丹後圏域障害児者福祉マップ

丹後で
障害福祉サービスを
利用しよう！
与謝野町

宮津市

京丹後市

こんなサービスが
あったんだ！

伊根町

ここに相談すれば
いいんだ！

丹後で暮らす障害を抱える人々が、地域や施設で
生き生きとした生活を営むことができるよう利用でき
る障害福祉サービスを紹介しています。
ホームページでも公開しています。

丹後福祉マップ

検索
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本誌では、たんごアート＆デザインプ
ロジェクトのキャラクターを使用して
います。
利用者の描いた作品をデザイン化し、
新たな商品を作り上げていきます。
今回は工房シーガルで生まれたキャ
ラクター「ガルちゃん」です。

パンフレットの使い方
その１ 索引で、利用したい障害福祉サービスの内容を選びます。
その２ 利用したい障害福祉サービスの事業所番号を４ページからの事業所紹介、
13 ページからの地図番号と照らし合わせます。
その 3 お住まいの市町や事業所に連絡をして、利用したい障害福祉サービスにつ
いて御相談下さい。
●索引の例
居宅介護
（ホームヘルプ）

入浴、排せつ又は食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助を行う。

1 ○
6 ○
11 ○
16 ○
18 ○
20 ○
22 ○
25 ○
36 ○
39 ○
40 ○
43 ○
52 ○
57 ○
66
○
事業所の所在地

●事業所紹介の例
事業所番号
地図番号

障害福祉サービス名

1

京丹後市

宮津市

赤色

水色

訪問介護満寿園
（福）あしぎぬ福祉会

〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 39-6
TEL 0772-65-0222
FAX 0772-65-0333
居宅介護 身体・知的・精神

特別養護老人ホーム満寿園
短期入所 身体・知的・精神

対象の障害種別
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
・難病（障害福祉サービスを利
用できますが、本誌では対応し
ていません。お住まいの市町に
お問い合わせ下さい。）

伊根町
オレンジ色

与謝野町
緑色

（京丹後市）

障害福祉サービスを
利用できる対象地域
・2 市
＝宮津市、京丹後市
・2 町
＝伊根町、与謝野町

事業所名

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。

事業所からのメッセージ
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法人名

索

引

!

障害福祉サービスを利用したい！●障害者総合支援法●

サービス名

居宅介護
居宅介護
（ホームヘルプ）

サービス内容 事業所番号

入浴、排せつ又は食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助を行う。

1 ○
6 ○
11 ○
16 ○
18 ○
20 ○
22 ○
25
33 ○
36 ○
39 ○
40 ○
43 ○
52 ○
57 ○
66
○
○

重度の障害があり常に介護が必要な人に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出の際
重度訪問介護 の移動中の介護などを総合的に行う。

6 ○
11 ○
16 ○
18 ○
20 ○
22 ○
25
○

介
護

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者又は障害児を対象とした、外出時の移
動に必要な情報提供や移動の支援を行う。

行動援護

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児を対象とした
行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援を行う。

6 ○
16 ○
19 ○
25 ○
39 ○
40 ○
52
○

6 ○
16 ○
40 ○
52
○

生活介護

主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下
での介護や日常生活上の援助を行う。
常に介護を必要とする人に障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食
事の介護や創作的活動、生産活動の機会を提供する。

短期入所

居宅において介護者が病気の場合などに、障害者支援施設などへの短期間の入所による入
浴、排せつ、食事の介護などを行う。

療養介護

給
付

33 ○
36 ○
39 ○
40 ○
43 ○
52 ○
57 ○
66
○

（ショートステイ）

4 ○
5 ○
7 ○
12 ○
17 ○
25 ○
27 ○
30 ○
31 ○
32 ○
33 ○
38 ○
41 ○
42 ○
44 ○
47 ○
50 ○
57 ○
58 ○
60 ○
62
○

1 ○
2 ○
3 ○
9 ○
10 ○
12 ○
15 ○
17 ○
20 ○
22 ○
25 ○
27 ○
44 ○
48 ○
56 ○
57 ○
60 ○
61
○
常時介護を要する重度の障害者又は障害児であって、その介護の必要な程度が著しく高い

重度障害者等 者を対象とした、居宅介護をはじめとする障害福祉サービスを包括的に行う。
包括支援
40
○

夜間において、介護が必要な者や通所が困難な自立訓練又は就労移行支援等の利用者に対
施設入所支援 し、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活が営めるよう支援を行う。

施設入所支援

17 ○
60
○
自立訓練
（

訓

27
○

一般就労等を希望する障害者に対し、有期限の支援計画に基づき就労に必要な知識・能力
就労移行支援 の向上、実習、職場探し等を通じ適性に合った職場への就労・定着を図る等の支援を行う。

30
○

練
等
給
付

自立した日常生活や社会生活を営むため、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために
必要な訓練を行う。

一般企業等での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに

就労継続支援 一般就労に必要な知識・能力の向上を図る等の支援を行う。（雇用契約を結ぶ）
Ａ型
21 ○
26
49 ○
64
○
○

一般企業等での雇用が困難な者、一定年齢に達している者等に対し、一定の賃金水準のも
就労継続支援 とで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る等の支援を行う。
68 は P5 に記載
（雇用契約は結ばない） ※ ○

Ｂ型

4 ○
7 ○
8 ○
12 ○
30 ○
31 ○
32 ○
68 ○
33 ○
38 ○
41 ○
42 ○
45 ○
60 ○
62 ○
64 ○
65
○
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の

共同生活援助 介護その他の日常生活上の援助を行う。
（グループホーム）

2 ○
3 ○
13 ○
14 ○
15 ○
29 ○
33 ○
40 ○
50 ○
61 ○
63
○
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！

障害児対象サービスを利用したい！●児童福祉法●
児童発達支援

障害児に対し、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う。

23 ○
55
○
上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、医療型児童発達支援セン

医療型児童発達支援 ター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行う。
放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のた
めに必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。

23 ○
37 ○
38 ○
54 ○
55
○
保育所等の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児に対し、その施設におけ
る障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。

23 ○
37 ○
55
○

障害児相談支援

？

障害児通所支援の支給決定に係る障害児支援利用計画の作成や、サービス事業
者等との連絡調整等を行う。

6 ○
16 ○
23 ○
24 ○
28
34 ○
37 ○
40 ○
51 ○
59
○
○

どこに相談すれば良いの？●障害者総合支援法●
特定相談
計画相談支援
支援

地域移行支援

障害福祉サービス等の申請にかかる支給決定前に、サービス等利用計
画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行う
とともに、サービス利用計画の作成を行うなどの支援を行う。

6 ○
12 ○
16 ○
17 ○
23 ○
24 ○
28 ○
34 ○
37 ○
40 ○
51 ○
59
○
障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院している障害者等に対し、
地域生活移行のための活動に対する相談、障害福祉サービス事業者等へ
の同行支援等を行う。

24 ○
28 ○
34 ○
40 ○
59
○

一般相談
支援

居宅において、単身で生活する障害者又は同居の家族による支援を受け
られない障害者に対し、常時の連絡体制の確保、障害の特性に起因する

地域定着支援

緊急事態等の相談、緊急訪問等の支援を行う。

24 ○
28 ○
34 ○
40 ○
59
○

？
？

申請からサービスを利用するまでの流れは？

相談

申請

審査・

利用計画

認定・

判定

立案

通知

まずは、

相談 し て

契約

利用

障害福祉サービスを利用するために、お住まいの市町又は
上記の特定相談支援に記載の事業所に相談して下さい。

下さい。

市町の窓口は 13～14 ページをご覧下さい。
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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

（京丹後市）

（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

（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

〒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。

7

四つ葉ハウス

身体・知的・精神・障害児

特定相談支援

「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。

障害児相談支援

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

（京丹後市）

就労継続支援Ｂ型

安心した生活を送れるよう、
お手伝いをさせて頂きます。

身体・知的・精神

「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
（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
グループホーム

15

丸山ホーム

14

６８

杜の散歩道
（福）久美の浜福祉会

〒629-3558
久美浜町
丸山 307
TEL 0772-84-0686
FAX 0772-84-0858

〒629-3405
京丹後市久美浜町 864-1
TEL 0772-82-9393 FAX 0772-82-9395

就労継続支援 B 型

身体･知的･精神

身体・知的・精神

佐濃ホームは男性の方、丸山ホームは女性の方

国産大豆の豆腐を使った料理で、豆腐カフェ

利用のホームとして、美味しい食事と安心して

を営業しています。楽しく働くことが出来る

暮らせる生活を提供しています。

施設を目指しています。

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

（京丹後市）

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 0772-60-8650

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）

〒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

発達障害者丹後圏域支援センター
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

〒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

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

〒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

（京丹後市）

（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

「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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生活介護うぇーぶ（宮津市・伊根町・与謝野町） サンホーム

33

（福）京都太陽の園

（福）京都太陽の園

〒626-0043 宮津市惣 397
TEL 0772-20-1212
FAX 0772-20-1177

〒626-0043 宮津市惣 397
TEL 0772-20-1212
FAX 0772-20-1177

生活介護 身体・知的・精神
グループホーム

工房シーガル
就労継続支援Ｂ型
身体・知的・精神

身体・知的・精神

工房シーガルでは、おいしいパンを焼いて販売。
皆が笑顔になれるサンホームを目指しています。

障害者生活支援センターかもめ

34

（2 市 2 町）

（福）京都太陽の園

〒626-0012 宮津市字浜町 3012
宮津市福祉・教育総合プラザ(宮津シーサイドマートミップル)4 階
TEL 0772-20-2011
FAX 0772-20-2022

ヘルパーステーションぱらそる

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

〒626-0043

（福）京都太陽の園

TEL 0772-20-1212

宮津市惣 397

FAX 0772-20-1177

障害のある方の相談をお受け

（宮津市・伊根町・与謝野町）

しています。また、サービス
プラン作成も行っています。

天橋訪問介護事業所

36

身体・知的・精神・障害児

（宮津市）

37

（福）北星会

児童発達支援センターすずらん
（福）みねやま福祉会

〒626-0043 宮津市字惣 420-1
TEL 0772-22-0558
FAX 0772-22-3232

（宮津市・伊根町・与謝野町）

〒629-2251 宮津市字須津 950-120
TEL 0772-46-0216
FAX 0772-46-6470
児童発達支援センター

居宅介護 重度訪問介護 身体

保育所等訪問支援

特定相談支援 障害児相談支援

あなたの笑顔のために、住み慣れ

楽しい遊びを通して、お子さん

ト コロ

た場所へ、やさしい心をお届けし

（乳幼児期・学童期）の成長や発

ます。

達を支援します。

38

マ・ルート

（宮津市・伊根町・与謝野町）

39

（福）みねやま福祉会

宮津市社会福祉協議会
（福）宮津市社会福祉協議会

〒626-0061 宮津市字波路 716-3
TEL 0772-20-1152【時間外(1150)】 FAX 0772-20-1154

〒626-0041 宮津市字鶴賀 2109-2
TEL 0772-22-2090【事業所(4165）
】

生活介護 就労継続支援Ｂ型 知的・精神

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 身体・知的・精神

放課後等デイサービス

長年、住み慣れたご自宅で、
自立しながら日常生活や社会
生活を安心に暮らしていただ
けるように「資格を持った専
門職員」が支援を行ないます。

得意を活かし自分らしく。誰もが
主役になれる「私たちの居場所」
…続きはＴＥＬで！
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（宮津市）

FAX 0772-25-2414

40

障害者生活支援センター結
ヘルパーステーション結
（福）よさのうみ福祉会
障害者相談支援事業所 結（宮津市・伊根町）

（2 市 2 町）

（福）よさのうみ福祉会

〒626-0043 宮津市字惣 399
TEL 0772-22-3915
FAX 0772-20-4008

〒626-0043 宮津市字惣 399
TEL 0772-22-3915
FAX 0772-20-4008

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

居宅介護 重度訪問介護 同行援護
行動援護 重度障害者等包括支援

日常生活に困難さや生活のし
づらさのある方、どこに相談
すれば良いのか分からない方
もご相談下さい。

身体・知的・精神・障害児

人と人を結び、地域で豊かな生活が送れるよう
総合的な支援と地域づくりを目指します。

ホームすみれ
(すみれ・あいりす・こすもす・もくれん）

41

すまいる

（宮津市・伊根町・与謝野町）

（福）よさのうみ福祉会

（福）よさのうみ福祉会

〒626-0043 宮津市字惣 399
TEL 0772-22-3912
FAX 0772-20-4008

〒626-0022 宮津市字万町 529
TEL 0772-22-1933
FAX 0772-22-1934

グループホーム 知的・精神

生活介護
身体・知的・精神

畑を借りて野菜作りを始めまし
た。自然の中で一緒に仕事をし
てみませんか？

宮津市内において５ヶ所のグル
ープホームを運営しています。

42

みやづ作業所

（宮津市・伊根町・与謝野町）

43

（福）よさのうみ福祉会

伊根町社会福祉協議会
（福）伊根町社会福祉協議会

〒626-0033 宮津市字宮村 1604
TEL 0772-22-7254
FAX 0772-22-7672

〒626-0413 与謝郡伊根町字泊 1
TEL 0772-32-0176
FAX 0772-32-1416

生活介護 就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

居宅介護 身体・知的・精神・障害児
重度訪問介護 身体・障害児

古紙回収等のリサイクル作業、

ご利用者さん本位のサービスに努め、爽や
かな笑顔と挨拶で訪問いたします。

陶芸作業、弁当箱の下請け作業
等に取り組んでいます。

44

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ine-shakyo.jp/

長寿苑短期入所生活介護事業所
（福）与謝郡福祉会

（伊根町）

45

（伊根町・与謝野町）

伊根の里

（宮津市・伊根町・与謝野町）

（福）よさのうみ福祉会

〒626-0414 与謝郡伊根町字六万部 154
TEL 0772-32-1280
FAX 0772-32-0271

〒626-0422 与謝郡伊根町字大原 145
TEL 0772-32-1424
FAX 0772-32-3242

短期入所 身体・知的

就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

伊根 デイサービスセンター
TEL 0772-32-1281

（伊根町）

生活介護 身体・知的（伊根町登録）
従来型の特別養護老人ホームと併設になっており、ショート
ご利用の場合は個室を準備させていただいております。デイ
サービスについては基準該当なので伊根町の方のみの受け入
れとなっています。その他にケアハウスもございまして、ど
のお風呂も温泉となっています。

様々な就労活動を通して、自己の秘めた力を引き上げ
ていける毎日を大切に取り組みを進めています。
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47
新型コロナウィルスとは？

飛沫感染
咳エチケット マスク着用
くしゃみや咳、つばなどの飛沫の中の
ウィルスを口や鼻から吸い込み感染する
接触感染
こまめな手洗い 消毒など
ウイルスが付いた手で目や口や鼻を触って
粘膜から感染する （手すり・スイッチ・ドアノブ等）

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 2112-3
TEL 0772-46-5390
FAX 0772-46-5390
生活介護 身体

聴覚言語障害者を対象に取組を
しています。手話や要約筆記の
情報保障があります。

京都府立医科大学附属北部医療センター
京都府公立大学法人

（宮津市・伊根町・与謝野町）
（福）京都聴覚言語障害者福祉協会

ウィルス性の風邪の一種で、発熱やのどの痛み、咳が長引くこ
と（1 週間程度）が多く、強いだるさを訴える方が多い事が特徴

48

宮津与謝聴覚言語障害者地域活動支援センター

49

（京都府内）

就労継続支援Ａ型施設スミレ （2 市 2 町）
（株）スミレ

〒629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481
TEL 0772-46-3371
FAX 0772-46-3371

〒629-2313 与謝郡与謝野町字三河内 823
TEL 0772-44-0202
FAX 0772-44-0203

短期入所 医療的ケアの必要な重症心身障害児者

就労継続支援Ａ型 身体（視覚除く）
・知的・精神

スミレの花言葉

利用者に居室の提供を行い、食

「謙虚・誠実・小さな幸せ」

事の提供・健康管理・その他日

を大事にして、皆の成長を

常生活の介護を行います。

喜び合います。

50

みんなのうち後野

（与謝野町）

51

ＮＰＯ法人丹後福祉応援団

こども発達支援相談室ぶんぶん
ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

〒629-2404 与謝郡与謝野町字後野 542-6
TEL 0772-44-2277
FAX 0772-44-2288

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 5833
TEL 0772-44-0003
FAX 0772-44-0003

生活介護 身体・知的・精神（与謝野町登録）

特定相談支援 障害児相談支援

グループホーム

身体・知的・精神

発達の気になるお子さん

小規模多機能型居宅介護事業所

がその子らしく過ごすた

の２階に併設し、共生型の良さ

めにお手伝いします。

を活かし生活を支援している。

ご相談ください。

52

児童生活支援センターすてっぷ

(2 市 2 町)

(2 市 2 町)

新型コロナウィルへの
集団感染防止に
３つの 「密」 をさけましょう！

ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 2216-4
TEL 0772-42-2979
FAX 0772-42-3227
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

身体・知的・精神・障害児

① 換気の悪い

密閉空間

② 多数が集まる

密集場所

あなたらしく生き生きと
暮らしていけるお手伝い

③ 間近で会話や発声をする

を全力でさせていただき

密接場面

ます。
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54

中高生サポート「ふれんず」 （与謝野町）

55

ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

療育教室「わんぱくクラブ」

（2 市 2 町）

ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

54
〒629-2313

与謝郡与謝野町字三河内 847
TEL 0772-42-3040
FAX 0772-42-3040

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 5835
TEL 0772-43-1126
FAX 0772-43-1126

放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

個々に合わせ、様々な活動をする

友達と一緒に遊ぼう！

中で、将来地域で豊かな生活が送

小集団の中で戸外活動を中心に

れるよう支援しています。

からだを育て、ことばを育てる。

56

ショートステイ岩滝あじさい苑

57

（与謝野町）

（福）与謝郡福祉会

虹ヶ丘ホームヘルパーステーション
（与謝野町）

（福）与謝郡福祉会

〒629-2263 与謝郡与謝野町字弓木 13-6
TEL 0772-46-5761
FAX 0772-46-5790

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋 600-3
TEL 0772-43-2389
FAX 0772-44-2060

短期入所 身体・知的

居宅介護 身体・知的・精神

重度訪問介護 身体

特別養護老人ホーム虹ヶ丘
TEL 0772-43-2394

「心地よく楽しく、
そしてゆったりと安らげる時間を
過ごしていただきたい･･･」

短期入所 身体・知的

虹ヶ丘デイサービスセンター
TEL 0772-43-2013

そんな想いを抱きながら、日々、サ
ービスの提供に努めています。岩滝
あじさい苑の利用を心からお待ちし
ております。

58

ふれあいホーム神宮寺

（与謝野町）

（与謝野町）

生活介護 身体・知的（与謝野町登録）

ホームのような町作りをコンセプトに掲げ、
地域に根ざしたサービスを心がけています。
（与謝野町）

59

（福）与謝郡福祉会

障害者生活支援センター結 （与謝野町）
与謝野町障害者相談支援事業所 結
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 2376
TEL 0772-44-2030
FAX 0772-44-1511

〒629-2402 与謝郡与謝野町字算所 18-1
TEL 0772-44-1566
FAX 0772-42-0614

生活介護 身体・知的・精神（与謝野町登録）

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

ホームのような町作りをコン

障害などでの生きにくさや困りご

セプトに掲げ、地域に根ざした

となどを一緒に考え、希望する生活

サービスを心がけています。

の実現を支援させていただきます。

60

つむぎ

（宮津市・伊根町・与謝野町）

いきいき

（福）よさのうみ福祉会

（福）よさのうみ福祉会

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋 600-6
TEL 0772-43-0380
FAX 0772-44-3020

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋 600-6
TEL 0772-43-0380
FAX 0772-44-3020

生活介護 就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

生活介護 施設入所 身体・知的・精神

短期入所いきいき
障害の重い利用者が多く、
ゆったりペ－スの作業と
外出や音楽など楽しい取り
組みを！！

（2 市 2 町）

短期入所 知的

自治会を中心に、夏祭り・X’mas
会＆ごくろうさん会・新年会等楽
しい企画も盛り沢山。
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（2 市 2 町）

61

菜の花ホーム
(菜の花ホーム・ハイツゆいまーる）

62

（福）よさのうみ福祉会

野田川共同作業所
（宮津市・伊根町・与謝野町）
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 1256
TEL 0772-46-6880
FAX 0772-46-6881

〒629-2402 与謝郡与謝野町算所 421
TEL 0772-44-1545
FAX 0772-44-1750

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

身体・知的・精神

短期入所菜の花ホーム

（２市２町）

短期入所 身体・知的・精神・障害児

一般就労を目指している方、毎日通って
働きたいけど自信のないあなた、簡単な
下請け作業からお弁当作り、慣れてくれ
ば他の事業所へのステップアップも応
援させていただきます。

重度障害のある方も利用できる
菜の花ホ－ム。
一人暮らしに近いアパ－ト型の
ハイツゆいま－る。

63

ホームゆめおり
（若草・おおぞら・ほっとホーム）

64

（福）よさのうみ福祉会

〒629-2421 与謝郡与謝野町字金屋 1730
TEL 0772-43-1730
FAX 0772-43-1733

知的・精神

身体・知的・精神

Ａ型事業では、レストラン・ホテル・浴場の営業を支
える厨房・接客・清掃等の仕事を、Ｂ型事業では、農
業・農産加工・パンやケーキ製造の仕事があります。
各部署によって出勤日、時間が異なりますので、毎月
勤務表を作成しています。

ゆったりとした雰囲気の中、
自分らしい暮らしを求めてい
く事が出来るホームです。

65

（2 市 2 町・福知山市・豊岡市）
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2312 与謝郡与謝野町字四辻 1004
TEL 0772-43-0885
FAX 0772-44-1889
グループホーム

リフレかやの里

ワークセンター花音

（2 市 2 町）

66

（福）よさのうみ福祉会

与謝野町社会福祉協議会 岩滝事業所
（福）与謝野町社会福祉協議会

〒629-2403 与謝郡与謝野町字加悦 802-7
TEL 0772-44-0022
FAX 0772-42-2022

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 2272-1
TEL 0772-46-5556
FAX 0772-46-3096

就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

居宅介護 身体・知的・障害児
重度訪問介護 身体・身体障害児

地域共生型福祉施設やすらの里

自分らしい生活が送ってもらえ

の中で、給食作業・清掃・喫茶店

るように、地域の方と支え合いな

の仕事をしています。

がら支援を行っています。

67

障害者就業・生活支援センターこまち
（福）よさのうみ福祉会

（2 市 2 町）

〒629-2503 京丹後市大宮町周枳 1-1
TEL 0772-68-0005
FAX 0772-68-0017
●就職までの就業準備・職場見学・職場実習や職場開拓等への支援
●就業に関する一般相談・ジョブコーチ支援
●就職してからの職場定着への支援
●雇用管理等に関するアドバイス
などを行います。
就職を希望する障害のある方、すでに就職している障害のある
方の就業と生活を支援します。また、障害のある方を雇用して
いる事業主の方、障害のある方の雇用を検討されている事業主
の方への相談・支援を行います。

※ ６８

は P5 に記載
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（与謝野町岩滝）

援
助
が
必
要
な
方
の
マ
ー
ク
で
す
。

家庭で、施設で、職場で、
「これって虐待？？」と思われたら、ためらわずにお電話下さい。
宮津市
障害者虐待防止センター
京丹後市 障害者虐待対応窓口
伊根町
虐待防止センター
与謝野町 よさの虐待ほっとライン
京都府障害者・高齢者権利擁護支援センター

外見からは分からなくても、援助が必要な
方がいます。席をゆずる、声をかけるなど
思いやりのある行動をお願いします。

☎0772-22-2121
☎0772-69-0320
☎0772-32-0504
☎0772-43-9033
☎075-414-4607

お問合せ先
京都府丹後保健所福祉課

「特性と分かっていても、どう関わったら良いかわからない・・」
「イライラして怒鳴ってしまう・・・」
無意識に行ってしまう暴力的な
「近所で気になる子どもがいる・・・」
しつけや虐待、ネグレクトなどに注意
子育てに悩むお父さんお母さん、「子どもの虐待かな？」と
思われた方、一人で抱え込まないで下さい。
特性を体罰や厳しいしつけで無理に直そうと
相談できる場所があります。
宮津市
京丹後市
伊根町
与謝野町

子育て支援係
子ども未来課
子育支援係
子育て応援課

京都府丹後保健所 福祉課
児童相談所全国共通ダイヤル

☎0772-22-2121
☎0772-69-0340
☎0772-32-0504
☎0772-43-9024
☎0772-43-9033
☎0772-62-4302
☎189

すると、子どもの発達を阻がいし、重大な二次
障害を引き起こしてしまう場合があります。
1
2
3

体罰をしない
感情的にならない
他の子と比べない

子育てサポートカウンセリング
子育てが負担になっていませんか？…
「このままでは強く叱ったり、叩いたりし
てしまいそう…」「子どもにどう接したら
よいかわからない」など子育てに負担感を
お持ちの方に心理カウンセリングを
行っています。電話予約が必要です。

京都府丹後保健所保健課

☎0772-62-4312

精神保健相談
こころの健康について、
電話や面接で精神保健福祉相談員
が相談を受けます。
毎月、精神科医による相談日（予約
制）があり、医学的判断が必要な相
談などに利用できます。

京都府丹後保健所福祉課

☎0772-62-4302
発
行 京都府丹後保健所
監
修 丹後圏域障害者自立支援協議会事務局
お 問 合 せ 先 京都府丹後保健所福祉課
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855
TEL 0772-62-4302
FAX 0772-62-4368
発行日
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平成 30 年 3 月
平成 31 年 4 月
令和 3 年 7 月

