
 

高島市障がい福祉サービス事業所概要 
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高島市障がい者自立支援協議会 



  

 



高島市内の障がい者支援機関一覧表 

住所 電話番号 給食 送迎

（福）ゆたか会　 朽木市場656 38-8030

NPO法人　 新旭町針江291 25-8360

（福）ゆたか会　 今津町住吉2-11-2 22-5561

（福）高島市社会福祉協議会　 勝野215 36‐8222

（福）虹の会　 新旭町藁園2607 25-8276

（株）Ｌｏｇｉｃ 新旭町旭892-1 20-2185

行動援護 居宅 （福）虹の会　 新旭町藁園2607 25-8276

（福）すぎやまの家 今津町杉山253 24-0045 〇

（福）ゆたか会　 今津町南新保87-14 22-3490 〇

（福）たかしま会　 マキノ町西浜1415 28-1128 〇

（福）すぎやまの家　 今津町杉山253 24-0045

（福）ゆたか会　 今津町南新保87-14 22-3490

（福）たかしま会　 マキノ町西浜1415 28-1128

（福）ゆたか会　　　　　　　　　　　清湖園　　　　　　　　　　 今津町南新保87-14 22‐3490 ○ ○

（福）虹の会　 安曇川町下小川2441-25 32‐3860 ○ ○

（福）虹の会　 今津町南新保593 22‐8100 ○ ○

（福）虹の会　 新旭町藁園2607 25-3500 ○ ○

（福）たかしま会　 マキノ町西浜1415 28-1128 ○ ○

（一社）このゆびとまれ マキノ町沢1221-1 20-4208 ○

（福）すぎやまの家　 今津町杉山253 24-0045 〇

（福）ゆたか会　 今津町南新保87-14 22-3490 〇

（福）たかしま会　 マキノ町西浜1415 28-1128 〇

生活訓練
通所

（訪問）
（一社）このゆびとまれ マキノ町沢1221-1 20-4208 ○

就労継続
支援A型

通所 NPO法人　風の会 今津町上弘部438 20－1600

NPO法人　 今津町中沼2-1-5 22-6777

（福）虹の会　 新旭町北畑45 25-5315 ○ ○

（福）ゆたか会　 今津町住吉2-11-2 22-3312

NPO法人　風の会 今津町上弘部438 20‐1600

（福）虹の会　 今津町南新保593 22‐8100 ○ ○

NPO法人　和・のどか マキノ町新保920 27-1625 ○ ○

（福）たかしま会　 マキノ町西浜1415 28-1822 ○ ○

NPO法人近江湖西会　 新旭町新庄487-3 20-1144 ○ ○

（福）虹の会　 新旭町北畑4-30 25-8277

（株）ネ 安曇川町中野７８３ 33-0051 〇

就労移行支援 通所 （福）ゆたか会　 今津町桜町2-3-5 22-3312

就労定着支援 通所 （福）ゆたか会　 今津町桜町2-3-5 22-3312

今津町住吉1-3-5 22‐5820 ○

安曇川町中央２－２－１ 28-7111 ○

高島鴨1413 36-1500 ○

新旭町太田1255-5 25-3000 ○

相談支援
センター

（福）虹の会
今津町弘川204－1
(今津老人福祉センター内)

22-5553

（福）ゆたか会　 今津町住吉2-11-2 22-3876

（福）ゆたか会　 今津町住吉2-11-2 22-3876

藤美寮

令和３年６月現在

（障害者総合支援法）

居宅介護
（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ）

居
宅

就労支援
センター

放課後等デ
イサービス

施設入所
支援

短期入所
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

就労継続
支援B型

通
所

生活介護

通
所

通
所

施
設

入
所

入
所

NPO法人　ワーカーズコープ

（同）エルブイアール

一
般
相
談

ヘルパーステーションひより

事業所名

朽木ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

元気な仲間

こころいちばんﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

高島居宅介護事業所

わになろう

わになろう

杉山寮

清湖園

藤美寮

清湖園

大地

藤美寮

清湖園

杉山寮

ドリーム・だんだん

ハーモニー

藤美寮

うらら

杉山寮

清湖園

自立訓練（生活訓練）事業所　かけはし

ジョブ・サポートセンター ・ メイピス

アイ・コラボレーション高島

アイリス

わーくる夢

ジョブ・サポートセンター ・ メイピス

ドリーム・あんです

ぬくもりスマイル作業所

藤の樹工房

すみれ

マーブル

ホトラ舎

わーくる夢

わーくる夢

第一アップル　

第２アップル

みんなの木

みんなのね

高島市障がい者相談支援センター　コンパス

湖西地域障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ

湖西地域働き・暮らし応援ｾﾝﾀｰ



障害児 住所 電話番号 給食 送迎

（福）虹の会 計画相談支援センター虹 新旭町北畑962-1（といろ内） 25-8122

（福）ゆたか会　 こころいちばん計画相談支援センター 今津町住吉2-11-2 22-4089

（福）すぎやまの家 相談支援事業・ひろかわ ○ 今津町杉山253 24-0045

（福）たかしま会　 藤美相談支援事業所 マキノ町西浜1415 20-5603

NPO法人　ワーカーズコープ 相談支援事業・アップルハウス ○ 今津町住吉1-3-5 22-5820

合同会社エルブイアール 相談支援事業所みち ○ 新旭町太田1255-5 25-3000

ＮＰＯ法人　近江湖西会 計画相談支援センターここはし（10：00～14：00） 新旭町旭1-8-5 090-
　6977-2554

ＮＰＯ法人　和・のどか こもれび計画相談支援事業所 マキノ町沢1158 27-1625

高島市 児童発達支援センター　エール ○ 新旭町北畑45-1 28-7016

（福）たかしま会　 安曇川町下小川2441-4 32-4141 ○ ○

（福）虹の会　 新旭町藁園2607 25-8276 ○ ○

NPO法人　 安曇川町上小川61-3 28-7226 ○

NPO法人　 新旭町北畑581 20-1313

（福）ゆたか会　 今津町南新保87-14 22-3490

（福）たかしま会　 マキノ町西浜1415 28-1128 〇

（福）虹の会 新旭町藁園2607 25-8276

ＮＰＯ法人　近江湖西会 新旭町旭1-8-5 33-7782

（福）ゆたか会　 今津町住吉2-11-2 22-5561 ― ―

（福）虹の会　 新旭町藁園2607 25-8276 ― ―

NPO法人　 新旭町針江291 25-8360 ― ―

今津町今津2447-9 22-5321 ― ―

（福） 勝野680 36-8222 ― ―

２４時間対応
型利用制度
支援事業
（セーフティ
ネット事業）

居
宅

（福）虹の会　 新旭町北畑962番地1 25-8276

新旭町北畑962番地1

今津町舟橋二丁目6番地4

新旭町新庄716番地1

安曇川町西万木165番地1

新旭町安井川1650番地3

新旭町熊野本1198番地14

安曇川町五番領19番地6

今津町日置前2730-1

マキノ町西浜233-1

マキノ町知内1149-1

今津町日置前2730-1

マキノ町高木浜2-6-19

(株)ネ 安曇川町中野1244-129

（福）すぎやまの家 今津町弘川1432-20

今津町浜分415-66

今津町浜分528-30

NPO法人　風の会　 新旭町新庄1443-2

（一社）虹の村　よりあい 今津町今津448-84

（株）夢の木 勝野1791番地3

（高島市宿泊体験事業）

（福）たかしま会　 マキノ町西浜１４１５ 28-1128

※利用される場合は担当の相談支援専門員に相談してください。

施
設

（福）虹の会　

20-2139

訪問入浴

移動支援
【社会参加・
余暇支援】

(地域生活支援事業）

地域活動
支援ｾﾝﾀｰ

【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

通
所

20-1600（メイピス）

22-4850

（福）たかしま会

（グループホーム）

20-6142

余
暇

事業所名

居
宅

ひまわり生活の家
（事務所）

新旭町藁園2607
25-3344

080-8306-3348

22-7373

宿泊体験事業

特定（障害児）
相談支援
事業所

計
画
相
談

（福）大阪自彊館
22-2501

28-1128　（藤美寮）

日中一時
支援

共同生活援助

高島市安曇川障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ｱﾝﾌｨﾆ

わになろう

きらきらクラブ

元気な仲間

清湖園

藤美寮

わになろう

ここはし（火～金）　　すみれ（月）

こころいちばんﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

わになろう

元気な仲間

アサヒサンクリーン在宅介護センター高島

高島市社会福祉協議会　きらり高島

といろ

といろ（新旭）

たっちの家

箱館ハウス

高木浜ホーム

やまえみ

さかえ（今津）

さくら（新旭）

太陽（安曇川）

ひまわり（新旭）

ほがらか（新旭）

よこまち（安曇川）

藤美寮

杉山ホーム

あしみ

ききょう

スキップ

みなみはま

プリエール

あっとホーム

羽ばたき



外観

住所

TEL FAX

備考

   日中支援：生活介護（定員36名）

   夜間支援：施設入所支援（定員30名）

外観

住所

TEL FAX

map

備考

    個室41室、2人部屋7室、3人部屋3室

　　日中支援：生活介護事業（60名）

杉山寮 知的・成人

〒520－1646　高島市今津町杉山253

（0740）24－0045 (0740)24－0054

概要

運　　営 社会福祉法人すぎやまの家

開設時期 平成7年(1995年)6月

利用定員 生活介護36名（入所30名）、短期入所4名

職員数   常勤職員19名、非常勤職員4名

事業内容

   ○作業：織物、絵画、折り紙、木工、紙すき、音楽等

   ○行事：花見、運動会、納涼祭、家族会（毎月）等

交通手段

ＪＲ近江今津駅・・・江若線（小浜・上中方面行）
　　　　近江杉山下車　5分

清湖園 身体・成人

〒520－1605　高島市今津町南新保87-14

（0740）22－3490 (0740)22－6228

概要

運　　営 社会福祉法人　ゆたか会

開設時期 昭和57年(1982年)4月

利用定員
生活介護60名（入所60名）、短期入所4名

日中一時支援３名以内

職員数 生活支援員51名、看護師6名、他19名

事業内容

   □「自立した社会人、自己責任による自己決定のできる環
      境作り」を生活支援の方針とし、6つのユニットによる清湖
      園方式のユニットケア・個々のニーズに対応した利用者
      主体の支援を実施しています。
   □朝・昼食に複数献立でお好きな料理を選んで頂き、注文
      後直ちに調理し適温の食事を召し上がって頂きます。
   □余暇・作業・訓練等の日中活動を実施しています。
   □地域との交流事業を協賛し親睦を深める等、幅広く地域
      との交流を図っています。

　　夜間支援：施設入所支援事業（60名）　 交通手段

JR近江今津駅・・・バス　あいあいタウン線　12分
　　　　　　　　　     車　約5分



外観

住所

TEL FAX

map

備考

　　・日中支援：生活介護事業、日中一時支援事業

　　・夜間支援：施設入所支援事業、短期入所

　　・宿泊体験事業（市からの委託）

藤美寮 知的・成人

〒520－1812　高島市マキノ町西浜1415

（0740）28－1128 (0740)28-0075

概要

運　　営 社会福祉法人たかしま会

開設時期 昭和53年(1978年)4月

利用定員 生活介護50名（入所46名）、短期入所6名

職員数 常勤27名､非常勤24名､計51名

事業内容

   ○日中活動：空き缶リサイクル班、運動班
　　　　　　　　　　生活スキル（機能訓練）班

　　　　　　　　　　クラブ活動、個別支援（買い物等）
   ○余暇支援：茶道、音楽、絵画、
　　　　　　　　　　エアロビクス等の各教室の開催
   ○行　事　　：ふじみ寮祭り、旅行、家族の集い、
　　　　　　　　　 クリスマス会、新年会、活動発表会、節分、
　　　　　　　　　 お花見の会

交通手段

ＪＲマキノ駅・・・徒歩10分



外観

住所

TEL FAX

作業内容 map

外観

住所

TEL FAX

作業内容 map

事業内容

＜生活介護＞
   ①生産活動…さをり・リサイクル事業・フェルト・
　　　　　　　　　　下請け作業等
   ②その他…文化的活動等

備考
   開所日：月～金（9：30～15：30）
   閉所日：祝祭日・夏期（8/14・15・16）
　　　　　   年末年始（12/29～1/3）
   ＊給食あり　　＊送迎あり（生活介護）

交通手段

JR近江今津駅・・・徒歩　30分
　　　　　　　　　　　 車　　約5分

社会福祉法人　虹の会

開設時期 平成15年(2003年)4月

利用定員 生活介護（28名）

職員数 　

事業内容

　　　①芸術（陶芸・アートなど）
　　　②音楽（音楽療法・ミュージックケアなど）
　　　③運動（ウォーキング・ストレッチなど）
　　　④健康（専門職の視点から必要に応じた支援を提供）
　　　⑤学習会・レクレーション・日帰り旅行など

　ドリーム・だんだん 生活介護

〒520－1605　高島市今津町南新保593

（0740）22－8100 (0740)22－3077

概要

運　　営

運  営 社会福祉法人　虹の会

開設時期 平成26年（2014年）4月

ハーモニー 生活介護

〒520-1511 高島市新旭町藁園2607番地

（0740）25－3500 (0740)25－3001

概要

備考
   開所日：月～金（9：45～15：45）
   閉所日：祝祭日・夏期（8/14・15・16）
　　　　　   年末年始（12/29～1/3）
   ＊給食・送迎あり

交通手段

JR新旭駅・・・  徒歩約15分
　　　　　　　　　 車　 約　5分

利用定員 生活介護20名

職員数



外観

住所

TEL FAX

作業内容

   ○生産活動

　　   園芸用土の製造・販売、野菜栽培、アルミ缶回収

　　   花・野菜苗の育苗、下請け

   ○その他

　    文化的活動、運動

　　　ピカピカ活動（手洗い、歯磨き等生活訓練）

　　　※農業を主として生産活動を行っています。

外観

住所

TEL FAX

作業内容 map

事業内容

備考
   開所日：月～金（9：45～15：45）
   閉所日：祝祭日・夏期（8/14・15・16）
　　　　　   年末年始（12/29～1/3）
   ＊給食・送迎あり

運　　営 社会福祉法人　虹の会

開設時期 平成15年（2003年）4月

交通手段

ＪＲ安曇川駅・・・車　約10分

利用定員 生活介護（20名）

職員数 　

　大地 生活介護

〒520-1223　高島市安曇川町下小川2441－25

（0740）32－3860 (0740)32－3862

概要

うらら 生活介護

〒520-1821　高島市マキノ町沢1221－1

（0740）20－4208 (0740)20－4209

概要

運　　営 一般社団法人　このゆびとまれ

開設時期 令和2年（2020年）4月

利用定員 生活介護（6名）

職員数 4名（看護師含む）

事業内容

備考
   開所日（提供時間）：月～金（10：00～16：00）送迎あり
   閉所日：土・日曜日・祝祭日・年末年始・お盆
　　　　　   ＊土・祝祭日は、年間行事に基づく

交通手段

JR湖西線中庄駅より路線バス６分
           マキノ駅より路線バス７分

「経験を積み重ねる」「活動を楽しむ」「体力を維持し健康を
楽しむ」を基礎に置きながら、一人ひとりの願いに沿った活
動に取り組みます。活動においては「創作」「作業」「余暇」
などを通して個々の力を育みます。

大地



生活訓練

外観

住所
TEL FAX

map

備考

平成２９年(2017年)４月
利用定員 通所（訪問型含む）１４名

交通手段

JR湖西線中庄駅より路線バス６分
           マキノ駅より路線バス７分

職員数 ３名
事業内容

「気持ちの整理を図り生活を整える」事を基礎に置きなが
ら、生活能力の向上のために必要な訓練を手段として、自
立した日常生活または社会生活を築いていきます。そして
就労等への移行に取組んでいきます。

閉所日：土・日曜日・祝祭日・年末年始・お盆
＊土・祝祭日は、年間行事に基づく

開所日(提供時間)：月～金（１０時～１６時）送迎あり

　かけはし 自立訓練
(生活訓練)

〒520－1821　高島市マキノ町沢1221－1
（0740）20-4208 (0740)20-4209

概要
運　　営 一般社団法人　このゆびとまれ

開設時期



通所型施設・作業所

外観

住所

TEL FAX

作業内容

   リネン業 map

Ａ型 洗濯、乾燥業務

Ｂ型 枕カバー、シーツ、タオル等の
たたみ仕上げ業務

備考

外観

住所
TEL FAX

作業内容 map
   ○ＤＴＰ：印刷物作成
   ○ＷＥＢ：ホームページ作成
   ○ＰＣ Ｓｃｈｏｏｌ：パソコン教室

備考

   ＊H21(2009).4～就労継続支援Ｂ型事業に移行

アイ・コラボレーション高島 Ｂ型事業

〒520－1622　高島市今津町中沼2丁目1－5
（0740）22－6777 (0740)22－6777

概要
運　　営 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション

開設時期 平成19年(2007年)4月
利用定員 10名
職員数 2名

事業内容

   開所日：月～金（10:00～16:00）
   閉所日：土・日・祝祭日

交通手段

ＪＲ近江今津駅・・・徒歩2分

特定非営利活動法人　風の会

開設時期 平成23年(2011年)5月

利用定員

事業内容

   開所日：月～土（8：40～17：10）

   閉所日：日、元日

　　

(0740)20－1599（0740）20－1600

〒520－1613 滋賀県高島市今津町上弘部438

Ａ型・Ｂ型

職員数 10人

Ａ型（10人）　・　Ｂ型（20人）

ジョブ・サポートセンター・
メイピス

概要

運　　営

交通手段

ＪＲ近江今津駅・・・ＪＲバス小浜駅行き乗車
　　　　　　　　　　　　上弘部バス停下車すぐ

　　　利用者は、日ほか1日　　　週休2日



通所型施設・作業所

外観

住所

TEL FAX

map

作業内容

   ②社会訓練実習　

外観

住所

TEL FAX

map

備考

　　　　　　　土曜日は事業所カレンダーによる

    開所日：月～金（9:00～16:00）

アイリス Ｂ型事業

http://shiganijinokai.net

〒520－1521　高島市新旭町北畑45

（0740）25－5315 (0740)25－8233

概要

運  営 社会福祉法人　虹の会

開設時期 平成9年（1997年）4月

利用定員 40名

職員数 　

事業内容

   ①生産的活動…リサイクル、メンテ、リネン等

備考
   開所日：月～金（9：45～15：45）土日祝は一部の作業のみ
   閉所日：祝祭日・夏期（8/14・15・16）
　　　　　　　*一部閉所でない事業あり
　　　　　   年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　*一部閉所でない事業あり
   ＊給食・送迎あり

交通手段

JR新旭駅・・・バス
　　　　　　     徒歩約15分

利用定員 ３２名

わーくる夢 Ｂ型事業

〒520－1623　高島市今津町住吉2丁目11番2

（0740）22－3312 (0740)22－3313

交通手段

ＪＲ近江今津駅・・・徒歩5分

職員数 　

事業内容

   ○シフォンケーキ・クッキー等の販売
   ○地元企業の下請け工賃作業
   ○DTP（卓上印刷・軽印刷）
   ○市内他事業所との連携作業

    閉所日:土・日（事業所カレンダーによる）
              5月 3日～5月  5日
              8月13日～8月15日
            12月29日～1月  3日

概要

運　　営 社会福祉法人　ゆたか会

開設時期 令和元年(2019年)12月

わーくる夢



通所型施設・作業所

外観

住所

TEL FAX

作業内容 map

外観

住所

TEL FAX

map

備考

閉所日：土・日・祝日

（施設年間カレンダーにより、

     土・祝日に開所している日もあります。）

※給食・送迎あり

　ドリーム・あんです Ｂ型事業

〒520－1605　高島市今津町南新保593

（0740）22－8100 (0740)22－3077

概要

運　　営 社会福祉法人　虹の会

開設時期 平成15年(2003年)4月

利用定員 就労継続支援B型（20名）

職員数 　

事業内容

<B型>
　①製造（焼き菓子）
　②販売（イベント・委託等）
　③カフェ・食堂・売店運営
　④学習会・研修会・日帰り旅行など

備考
　開所日：月～金（9:30～15：30)
  閉所日：祝祭日・期（8/14・15・16）
　　　　　　年末年始（12/29～1/3）
 ＊給食・送迎あり

交通手段

JR近江今津駅・・・徒歩　30分
　　　　　　　　　       車　　約5分

ぬくもりスマイル作業所 B型事業

〒520-1822　高島市マキノ町新保920

（0740）27-1625 （0740）27-1625

概要

運　　営 NPO法人　和・のどか

開設時期 平成28年７月

利用定員 20名

職員数 5名

事業内容

①工場の簡単な下請け作業　袋入れその他加工
②香木店よりの下請け
    紙箱製作・製品箱詰め
    各種におい袋製作
２ヶ月に一度程度行事をしています。
   例）長浜盆梅展見学 、こめ粉パン作り
         花見、そば打ち体験　etc.

開所日：月～金（9：30～15：30）

交通手段

JR近江中庄駅・・・徒歩10分



通所型施設・作業所

外観

住所

TEL FAX

map

備考

外観

住所

TEL FAX

map

備考

藤の樹工房 Ｂ型事業

〒520－1812　高島市マキノ町西浜1415

（0740）28－1822 (0740)20－5554

概要

運　　営 社会福祉法人　たかしま会

開設時期 平成19年(2007年)11月

利用定員 27名

職員数 8名

事業内容

作業内容

   ①市内企業からの受注作業

   ②野菜の生産・販売

　 ③委託農家との契約による農園の除草、収穫等各種作業

　 ④ヨモギ湯の素の製造・販売

 　⑤焼杉による壁飾り制作

   ⑥各種イベント出店

   開所日：月～金（9:30～15:40）
   閉所日：祝祭日、夏季（8/14・15・16）
　　　　　　　年末年始（12/29～1/3）
   ＊給食・送迎（マキノ町内・JR近江今津駅まで）あり

交通手段

ＪＲマキノ駅・・・徒歩10分

すみれ Ｂ型事業

〒520－1522　高島市新旭町新庄487番地3

（0740）20-1144 (0740)20－1144

概要

運　　営 NPO法人　近江湖西会

開設時期 平成21年4月

利用定員 20名

交通手段

ＪＲ新旭駅・・・徒歩10分

職員数 　6名

事業内容

○受注生産：扉パッキン加工、ビスの袋詰め、タッパーのラ
ベル貼り　他

    開所日：月～金（9:30～15:30）

    閉所日:土・日・祝日
              ○5月連休
              ○夏期休暇
            　○年末年始

藤の樹工房



通所型施設・作業所

外観

住所
TEL FAX

map

外観

住所
TEL FAX

作業内容 map

備考

職員数 　正社員５名、パート２名（エ―ゼロ株式会社）
事業内容

野菜づくり、近隣農家さんのお手伝い、農産物の加工など、
農業関連の仕事が中心になります。さまざまな作業を経験
していただく中で、それぞれの利用者の強みを見きわめ、伸
ばしていきます。

ホトラ舎 Ｂ型事業

滋賀県高島市安曇川町中野７８３
０７４０-３３-００５１

土に触れ、太陽を浴び、野菜を育てるという営みは、心身健
康にとてもいい影響を与えると日々実感します。利用者が
いきいきと働けるよう支援することで高工賃につなげていま
す。
グループホームの開設も予定しています。

交通手段

JR安曇川駅から車で15分。安曇川駅から送
迎もあります。その他の方はご相談ください。

運　　営 　株式会社ネ
開設時期 　２０１８年　９月　６日
利用定員 　１０名（２０２１年度までに２０名）

０７４０-３３-００５１
概要

マーブル B型事業

〒520-1521　高島市新旭町北畑4-30
（0740）25-8277

概要
運　　営 社会福祉法人　虹の会

開設時期 2016年12月
利用定員 10名
職員数 5名

事業内容
　○リネン作業
　　　・ピローケースのリネン作業（投入・たたみ作業）
　○その他
　　　・旅行、マーブル会（月1回：ミーティング＆食事会）

備考
   開所日：月～金曜日（8:30～17:15）
   閉所日：日曜日・1/1

   ＊給食・送迎なし
交通手段

JRをご利用の方：新旭駅東口より徒歩15分
お車をご利用の方：161号線バイパス「新旭」
で降り1分

至今津 至マキノ

Ｊ
Ｒ
湖
西

線

至大津

Ｒ1
6
1

バ
イ
パ

ス

かばた館
ほおじろ荘

アイリス

やすらぎ荘

湖西中学校

高島市役所

Ｐ

新
旭

駅

マーブル



通所型施設・作業所

外観

住所

TEL FAX

map

備考

開設時期 平成25年(2013年)10月

利用定員 ８名

わーくる夢
就労移行
就労定着

〒520－1632　高島市今津町桜町2丁目3-5

（0740）22-3312 (0740)22-3313

概要

運　　営

交通手段

ＪＲ近江今津駅・・・徒歩5分

職員数

事業内容

訓練内容
・体力づくり（就労後、毎日乗り切れる体力をつける）
・学習（生活マナー・職場マナーの学習等就職に向けたノウハウを学んでもらう）
・実習（就職に必要とされる機器の実習・・・コピー機・電卓・パソコンの使い方
等）
・ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）/学習会
・作業（幅広い職種を体験し、就労訓練を行います）

・課外学習訓練（さまざまな職種の実地訓練を行います）等

    土曜は事業所カレンダーによる
    閉所日:土・日（事業所カレンダーによる）
           5月 3日～5月  5日
              8月13日～8月15日
            12月29日～1月  3日

    開所日：月～金（9:00～16:00）

社会福祉法人　ゆたか会

わーくる夢



放課後等デイサービス

外観

住所
TEL FAX

map

外観

住所
TEL FAX

map

備考

職員数 常勤　３名　非常勤　５名　計８名
事業内容

学校に就学している障がいのある児や支援の必要なお子
さまに、放課後と長期休暇に安心して過ごせる場所を提供
します。個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の
充実のための活動を行います（創作活動や学習、社会体
験を通じて自己肯定感を高め、将来の生活が充実するよう
に支援します）

交通手段

ＪＲ安曇川駅　徒歩　2分

　開所日：平日　放課後等～１８時
　　　　　　学校休校日・土曜日・長期休暇　９時から１８時
　　　　　　＊早朝・夕方の時間延長には相談に応じます。
　対象者：６歳～１８歳（小学生から高校卒業まで）
　その他：送迎あり

運　　営 NPO法人 ワーカーズコープ
開設時期 平成２９年（２０１７年）４月
利用定員 10名

　第２アップル 　　放課後等
　　デイサービス

〒520-1216　滋賀県高島市安曇川町中央２丁目２－１

（0740）２８-７１１１ （0740）22-5830
概要

第一アップル 　　放課後等
　　デイサービス

〒520－1623高島市今津町住吉１丁目３番地５
（0740）22－5820 （0740）22－5830

概要
運　　営 NPO法人 ワーカーズコープ

開設時期 平成２８年３月１日～
利用定員 １０人（1日）
職員数 常勤３名非常勤６名

事業内容
学校に就学している支援の必要があるお子さんに、放課後
と長期休暇に安心できる居場所を提供します。創作活動に
よる表現する喜びの体験や地域交流の機会を通じて社会
生活や経験の幅を広げ日常生活におこる基本的習慣の自
立、集団生活への適応訓練を行い社会性の自立を支援す
る所です。　ｱｯﾌﾟﾙでは、お子様ひとりひとりに個別支援計
画書を作成し、計画に沿って療育を行ないます。

備考
　開所日：平日　放課後等～１８時
　　　　　　学校休校日・土曜日・長期休暇　１０時から１８時
　　　　　　＊早朝・夕方の時間延長には相談に応じます。
　対象者：６歳～１８歳（小学生から高校卒業まで）
　その他：送迎あり

交通手段

近江今津駅から徒歩５分

住吉神社

法務

局

労協センター事業団
放課後等デイサービス アップル

市民会館

今津東 コミュニティ

センター

近江

今津

駅



放課後等デイサービス

外観

住所
TEL FAX

map

備考
営業日：月曜日～土曜日（祝日除く）

外観

住所
TEL FAX

map

備考
開所日：平日　１０時３０分～１８時３０分まで
土曜、祝日及び学校休業日（日曜日除く）９時～１８時まで
長期休暇　９時～１８時

　その他：送迎あり

発達支援ルームみんなの木 　　放課後等
　　デイサービス

〒520－1111　高島市鴨1413
（0740）36-1500 （0740）36-1515

概要
運　　営 合同会社エルブイアール

開設時期 2017年3月
利用定員 １０名
職員数 常勤３名､非常勤４名､計７名

事業内容
障がいや発達に悩む児童に様々な療育を行います。
社会性：ソーシャルスキルトレーニングを通して社会性を育
みます。
生活面：手洗いなど基本的な日常生活に必要な行動の訓
練を行います。
運動：体育館活動や広場での活動を通じて運動能力の向
上と体力の向上を行います。
学習：個々のレベルに合わせた教材で進めます。

交通手段

ＪＲ近江高島駅・・・徒歩３０分

営業時間：平日１２：３０～１８：３０
　　　　　　　土曜、学校休業日（日曜日除く）９時から１８時
まで

みんなのね 　　放課後等
　　デイサービス

〒520－1512　高島市新旭町太田１２５５－５
（0740）25－3000 (0740)25-3100

概要
運　　営 合同会社エルブイアール

開設時期 平成２８年(２０１６年)３月１日
利用定員 １０名（１日あたり）

ＪＲ新旭駅・・・車で５分

職員数 常勤３名､非常勤５名､計８名
事業内容

学校就学中の障がいを持った子どもや発達に不安のある
子どもに、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生
活能力向上のための訓練等を継続的に提供することによ
り、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等
の居場所作りを行い、子どもたちの成長の手助けを行いま
す。

　対象者：６歳～１８歳 交通手段



地域活動支援センター【デイサービス】

外観

住所

TEL FAX

map

備考

外観

住所

TEL FAX

map

高島市安曇川障害者デイサービスセンター
（アンフィニ）

地域活動支
援センター

〒520－1223　高島市安曇川町下小川2441－4

（0740）32－4141 (0740)32ー4141

概要

運　　営 社会福祉法人　たかしま会

開設時期 平成4年(1992年)4月

利用定員 15名

職員数 8名

事業内容

   １　創作的活動
　   　絵画、書道、生け花、陶芸、手芸、音楽、法話、
　　　おやつ作り、小物づくり
   ２　機能訓練　（体操、ヨガ教室　等）
   ３　社会適応訓練　（手話、点訳、買い物、料理教室　等）
   ４　スポーツ・レクリエーション

   開所日：月～金（10:00～15:30）
   閉所日：土・日・祝祭日（ただし、土曜日は月１回開所）
 　  ＊給食・送迎あり
　   ＊入浴（火・金の午前中）
   ホリデーサロン　月１回実施

交通手段

ＪＲ安曇川駅・・・車　約10分

わになろう 地域活動支
援センター

〒520－1511　高島市新旭町藁園2607

（0740）25－8276 (0740)25－4017

運　　営 社会福祉法人　虹の会

開設時期 平成13年(2001年)10月

利用定員 30名

職員数 5名

事業内容

１．アート活動（児童も参加可）
　芸術家や芸大生等の支援を受け、絵画、染め、手芸、
シルクスクリーンなどの創作活動をのびのびと行います。
２．土曜デイ
　平日、それぞれの活動の場で働く仲間が一堂に会し、運
動、音楽、ゲーム、外出等を楽しみます。
３．生活体験
　最低限のサポートでグループ活動のできる人を対象に、
様々な外出、買い物、映画鑑賞、ボーリングなどの自立活
動を支援します。

備考
　開所日 アート活動　第1・第3日曜日　(10：00～14：30)
      　　  土曜デイ　　第2・第4土曜日　（9：30～15:45）
      　　　生活体験　 日曜日　（9:30～15:45） （年数回）
＊ハーモニーの開所に伴い、平日の活動は休止中
＊ｱｰﾄ・土曜ﾃﾞｲ：送迎有。弁当持参またはｺﾝﾋﾞﾆまで送迎
＊生活体験は、自力通所を原則とします。

交通手段

ＪＲ新旭駅・・・車5分
　　　　　　　　　徒歩15分

アンフィニ



グループホーム

さかえ（今津）

問合せ先 〒520-1511　高島市新旭町藁園2607

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

運営主体 社会福祉法人　虹の会

利用定員 ５名

職員数 １＋α

さくら（新旭）

問合せ先 〒520-1511　高島市新旭町藁園2607

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

運営主体 社会福祉法人　虹の会運営主体 社会福祉法人　虹の会

利用定員 ５名 利用定員 ６名

太陽（安曇川）

問合せ先 〒520-1511　高島市新旭町藁園2607

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

運営主体 社会福祉法人　虹の会

利用定員 ５名

運営主体 社会福祉法人　虹の会

職員数 １＋α職員数 １＋α

ひまわり（新旭）

問合せ先 〒520-1511　高島市新旭町藁園2607

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

利用定員 ５名

ほがらか（新旭）

問合せ先 〒520-1511　高島市新旭町藁園2607

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

職員数 １＋α職員数 １＋α

といろ

住所 〒520-1521　高島市新旭町北畑962‐1

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

運営主体 社会福祉法人　虹の会

利用定員 10名

職員数 1人（日勤）　1人（世話人）　2人（夜勤）　



グループホーム

住所

住所 住所

住所 住所

よこまち（安曇川） あっとホーム

問合せ先 〒520-1511　高島市新旭町藁園2607

℡・fax （0740）25-3344　fax（0740）25-4111

運営主体 社会福祉法人　虹の会

利用定員 ６名

職員数 １＋α

℡・fax （0740）28－1128 fax(0740)28-0075（藤美寮）

運営主体 社会福祉法人　たかしま会

〒520-1655　高島市今津町日置前２７３０－１

利用定員 4名（女性）

職員数

羽ばたき

〒520-１８１２　高島市マキノ町西浜２３３－１

℡・fax （0740）28－1128 fax(0740)28-0075（藤美寮）

運営主体 社会福祉法人　たかしま会

利用定員 ７名（男性）

職員数

たっちの家

〒520-1814　高島市マキノ町知内1149-1

℡・fax （0740）28－1128 fax(0740)28-0075（藤美寮）

運営主体 社会福祉法人　たかしま会

利用定員 ４名（女性）

職員数

箱館ハウス

〒520-1655  高島市今津町日置前２７３０－１

℡・fax （0740）28－1128 fax(0740)28-0075（藤美寮）

運営主体 社会福祉法人　たかしま会

利用定員 ４名（男性）

職員数

高木浜ホーム

〒520-1813  マキノ町高木浜２－６－１９

℡・fax （0740）28－1128 fax(0740)28-0075（藤美寮）

運営主体 社会福祉法人　たかしま会

利用定員 ４名（女性）

職員数



グループホーム

住所 住所

住所 住所

運営主体 一般社団法人虹の村よりあい

利用定員 5名

職員数 4名

みなみはま

住所 〒520-1621　高島市今津町今津448-84

℡・fax （０７４０）２８－７３７３

やまえみ

〒520-1511　高島市安曇川町中野1244-129

℡・fax 080-8306-3348

運営主体 株式会社ネ

利用定員 ４名

職員数 １＋α

杉山ホーム

〒520-1611　高島市今津町弘川1432-20

℡・fax (0740)20-2139 fax(0740)20-2139

運営主体 社会福祉法人　すぎやまの家

利用定員 ６名

職員数 ５名　

あしみ 男性

〒520-1604　高島市今津町浜分415-66

℡・fax （０７４０）２２－４８５０

運営主体 社会福祉法人　大阪自彊館

3+α（さわやか荘職員でバックアップ）

5名

職員数 3+α（さわやか荘職員でバックアップ）

ききょう 男性

℡・fax （０７４０）２２－２５０１

運営主体 社会福祉法人　大阪自彊館

NPO法人　風の会

スキップ

住所 〒520-1522　高島市新旭町新庄1443-2

利用定員利用定員 5名

職員数

〒520-1604　高島市今津町浜分528-30

利用定員 5名

職員数 3人（世話人）

℡・fax Tel 20-1600　・ Fax 20-1599　(メイピス）

運営主体



グループホーム

プリエール

住所 〒520-11121 高島市勝野1791-3

℡・fax TEL 0740-20-6142 メールyumenoki.inc@gmail.com 

運営主体 株式会社夢の木

利用定員 5名

職員数 4名



  

高島市 

宿泊体験事業 

  

 

 

〇対象となる方（以下のことををお考えの方）  

①障害者支援施設に入所中の方で、地域で生活を始めたいと考えている方。 

②精神障害者社会復帰施設などに入所中の方で、退所後に地域で生活を始めたい 

と考えている方。 

     ③病院などに入院しており、退院後に地域で生活を始めたいと考えている方。 

     ④家族からはなれ、自立した生活を目指したいと考えている方。 

 

〇利用のための条件 

     〇障がいのある方で、高島市在住 15 歳以上の方。（※1） 

     〇緊急時に連絡がとれる方。 

〇心身ともに良好で、原則一人で宿泊体験ができる方。 

 

 

〇利用までの流れ 

     ①（希望者）担当する相談支援専門員に相談 

     ②（相談支援専門員）聞き取りを行い、週間計画書を作成 

     ③（希望者）主治医がいる場合、指定の書類（※2）への記入を依頼。 

     ④（希望者）週間計画書、指定の申請書を高島市障がい福祉課に提出。 

 ↓ 

⑤（希望者）利用決定通知書が届くので、相談支援専門員に連絡。 

⑥（相談支援専門員）利用に向けて見学や日程の調整 

⑦体験事業利用開始 

 

（※1）障害手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳）の有無は問いません。 

（※2）指定の申請書…地域生活宿泊体験支援事業利用申請書兼同意書 



宿泊体験事業所のご紹介（藤美寮宿舎） 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

〇ＪＲマキノ駅から徒歩 7 分。セブンイレブンまで徒歩 2 分。 

〇1 泊 300 円（水光熱費。連続して最大 7 泊 8 日まで可能） 

またクリーニング代として 1 回の利用につき 1,000 円頂きます。 

〇バリアフリーではありません。 

〇各室エアコン完備。テレビ設置 1 室。備え付けの電子レンジや洗濯機など使用可能。 

〇食器・調理器具など使用可能。食材や調味料を準備し調理をお願いします。 

※備品の破損については自己弁償となります。 

※調理が難しい場合、藤美寮で実費にて食事を提供させて頂きます。（要相談） 

（朝 340 円・昼/夕 580 円） 

〇シャンプーや洗濯洗剤などの消耗品は、各自持ち込みをお願いします。 

〇タバコは所定の場所で喫煙できます。飲酒についてはお断りさせて頂いています。 

〒520-1812 

高島市マキノ町 

西浜１４１５ 



＜高島市障害福祉サービス事業所＞ 

 

 

わーくる夢（就労移行・就労定着） 

藤美寮 

藤の樹工房 

アイ・コラボレーション高島 
すみれ 

清湖園 

アンフィニ  大地 

ドリーム・あんです 

ドリーム・だんだん 

杉山寮 

メイピス 

アイリス 

マーブル 

ほろん 

働き暮らし応援センター 

わーくる夢（Ｂ型事業） 

ハーモニー 

わになろう 

第一アップル 

みんなのね 

かけはし 

うらら 

ぬくもりスマイル 

みんなの木 

第２アップル 

ホトラ舎 


