
白老町

苫小牧市

安平町

厚真町

むかわ町

【西地区】

サポートセンターすまいる◇△●サポートセンターすまいる◇△●

医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院 すみかわメンタルクリニックすみかわメンタルクリニック

CARE CENTER アルドール※(Ｂ)
マイランドリーⅡ☆※(Ａ)(Ｂ)

愛の里☆サポートセンターあそしえ☆※(Ｂ)

マイランドリーⅠ※(Ｂ)
就労支援センター Snowdrop・Clover※(Ｂ)

ワークセンターるーぷ　しんとみ※(Ｂ) ワークセンターるーぷ　とよかわ※(Ｂ)
eco ネット苫小牧※(Ｂ)

CARE CENTER アルドール※(Ｂ)
マイランドリーⅡ☆※(Ａ)(Ｂ)

愛の里☆サポートセンターあそしえ☆※(Ｂ)

マイランドリーⅠ※(Ｂ)
就労支援センター Snowdrop・Clover※(Ｂ)

ワークセンターるーぷ　しんとみ※(Ｂ) ワークセンターるーぷ　とよかわ※(Ｂ)
eco ネット苫小牧※(Ｂ)

ファミリーハウス△ファミリーハウス△
社会福祉法人 苫小牧慈光会 樽前かしわぎ園●★ 社会福祉法人 希望の里 樽前希望学園●
グループホームはなまる◇ 共同ハウスすまいる◇

障害福祉サービス事業「グループホーム マインズ」◇ ファミリーハウス△ファミリーハウス△ファミリーハウス△
社会福祉法人 苫小牧慈光会 樽前かしわぎ園●★ 社会福祉法人 希望の里 樽前希望学園●
グループホームはなまる◇グループホームはなまる◇グループホームはなまる◇ 共同ハウスすまいる◇

障害福祉サービス事業「グループホーム マインズ」◇

【中央地区】
苫小牧市福祉部障がい福祉課

グループホームグリーングラス◇グループホームグリーングラス◇ピアハウスＰＯＰ苫小牧◇ グループホームグリーングラス◇グループホームグリーングラス◇グループホームグリーングラス◇ピアハウスＰＯＰ苫小牧◇ピアハウスＰＯＰ苫小牧◇ピアハウスＰＯＰ苫小牧◇

医療法人大島記念会 苫小牧緑ヶ丘病院医療法人大島記念会 苫小牧緑ヶ丘病院 医療法人社団玄洋会 メンタルケアわかくさ医療法人社団玄洋会 メンタルケアわかくさ

就労支援センターまろにえ※( 移 )(Ｂ) 工房四季※( 移 )(Ｂ)
医療法人玄洋会　玄※(Ａ)(Ｂ)株式会社ウェイブアイ※(Ａ)

株式会社ライファス　らいふぁす※(Ａ)
とまこまい地域福祉支援センターひだまり※(Ｂ)

就労支援センターまろにえ※( 移 )(Ｂ) 工房四季※( 移 )(Ｂ)
医療法人玄洋会　玄※(Ａ)(Ｂ)株式会社ウェイブアイ※(Ａ)

株式会社ライファス　らいふぁす※(Ａ)
とまこまい地域福祉支援センターひだまり※(Ｂ)

苫小牧地域生活支援センター◇△● 社会福祉法人緑星の里　サポート◇△●
POP ケアセンター苫小牧◇△● 道央佐藤病院　相談支援センター◇△●
相談支援センターきぼう◇ 相談支援センターとまるん◇

苫小牧地域生活支援センター◇△● 社会福祉法人緑星の里　サポート◇△●
POP ケアセンター苫小牧◇△● 道央佐藤病院　相談支援センター◇△●
相談支援センターきぼう◇ 相談支援センターとまるん◇

【東地区】

社会福祉法人 緑星の里 永光☆※( 移 )(Ｂ)社会福祉法人 緑星の里 永光☆※( 移 )(Ｂ) 就労サポートセンター紙風船☆※( 移 )(Ｂ)

障がい福祉サービス事業所美々川デイサービス※( 移 )(Ｂ)

綜合リサイクルパーク※( 移 )(Ａ) ワークセンターるーぷ　ひので※(Ｂ)
ワークランドのぞみ※(Ｂ) 愛らんど※(Ｂ)

社会福祉法人 緑星の里 永光☆※( 移 )(Ｂ)社会福祉法人 緑星の里 永光☆※( 移 )(Ｂ)社会福祉法人 緑星の里 永光☆※( 移 )(Ｂ) 就労サポートセンター紙風船☆※( 移 )(Ｂ)

障がい福祉サービス事業所美々川デイサービス※( 移 )(Ｂ)

綜合リサイクルパーク※( 移 )(Ａ) ワークセンターるーぷ　ひので※(Ｂ)
ワークランドのぞみ※(Ｂ) 愛らんど※(Ｂ)

社会医療法人こぶし 植苗病院社会医療法人こぶし 植苗病院 社会医療法人こぶし 柳町診療所社会医療法人こぶし 柳町診療所

社会医療法人こぶし　相談支援事業所とまっぷ◇△●社会医療法人こぶし　相談支援事業所とまっぷ◇△●

グループホームリラックス◇

苫小牧ベース◇

共同生活援助ウィング◇
社会福祉法人緑星の里　地域生活支援センター　ハーフタイム◇ 社会福祉法人緑星の里　グリーンホーム◇
美々川福祉会障がい者支援施設　美々川福祉園●★

社会福祉法人 緑星の里 青雲●★社会福祉法人 緑星の里 永光●△★
社会福祉法人 緑星の里 光陽荘●★

社会福祉法人 緑星の里 やまぶき●★
社会福祉法人 緑星の里 ライフウィング●★

遊友荘◇遊友荘◇

グループホームリラックス◇グループホームリラックス◇グループホームリラックス◇

苫小牧ベース◇苫小牧ベース◇苫小牧ベース◇

共同生活援助ウィング◇
社会福祉法人緑星の里　地域生活支援センター　ハーフタイム◇ 社会福祉法人緑星の里　グリーンホーム◇
美々川福祉会障がい者支援施設　美々川福祉園●★

社会福祉法人 緑星の里 青雲●★社会福祉法人 緑星の里 永光●△★
社会福祉法人 緑星の里 光陽荘●★

社会福祉法人 緑星の里 やまぶき●★
社会福祉法人 緑星の里 ライフウィング●★

遊友荘◇遊友荘◇遊友荘◇

医療法人玄洋会
メンタルケアわかくさ

社会医療法人こぶし
植苗病院

社会医療法人こぶし
柳町診療所

すみかわ
メンタルクリニック

医療法人社団玄洋会
道央佐藤病院

苫小牧市社会福祉協議会

苫小牧市役所

医療法人大島記念会
苫小牧緑ヶ丘病院

白老町生活福祉部健康福祉課

ゆから◇ 白老町相談支援事業所◇ゆから◇ 白老町相談支援事業所◇

北海道きのこファーム※( 移・Ａ)
フロンティア ※(Ｂ) ポプリ※(Ｂ)
北海道きのこファーム※( 移・Ａ)
フロンティア ※(Ｂ) ポプリ※(Ｂ)

ほのぼの荘◇ そよ風◇
あおぞら◇

指定共同生活援助 ( 介護サービス包括型 ) しおさい◇

社台やわらぎ園●★

北海道リハビリテーションセンター療護部●★
北海道リハビリテーションセンター●

社台福祉園●

ホームこもれび◇

地域生活支援センターあぷろ グループホームかい 短期入所★
地域生活支援センター あぷろ★

ほのぼの荘◇ほのぼの荘◇ほのぼの荘◇ そよ風◇そよ風◇そよ風◇
あおぞら◇あおぞら◇あおぞら◇

指定共同生活援助 ( 介護サービス包括型 ) しおさい◇指定共同生活援助 ( 介護サービス包括型 ) しおさい◇指定共同生活援助 ( 介護サービス包括型 ) しおさい◇

社台やわらぎ園●★

北海道リハビリテーションセンター療護部●★
北海道リハビリテーションセンター●

社台福祉園●

ホームこもれび◇

地域生活支援センターあぷろ グループホームかい 短期入所★
地域生活支援センター あぷろ★地域生活支援センター あぷろ★地域生活支援センター あぷろ★

白老町役場

白老町社会福祉協議会

厚真町町民福祉課

デイワーク里工房
ほっとす※(Ｂ)
デイワーク里工房
ほっとす※(Ｂ)

厚真リハビリセンター 
障害者短期入所事業所★
厚真リハビリセンター 
障害者短期入所事業所★

厚真町社会福祉協議会

厚真町役場

むかわ町健康福祉課

むかわ町指定特定（障がい児）相談支援事業所◇むかわ町指定特定（障がい児）相談支援事業所◇

ほべつ就労支援センター※(Ｂ)
むかわ夢風船※(Ｂ)

夢風船※(Ｂ)

ほべつ就労支援センター※(Ｂ)
むかわ夢風船※(Ｂ)

夢風船※(Ｂ)

グループホーム
かっぷりんぐ◇
グループホーム
かっぷりんぐ◇

ほべつ誠和●ほべつ誠光●★
グループホーム
かっぷりんぐ◇
グループホーム
かっぷりんぐ◇
グループホーム
かっぷりんぐ◇

ほべつ誠和●ほべつ誠光●★

むかわ町社会福祉
協議会 支所

むかわ町役場

むかわ町社会福祉協議会 本所

安平町役場追分庁舎健康福祉課

あけぼの
グループホーム◇

富岡ホーム◇

富門華寮●
第二富門華寮●

あけぼの
グループホーム◇
あけぼの
グループホーム◇
あけぼの
グループホーム◇

富岡ホーム◇富岡ホーム◇富岡ホーム◇

富門華寮●
第二富門華寮●

安平町社会福祉
協議会 本所

安平町社会福祉協議会 追分支所

安平町役場追分庁舎

精神科病院 精神科クリニック精神科クリニック 日中活動【※…就労支援 ((Ａ)…Ａ型 (Ｂ)…Ｂ型 ( 移 )…移行 ) ☆…自立訓練（生活訓練）】日中活動【※…就労支援 ((Ａ)…Ａ型 (Ｂ)…Ｂ型 ( 移 )…移行 ) ☆…自立訓練（生活訓練）】
住居【◇…共同生活援助（グループホーム） △…宿泊型自立訓練 ●…施設入所支援 ★…短期入所 ( ショートスティ )】住居【◇…共同生活援助（グループホーム） △…宿泊型自立訓練 ●…施設入所支援 ★…短期入所 ( ショートスティ )】
相談支援事業等【◇…計画相談支援 △…地域移行支援 ●…地域定着支援】相談支援事業等【◇…計画相談支援 △…地域移行支援 ●…地域定着支援】

東胆振圏域障がい福祉サービス等社会資源マップ 平成 29 年 9月 20 日現在


