-69-1040
FAX 0772-62-0322

生活介護 身体・知的・精神

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

短期入所 身体・知的・精神・障害児
生活訓練 知的・精神

困っていること、一緒に考え

青年期の学びの場では、地域の学習
やパソコン・調理など様々な体験学
習をしています。

29

ましょう！個性豊かな相談
員がお待ちしております💛

長岡ホーム(いちご・第２長岡ホーム）

30

（福）よさのうみ福祉会

峰山共同作業所
（福）よさのうみ福祉会

〒627-0042 京丹後市峰山町長岡 285
TEL 0772-62-0391
FAX 0772-62-0607

〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷 851-3
TEL 0772-62-4823
FAX 0772-62-5805

グループホーム

生活介護 就労移行支援 就労継続支援Ｂ型

知的・精神

女性 6 名の「いちご」
、男性 10 名の「みかん」を合わせて長
岡ﾎｰﾑと呼んでいます。日中は市内の福祉事業所へ通勤してい
ます。ﾙｰﾙをあまり設けず、できるだけ自由に過ごしてもらう
ようにしています。朝昼夜の食事提供・喫煙室・洗濯室も完備
し、自動火災報知機とｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰも設置し安全に努めています。

31

みねやま作業所

（京丹後市）

身体・知的・精神

クッキーや弁当・木工製品・縫
製品などの自主製品作りに力
を入れて取り組んでいます。

（京丹後市）

32

（福）よさのうみ福祉会

ゆうゆう作業所
（福）よさのうみ福祉会

〒627-0003 京丹後市峰山町内記 449-1
TEL 0772-62-2401
FAX 0772-62-2402

〒627-0211 京丹後市丹後町大山 678-1
TEL 0772-75-2312
FAX 0772-75-2729

生活介護 就労継続支援Ｂ型

生活介護 就労継続支援Ｂ型

身体・知的・精神
「自分らしい自立」「自分らしく暮らす」「自分らしく働く」
を基本に仲間（利用者）と職員で仕事をしています。知的障
害７割、精神障害２割、その他障害１割の４１名の仲間が通
所しています。個別支援計画に沿って必要な方はお宅まで送
迎をしています。仕事だけではなく、学習活動や余暇活動、
研修旅行など楽しい取り組みもたくさん行っています。

（京丹後市）

身体・知的・精神

｢ゆっくり、ゆったり、のびやかに｣をモットーに家族的
な雰囲気の中で作業に余暇活動に取り組んでいます。せ
んべい焼き作業やかわらけ製作、ウエス・リサイクル作
業など得意なことを活かしています。年 1 回の旅行や遠
足、ボーリングなどのお楽しみ企画も楽しんでいます。
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