
徳島赤十字障がい者支援施設ひのみね
障がい者相談支援センターひのみね

〒773-0015　小松島市中田町新開4-1
電話　（０８８５）３２－０９０３<代表>　　　ＦＡＸ （０８８５）３３－３０３７

【 実施内容 】

    私たちは、阿南市・那賀町の事業委託を受け相談支援事業を推進しています。
  住み慣れた地域での『望む暮らしの実現』と『安心で自立した生活』を可能とするため
のサポート機関として、身近な存在で有用な役割を担っています。
    具体的には地域で生活する障がい者に対し①福祉サービスの利用援助　②社会資

源を活用するための支援　③社会生活力を高めるための支援　④ピアカウンセリング　
⑤専門機関の紹介　⑥権利擁護のための必要な援助　等を行っています。
    これらを総合的に行うことにより、障がい者やその家族の地域における生活を支援
し、自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

【 施設の特徴・大切にしていること 】

    徳島赤十字ひのみね総合療育センターおよび徳島赤十字障がい者支援施設ひの

みねは、県下で唯一の医療機能を持ち合わせた複合型援護施設として、乳幼児から
高齢の身体障がいや心身障がいのある方々に対して医療、リハビリ、生活支援等を総
合的に提供しています。
    また、培った技能や対人援助プログラムを地域に提供し、地域と共に歩む施設づく
りを目指しています。

【 メッセージ 】

    いかなる支援にも必ずプラスとマイナスが伴うもので、絶対的にプラスである支援な

どはないと思います。現実的な対応として、よりプラスの多い、よりマイナスの少ない支
援を工夫することを心掛けています。
    プライバシーは必ず守ります。相談での費用負担はかかりません。安心して相談し
て下さい。

【 連絡先 】
  電話（0885）32-0903【代表】→「相談支援」へおつなぎします。
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シーズ相談支援事業部

〒774-0044　阿南市上中町南島15-1
電話　（０８８４）２４－３３６６　　　FAX　（０８８４）２３－０２６３

【実施内容】
    身体・知的・精神の各障がい者（児）又はご家族の方を対象に相談支援事業を
    行っています。
　 ・福祉サービスの利用についての相談
　 ・就学、就業、生活、介護に関する事の相談及び援助
 　・日中活動、福祉サービス利用についての情報提供
　 ・権利擁護の為に必要な援助

 　＊相談について
　　相談は無料です。まずお電話又はファックス下さい。
　　相談時間は午前9時から午後5時の間（土、日、祝日は休み）
　　直接来て頂く場合は事前にご連絡下さい。相談員が御自宅へ伺うことも可能です。

【施設の特徴・大切にしていること】
  シーズでは法人内で複数の事業を展開している為、本体施設の入所支援・ＧＨ・
  就労支援事業との連携により住まいと日中活動・就労面において一体的に支援を
  おこなっています。

【連絡先】
　　障害者支援施設シーズ内（シーズ相談支援事業部）　TEL　0884-24-3366
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障がい者支援施設・淡島学園
相談支援事業・淡島学園

〒774-0009　阿南市西路見町姥6-7
電話　（０８８４）２２－０３７９　　　ＦＡＸ　（０８８４）２２－６６４８
E-mail awashima@alpha.ocn.ne.jp

【実施内容】 
 １　障がい者支援施設　淡島学園
      日中活動の支援や夜間等における必要な介護を提供するため、施設入所・
   生活介護・短期入所・日中一時といった支援事業を行っています。
 ２　相談支援事業・淡島学園
　    阿南市、小松島市及び那賀町から委託を受け、相談支援業務を行っています。
　（１）身体・知的・精神に障がいのある方、難病の方、発達障がいや高次脳機能
 　 　障がいの方の仕事や経済面での悩み、福祉制度や日常生活における困りごと
  　　など様々な相談に応じ、障がい福祉サービスが円滑に受けられるよう、関係
  　　機関との連絡調整を行います。相談は無料で、プライバシーは守ります。
　（２）毎月第２土曜日の午後１時から４時までの間、淡島学園スポーツホール内
　　　の和室において、茶話会、創作活動など気分転換や情報共有の場を提供する
　　　　「ほんわかカフェ」を開催しています。事前の予約は必要ありません。また、
　　　無料ですので、おひとりでも家族連れでもお気軽にお越しください。

【施設の特徴・大切にしていること】
　　　地域の皆さんと交流ができる場づくり、近隣の公園など公共の場所の清掃活動
　　や小中学生の下校時の見守り活動などを通して、地域の皆さんに愛される学園と
　　なるよう心がけています。

【メッセージ】
　　　自分一人だけあるいは家族だけで悩まず、まずはご相談ください。ゆっくりと
 　 お話を伺いますので、一緒に解決方法を考えていきましょう。

【連絡先】
　　　相談支援事業　淡島学園　電話（0884）22-0379　ご相談受付は、平日の午前
　　８時半から午後５時１５分までです。土・日・祝日は休みですが、緊急を要する
　　場合はご連絡ください。
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とみた県南コミュニティケアセンター
相談支援事業所とみた

〒779-2306　海部郡美波町西河内字月輪126-4
電話　（０８８４）７７－１２３０　　　ＦＡＸ　（０８８４）７７－１２０８

【実施内容】
〇 基本相談支援（心の健康相談）
  ・月１回、町の保健師と心の悩みを持たれているご本人やご家族の相談に応じます。
  ・那賀町の旧５町村を巡回しています。巡回地域については、町の保健師にお尋ね  
　 下さい。
  ・月１回の巡回相談以外では、電話や来所されての相談にも応じています。
〇 計画相談支援
  ・障害者福祉サービスを利用には、サービス等利用計画が必要となったことから、 
　 利用する際には、ご本人のサービス利用に対する意見をお聞きし、計画を立て、  
　 作成します。
〇 地域相談支援
  ・施設や病院に長期入所している方が、地域での生活を考える方に、住居の確保や
　 新生活の準備等について相談に応じ、一緒に支援していきます。
【施設の特徴・大切にしていること】
　・相談支援事業所とみたは那賀町、海部郡３町の委託を受けて実施している事業所
　 です。主に地域で暮らす精神障がい者の方を対象に支援を行っています。町の保健
　 師と一緒に家庭へ訪問し、福祉・医療・制度について相談に応じています。
【メッセージ】
　・当センターは他に、共同生活援助事業所（グループホーム）、就労継続支援B型
　 事業所、地域活動支援センターを併設しています。暮らす場所や働く場所、居場所
　 つくりとして開設しています。
  ・地域で暮らす中で、困ったことがありましたら一緒に考えていきましょう。

【連絡先】相談支援専門員・精神保健福祉士　美馬
　　　　　電話（０８８４）７７－１２３０
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西室苑

〒774-0046　阿南市長生町間谷32番地    
電話 （０８８４）２２-１８１０　　　FAX （０８８４）２３-６４３３
E-mail nmeanan@nisimuro.jp　　Ｗｅｂ http://www.nisimuro.jp

【実施内容】
○施設入所支援事業
 　２４時間、健やかにお過し頂きたく介護や余暇活動等、お一人おひとりの個性に応じ、
 日々誠実に支援させていただきます。

○生活介護事業
　 日中、入浴・排泄・食事等の介護や、機能訓練・創作的活動等を提供させて頂きます。
　 より快適で豊かな生活のお手伝いをさせていただきます。
  
○短期入所事業
　 短期のご利用が必要な皆様に、介護サービスやレジャー等を提供させて頂きます。
  
○就労継続支援Ｂ型事業
　 日中の生産活動や創作的活動を通して、皆様の社会参加を応援致します。
  
○日中一時支援事業
　 一時的に日中､サービスをご利用頂く皆様に介護やレクリエーション等を提供致します｡
  
○相談支援センター
   福祉に関するご相談及び情報提供、連絡調整やサービス利用計画書等を作成してい
 ます。
  
【施設の特徴・大切にしていること】
　ゆったりとした時間の中で、皆様が人生の楽しみを見出し、生きる目的を保持し続けて
 頂けるようスタッフが誇りを持ち、専門家として納得できる最善の支援を提供しています。

【メッセージ】

　専門スタッフが、皆様の「やすらぎある・・・」と「はたらきたい・・」を応援し、充実した潤い
ある生活のプレゼントをめざして支援しています。まずは、ご相談ください。

【連絡先】サービス管理責任者・相談支援専門員：上記、電話番号へお電話ください。

那賀川

130
24

桑野川

24

那賀川橋南詰 から約 4 km
長生郵便局 から約 800 m 

27

至富岡

至徳島

至日和佐

24

長生中

至富岡

大津田

社会福祉法人

西 室 苑

長生

小学校
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徳島県南部在宅障がい児者総合相談支援センターしんらい

相談支援事業所「こなん」

〒779-1235　阿南市那賀川町苅屋25番地
電話 （０８８４）４２－０９９９　　　ＦＡＸ （０８８４）４２－２８３９

【実施内容】
・ 指定特定相談支援・・福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画書の作
成」
・ 指定障害児相談支援
・ 一般相談支援
                  （１） 地域移行・地域定着支援
　　　　　　　　　　　　 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援、
　　　　　　　　　　　　 ２４時間の相談体制など。
                  （２） 基本相談支援
                      ①　就労支援、法律相談、医療機関、地域権利事業（日常
                      　　生活支援事業・成年後見人制度）の紹介、連絡調整。
                      ②　障害年金申請等のサポート
                      ③　社会生活訓練のためのサロン教室・レクリエーション
                      ④　福祉用具の紹介
                      ⑤　当事者活動の場の提供
                      ⑥　福祉サービスの情報提供　　など

【施設の特徴・大切にしていること】
　近隣に日中活動の事業所や障がい者就業・生活支援センターを利用できる利便性、
　幼少期から学童期、青年期を経て老年期の地域生活をワンストップで相談できる
　チーム体制をとった「ステーション型総合相談支援センター」です。

【連絡先】　電話（０８８４）４２－０９９９
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ＮＰＯ法人地域活動支援センターあなん
（就労継続支援Ｂ型）

〒774-0042　阿南市横見町願能地東71-2
電話 （０８８４）２３－２２０４　　　ＦＡＸ　（０８８４）２３－２２０４

【実施内容】
＊ 資源ゴミのリサイクル（ダンボール・新聞・雑誌・アルミ缶・牛乳パック）
＊ 清掃委託作業（阿南駅前児童公園・福祉会館ビル・商工会議所・西部公園）
＊ 造花・海産物パックシール貼り・商工会議所委託作業
＊ ポスターはがし作業（プラスチック段ボールリサイクル）
＊ カフェ運営（夢ホール・阿南スポーツ総合センター）各種イベント・コンサート・大会時
営業
＊ 自販機の管理運営（スポーツ総合センター・文化会館・西部公園・アグリあなん）
＊ パン・菓子製造販売（毎週水曜日阿南市役所･阿南保健所･他数カ所･イベント時･
注文販売あり）
＊ 阿南支援学校生・看護学科生・教職員ミドルリーダー研修受け入れ・県職員研修受
け入れ
＊ 夏期社会適応訓練（作業体験・交流スポーツ大会）５日間
＊ ボランティア支援事業（年間10回程度　啓発活動・清掃活動・美化活動）

【施設の特徴・大切にしていること】
  ＊ 就労継続支援Ｂ型施設として、一般就労が困難な方に就労の機会を提供すると

共に能力向上のために必要な訓練をしています。また、在宅の方の日中活動の場とし
ても利用できます。
＊ 開所日時は、月曜日～金曜日 ９時～16時 ただし、土曜日の開所日もあります。
＊ 周辺の自然環境に恵まれ、静かな場所に建物があり、のんびりと落ち着いて作業
ができます。
＊ 利用者の方々の個性や自尊心を尊重し、ひとり一人の存在価値を大切にしていま
す。
【メッセージ】
　＊ 明るく楽しい雰囲気で、誰でも気軽に見学や実習に来てもらえる施設です。
　＊ 関心のある方や利用を考えておられる方は、ご連絡をお待ちしております。 
【連絡先】　〒　774-0042　　阿南市横見町願能地東71-2
　　　　　　NPO法人地域活動支援センターあなん TEL・FAX(０８８４)２３-２２０４
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チーム情熱（就労継続支援Ａ型事業所）

〒774-0017　阿南市見能林町渡り瀬128
電話 （０８８４）２４－８０２０　　　ＦＡＸ （０８８４）２４－８０１８

【実施内容】
　障がいを抱えていて、働きたいけど働けない方を応援しています。
　具体的には、
　　①働いて実現したい夢がある方　
　　②障がいを抱えている為、一般就労が困難な方
　　③雇用契約を結んで働くことができる方
　以上の状況に当てはまる方を、
　　①一般就労にて就職する　か　②就労支援事業所にて働く訓練を続ける
　　ことのどちらかを目指すことを働いてもらいながら支援しています。

【施設の特徴・大切にしていること】

　・働く場所はみんな一人ひとりの居場所になります。その居場所を『いいもの』　　　に
するには全員が職場を大切にする気持ちが必要です。
    その気持ちを大切にしている事業所です。
【メッセージ】

　・農作業をやっています。暑さや寒さはあるけれど、大自然の中で体を使って　　　　
働くって、本当に気持ちいいです。お気軽に見学来て下さい。
【連絡先】
　　　　見学・面接担当へ連絡下さい。
        電話：０８８４－２４―８０２０
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株式会社　ファミリヤ
ふぁみりーあっぷ

〒779-1111　阿南市那賀川町大字江野島58-1
電話 （０８８４）２４－８００２　　　ＦＡＸ （０８８４）２４－８００３

【実施内容】就労継続支援Ａ型事業所
　　　　　　（障がいのある方の体力や能力に合わせた就労を支援する事業所です）
　　　勤務時間：月曜日～土曜日　　９時～１６時の中で働ける時間を相談しながら
　　　　　　　　　　　　　　　　　４～７時間程度
　　　作業内容：さつまいもやミカンなど食品の加工・資源回収やリサイクル作業・施設
　　　　　　　　外の農作業・野菜の収穫・袋詰等の作業　　　　　　　　
　　　時給：最低賃金～（昇給制度あり）
　　　休日：日曜日 / その他３～５日（希望に応じられます）

【施設の特徴・大切にしていること】
　　職員が優しく丁寧に作業の指導を行い、最低賃金を保証しています。
　　また、就労に関する事、生活に関する事など相談に応じ、必要があれば
　　関係機関への取り次ぎをいたします。

【メッセージ】
  障がいがあるため体力や能力に自身のない方、一般就労していたけれど、理解　さ

れず、続かなくてやめてしまった方、持病があり、疲れやすくてフルタ　イムで働くのは
難しい方、いろいろな悩みを聞いて、自分にあった働き方を　みつけられます。
  　　一緒に働いてみませんか？

【連絡先】　株式会社ファミリヤ　ふぁみりーあっぷ　電話（０８８４）２４-８００２
　　　　　　まずは電話をして、見学にいらして下さい。
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就労支援センターたんぽぽ　きらきら星

〒779-1236　阿南市那賀川町工地803番地 道の駅公方の郷なかがわ内
電話 （０８８４）４２－４２２２　　　ＦＡＸ （０８８４）４２－４２２２

【実施内容】
　きらきら星は、障害者が社会参加をしていくための作業所です。自立を目指し、　　　 
生活リズムを身につけ、社会に適応できるように日々努力をしています。

                　主な活動内容として
                    ☆ 喫茶業務
                    ☆ 古紙回収
                    ☆ 作品、リサイクル品の販売
                    ☆ 道の駅内の清掃
                    ☆ 他、遠足、防災訓練、見学会の実施
                                                                              　
【連絡先】
   ＴＥＬ．ＦＡＸ　　０８８４－４２－４２２２　　〆垣まで
    ☆営業時間：午前９時～午後４時
    ☆毎週土、日、祝　休み
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那賀町　あすなろ作業所

〒771-5410　那賀郡那賀町大久保字岡崎22-5
電話 （０８８４）６２－２７２９　　　ＦＡＸ （０８８４）６２－２７２９

【実施内容】
　　　　　・ＥＭボカシ
　　　　　・ＥＭ堆肥づくり
　　　　　・農産物づくり
　　　　　・木曜市
　　　　　・カフェあすなろ
　　　　　・配食

【施設の特徴・大切にしていること】
　　　施設内をバリアフリー化し、負担なく車いすでの移動が可能です。

【メッセージ】
　　　毎週木曜日に、メンバーが作った肥料を使い育てた新鮮野菜や
　　　地域の方々の物産を販売しています

【連絡先】あすなろ作業所
　　　　　電話　ＦＡＸ  （０８８４）６２－２７２９
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グループホーム　えんれいそう

〒774-0021　徳島県阿南市津乃峰町戎山119番地9
電話 （０８８４）２２－０２１８<杜のホスピタル代表>　　FAX （０８８４）２３－０３７２

【実施内容】

➺住居提供…地域で生活を送りたいが、一人暮らしや食事の準備、生活リズムの確
立 等に不安がある、障がいのある方を対象に、男女９名が入居できる住居 を提供し
ています。

➺支援内容…世話人と呼ばれる専属の職員が３名おり、月～土曜日の夕食と、翌日
の朝食を調理提供しています。その他、掃除や洗濯のお手伝い等も行って います。

【施設の特徴・大切にしていること】

➺杜のホスピタルが開設している施設であり、２４時間３６５日、医療機関との連絡体
制を確保することができます。

➺施設での決まり事は必要最低限のことのみにして、入居者一人ひとりの自主性を大 
切にしています。

【メッセージ】

➺えんれいそうは平成２９年４月に開所しました。アットホームな雰囲気の中、入居者
が それぞれ地域生活を楽しんでいます。

【連絡先】　社会医療法人杜のホスピタル　医療連携室
　　　　　　　電話　（０８８４）２２－０２１８（代表）
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グループホーム　りんどう

〒774-0015　阿南市才見町三本松6-6
電話 （０８８４）２２－０２１８<杜のホスピタル代表>　　FAX （０８８４）２３－０３７２

【実施内容】
➺住居提供…地域で生活を送りたいが、一人暮らしや食事の準備、生活リズムの確
立 等に不安がある、障がいのある方を対象に、男性５名が入居できる住居 を提供し
ています。
➺支援内容…世話人と呼ばれる専属の職員が２名おり、月～土曜日の夕食と、翌日
の 朝食を調理提供しています。その他、掃除や洗濯のお手伝い等も行って います。
【施設の特徴・大切にしていること】
➺杜のホスピタルが開設している施設であり、２４時間３６５日、医療機関との連絡 体
制を確保することができます。
➺施設での決まり事は必要最低限のことのみにして、入居者一人ひとりの自主性を大 
切にしています。
➺施設の周辺には買い物ができるお店もたくさんあり、阿南駅からも近いので交通の 
便も良いです♪

【メッセージ】
➺りんどうは平成２７年４月に開所しました。アットホームな雰囲気の中、入居者が そ
れぞれ地域生活を楽しんでいます。りんどうに一歩足を踏み入れると、我が家に 帰っ
てきたような、ほっこりした気分になれます　(^_^)

【連絡先】　社会医療法人杜のホスピタル　医療連携室
　　　　　　電話　（０８８４）２２－０２１８（代表）
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グループホーム　やまぶき

〒774-0017　徳島県阿南市見能林町ふちう7番地21
電話 （０８８４）２２－０２１８<杜のホスピタル代表>　　FAX （０８８４）２３－０３７２

【実施内容】

➺住居提供…地域で生活を送りたいが、一人暮らしや食事の準備、生活リズムの確
立 等に不安がある、障がいのある方を対象に、女性５名が入居できる住居 を提供し
ています。

➺支援内容…世話人と呼ばれる専属の職員が２名おり、月～土曜日の夕食と、翌日
の朝食を調理提供しています。その他、掃除や洗濯のお手伝い等も行って います。

【施設の特徴・大切にしていること】

➺杜のホスピタルが開設している施設であり、２４時間３６５日、医療機関との連絡体
制を確保することができます。

➺施設での決まり事は必要最低限のことのみにして、入居者一人ひとりの自主性を大 
切にしています。

【メッセージ】
➺やまぶきは平成３１年４月に開所しました。アットホームな雰囲気の中、入居者が そ
れぞれ地域生活を楽しんでいます。

【連絡先】　社会医療法人杜のホスピタル　医療連携室
　　　　　　　電話　（０８８４）２２－０２１８（代表）
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障がい者地域生活自立支援センター
（ばんそうS&S）　がんばれる作業所

〒779-1231　阿南市那賀川町原260-1
電話 （０８８４）４９－１７０９　　　ＦＡＸ　（０８８４）４９－５８１７

【実施内容】
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 
○カフェ・レストラン『わんすとっぷ』での訓練 
　（調理、接客など） 
○職場実習 
　（障がい者就業・生活支援センターと連携して個々に合った職場実習） 

【施設の特徴・大切にしていること】

○ 一人一人の希望や思いを大切にし、社会でいきいきと生活できるような手助けをし
たいと考えております。 

【メッセージ】

○ 平日・土曜（不定期）も営業中です。少しでも興味を持たれた方、利用してみようか
なと思われた方はお気軽にお問合せください。 

【連絡先】 
電話　0884-49-1709　　平日9時から16時まで　担当：市塚
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障がい者地域生活自立支援センター
（ばんそうS&S）　大地阿南

〒779-1401　阿南市内原町桜木35-2
電話 （０８８４）２１－１３１２　　　ＦＡＸ　（０８８４）２６－００２８

【実施内容】

就労移行支援事業所　利用定員　6人 

就労を希望する６５歳未満の通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に
対して、生産活動、職場体験、就労に必要な訓練、求職活動に関する支援、就職後に
おける職場定着のための支援等を行っています。 

利用時間　９：００～１６：００　（生産活動支援、職場実習、関係機関連携同行支援等）  

就労継続支援（Ｂ型）事業所　利用定員　20人 

ひとりひとりの障がい特性に配慮した生産活動の提供や、将来的な就労に必要な知
識や能力の向上のための訓練等を行っています。 

利用時間　９：００～１６：００　（生産活動支援、職場実習等）  

生活介護事業所　利用定員　14人 

看護師１名、生活支援員１１名、計１２名のスタッフが、入浴、排泄及び食事等の介護、
生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又
は生産活動の機会の提供等を行っております。 

利用時間　９：００～１６：００　（生産活動支援、創作活動、余暇活動、入浴支援等）      

【施設の特徴・大切にしていること】

　大地阿南は、障害者総合支援法の理念である障害者が地域で安心して暮らせる地
域社会の実現を目指し、「地域の中で地域と歩む」をスローガンに、就労移行支援事
業所、就労継続支援（Ｂ型）事業所、生活介護事業所からなる多機能型事業所として、
利用者ひとりひとりの個性を大切にした福祉サービスの提供に努めています。 

 

【連絡先】　障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所 

 障がい者地域生活自立支援センター（ばんそうＳ＆Ｓ） 大地阿南

〒779-1401　徳島県阿南市内原町桜木３５－２

ＴＥＬ　０８８４－２１－１３１２ / ＦＡＸ　０８８４－２６－００２８ 

E-mail　daichi_anan@bansou.or.jp    URL  http://www.bansou.or.jp/ 
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