
障害者自立支援法により 知的障害者が利用できる福祉サービス『介護給付』や『訓練等給付』とその事業所     18.10.27  矢島義恭         
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 ※印 は地域生活支援事業です 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
      

 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 

就労継続支援(非雇用型)   従来の通所授産 
 従来の通所や入所の授産施設のイメージで、一般企業での

就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および

能力の向上のための必要な訓練の支援があります。 
20 希望の里 つばさ  (岡谷市 22-5874 つばさ福祉会 
20 第２この街学園   （下諏訪町 27-8974 この街福祉会 
20 この街学園    (茅野市 70-0532 この街福祉会 

 居宅介護（ホームヘルプ）             事業所名はWAM NET より 
 自宅で訪問をうけての、入浴、排泄、食事等の介護サービスがあります。 
NPO ふれあいセンターよもぎ 27-6294 岡谷 諏訪赤十字ホームヘルパステーション 57-6688 
NPO きずな 21-7616  〃 社協身体障害者居宅介護事業所 57-1950 諏訪 
コムスン 岡谷ケアセンター 26-3381  〃 アルピコタクシー介護センター 71-1191茅野 
社協指定訪問介護事業所 24-2121  〃 介護センター こすもす 73-7382 茅野 
ヘルパーステーション わかば 23-4884 〃 コムスン茅野ケアセンター 73-7591 茅野 
下諏訪町社会福祉協議会 27-7396 下諏 桜ハウス玉川障害者訪問介護事業所 82-7685 
諏訪共立ヘルパーステーション 28-2499 〃 社協西部訪問介護事業所 82-1315 茅野 
月岡ケアサービス 28-7650 〃 社協東部訪問介護事業所 82-1416 〃 
ヘルパーステーションなでしこ 27-9146 〃 ヘルパーステーションケアこまくさ 82-8080 
あい介護センター諏訪営業所 54-3321 諏訪 社協指定訪問介護事業所 62-6766 富士 
かりんの里 訪問介護事業所 57-5755 〃 社協清泉荘訪問介護事業所 61-8211 〃 
この街支援センター 54-1654 〃 社協指定訪問介護事業所 79-7228 原村 

 就労継続支援(雇用型） 
 従来の福祉工場等のイメージで、一般企業での就労が困難

な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上

のための必要な訓練の支援があります。 

 グループホーム    療育手帳所持者 
 夜間や休日に共同生活を行う住居で、個室が確保されて

いる。世話人による相談や日常生活上の支援があります。 
 ケアホーム       区分２以上 
 夜間や休日に共同生活を行う住居で、個室が確保されてい

る。生活支援員や世話人による入浴、排泄、食事等の支援が

あります。                        (パックアップ施設) 
7 G.C この街ホーム(諏訪市 (70-0532) この街福祉会 
4 G.C グリーンサム(茅野市 (62-7088) しらかば園 
5 G.C 悠楽        (原村 79-6606 はらむら悠生寮 
5 G.C 富士見町ＧＨ (富士見町 (62-7088) しらかば園 
     
     
     
     

 短期入所 (ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 
 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間もふく
めて入所施設で、入浴、排泄、食事等の支援があります。 
3 第 2この街学園 (下諏訪町   27-8974 この街福祉会 
 信濃医療福祉センター（下 27-3227 県 
6 精明学園         (茅野市 72-6212 愛泉会 
4 はらむら悠生寮   (原村 79-6606 りんどう信濃会 
4 しらかば園     (富士見町 62-7088 清明会 

※ 地域活動支援センター 
最初のページ(裏)に詳細を掲載してあります 18.9.30までの 外出介護   (新法)※ 移動支援    

障害者が円滑に外出できるよう、移動を支援します。 
NPO ふれあいセンターよもぎ 27-6294 岡谷 この街支援センター  70-0532 諏訪 
NPO きずな 21-7616  〃 介護センター こすもす 73-7382 茅野 
コムスン 岡谷ケアセンター 26-3381 〃 コムスン茅野ケアセンター 73-7591  〃 
社協指定訪問介護事業所 24-2121 〃 桜ハウス玉川障害者訪問介護事業所 82-7685 
下諏訪町社会福祉協議会 27-7396 下諏 社協西部訪問介護事業所 82-1315 茅野 
諏訪共立ヘルパーステーション 28-2499 〃 社協東部訪問介護事業所 82-1416  〃 
月岡ケアサービス 28-7650 〃 ヘルパーステーションケアこまくさ 82-8080 
ヘルパーステーションなでしこ 27-9146 〃 社協指定訪問介護事業所 62-6766 富士 
あい介護センター諏訪営業所 54-3321 諏訪 社協指定訪問介護事業所 79-7228 原村 

※ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ内［小規模作業所］ 
従来の市町村の共同作業所が新事業体系に移行する。 
24 岡谷市福祉作業所 23-8090 
22 下諏訪町共同作業所 28-9850 
22 諏訪市福祉作業所  さざ波の家 52-3649 
25 茅野市福祉作業所 あすなろセンター 72-7972 
10 原村社協共同作業所 79-6333 
 9 富士見町福祉共同作業所 61-2310 

 重度訪問介護    
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排

泄、食事などの介助や外出時の移動の補助があります。 
上記の「居宅介護」事業所で支援を行うことができる 

 就労移行支援          期間限定 
 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間(24 か月)、

就労に必要な知識および能力の向上のための必要な訓練の支

援があります。 

 自立訓練（機能訓練・生活訓練）期間限定 
 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間(24

か月)、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練の支

援があります。 

 行動援護   区分４（50歳以上 3）以上 
自己判断能力が制限されている人が行動する時、危険を回

避するために必要な支援や外出時の移動の補助があります。 
 この街支援センター  (諏訪市 54-1654 この街福祉会 

 生活介護   区分３（50歳以上は２）以上 
 従来の入所や通所の更生施設のイメージで、常に介護を必

要とする人が、昼間、入浴、排泄、食事等の介護を受けると

ともに、創作的活動や生産活動の機会が提供されます。 
85 精明学園   通所 15  (茅野 72-6212 愛泉会 
50 はらむら悠生寮   (原村 79-6606 りんどう信濃会 
90 しらかば園  通所 10  (富 62-7088 清明会 

 児童デイサービス 
障害児が施設に通い、日常生活の基本的な指導や集団生活へ

の適応訓練などがあります。 

 重度障害者包括支援 
 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービ

スを包括的な支援があります。 

※ 福祉ホーム 
 住居を必要としている人が、低額な料金で、居室の提供を

受けるとともに、管理人による相談や日常生活上の支援があ

ります。現在諏訪にありませんが整備が望まれます。 
  なし    療養介護  医療機関で療養上などの世話があります 

※ タイムケア 
新法にはない支援ですが、県単独事業として支援を行います、

従来のデイサービスのイメージです 
3 この街学園   茅野市 70-0532 この街福祉会 
 第２この街学園  下諏訪町 27-8974 この街福祉会 
15 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ モモ  茅野市 73-8445 この街福祉会 
 ぽっけのおうち  諏訪市 57-2814 この街福祉会 
30 諏訪市清水学園   諏訪市 58-2343 諏訪市 

 入所施設   区分４（50歳以上は 3）以上 
 障害者の入所支援施設で、夜間や休日に、入浴、排泄、食

事等の支援があります。 
70 精明学園         (茅野市 72-6212 愛泉会 
50 はらむら悠生寮   (原村 79-6606 りんどう信濃会 
80 しらかば園     (富士見町 62-7088 清明会 

諏訪圏域版 

∇ この表は概略ですので詳細は市町村窓口に問い合わ
せて下さい。 

∇ 表の内容は、随時追加補正しています 
∇ この資料は、自由にコピーしてお使いください 
∇ 圏域内ではグループホームや通所施設などが非常に
不足しており、その整備が当面の大きな課題です 

 


