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障害者総合支援法によるサービス

◆自立支援給付

◆地域生活支援事業

児童福祉法によるサービス

各障がい名の表示方法（8ページ以降）

・「身体障がい者」 → 「身体」

・「知的障がい者」 → 「知的」

・「精神障がい者」 → 「精神」

・「障がい児」 → 「児」



障害者総合支援法によるサービス

障害者総合支援法による総合的なサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

市区町村や都道府県が、地域の実情に応じてさまざまな事業を行い

ます。

移動支援

など

都道府県

広域支援

人材育成 など

自立支援医療
補装具

地域生活支援事業

日中一時支援

日常生活用具の給付相談支援

地域活動支援センター

障がい者・障がい児

介護給付

障害支援区分が一定以上の方に生

活上または療養上の必要な介護を

行います。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテー

ションや就労につながる支援を行いま

す。

市区町村

自立支援給付
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●障害者総合支援法による給付等の対象者

対象者

身体障がい者 身体障害者手帳（必須）

知的障がい者 代表的な例 療育手帳 など

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）受給者証

障害年金の年金証書

診断書　　　　　　　　　　　　　　　　　など

各種障害者手帳

特別児童扶養手当の診断書（受給していることが分かるもの）　など

特定疾病医療受給者証 具体的な疾患名は、厚生労働省で定めた366疾患による

診断書　　　　　　　　　　　　など （3, 4ページ参照）

該当になるかどうかわからないという方は、いつでも市役所１階社会福祉課までご相談ください。
（連絡先は、裏表紙に記載してあります）

確認書類

障がいの種別・状態等が確認できるもの
精神障がい者

障がい児

難病等により一定の障が
いがある者

代表的な例

代表的な例
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●対象疾患一覧（366疾患）

NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名

1 アイカルディ症候群 32 HTLV－１関連脊髄症 63 完全大血管転位症 94 限局性皮質異形成 125 コフィン・シリス症候群 156 神経細胞移動異常症

2 アイザックス症候群 33 ＡＴＲ－Ｘ症候群 64 眼皮膚白皮症 95 原発性局所多汗症 126 コフィン・ローリー症候群 157 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

3 ＩｇＡ腎症 34 ＡＤＨ分泌異常症 65 偽性副甲状腺機能低下症 96 原発性硬化性胆管炎 127 混合性結合組織病 158 神経線維腫症

4 ＩｇＧ４関連疾患 35 エーラス・ダンロス症候群 66 ギャロウェイ・モワト症候群 97 原発性高脂血症 128 鰓耳腎症候群 159 神経フェリチン症

5 亜急性硬化性全脳炎 36 エプスタイン症候群 67 急性壊死性脳症 98 原発性側索硬化症 129 再⽣不良性貧血 160 神経有棘赤血球症

6 アジソン病 37 エプスタイン病 68 急性網膜壊死 99 原発性胆汁性胆管炎 130 サイトメガロウィルス角膜内皮炎 161 進⾏性核上性麻痺

7 アッシャー症候群 38 エマヌエル症候群 69 球脊髄性筋萎縮症 100 原発性免疫不全症候群 131 再発性多発軟骨炎 162 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

8 アトピー性脊髄炎 39 遠位型ミオパチー 70 急速進⾏性糸球体腎炎 101 顕微鏡的大腸炎 132 左心低形成症候群 163 進⾏性骨化性線維異形成症

9 アペール症候群 40 円錐角膜 71 強直性脊椎炎 102 顕微鏡的多発血管炎 133 サルコイドーシス 164 進⾏性多巣性白質脳症

10 アミロイドーシス 41 ⻩色靭帯骨化症 72 巨細胞性動脈炎 103 高ＩｇＤ症候群 134 三尖弁閉鎖症 165 進行性白質脳症

11 アラジール症候群 42 ⻩斑ジストロフィー 73 巨大静脈奇形（頚部⼝腔咽頭びまん性病変） 104 好酸球性消化管疾患 135 三頭酵素欠損症 166 進行性ミオクローヌスてんかん

12 アルポート症候群 43 大田原症候群 74 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変） 105 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 136 CFC症候群 167 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

13 アレキサンダー病 44 オクシピタル・ホーン症候群 75 巨大膀胱短⼩結腸腸管蠕動不全症 106 好酸球性副鼻腔炎 137 シェーグレン症候群 168 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

14 アンジェルマン症候群 45 オスラー病 76 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変） 107 抗糸球体基底膜腎炎 138 色素性乾皮症 169 スタージ・ウェーバー症候群

15 アントレー・ビクスラー症候群 46 カーニー複合 77 筋萎縮性側索硬化症 108 後縦靭帯骨化症 139 自己貪食空胞性ミオパチー 170 スティーヴンス・ジョンソン症候群

16 イソ吉草酸血症 47 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 78 筋型糖原病 109 甲状腺ホルモン不応症 140 自己免疫性肝炎 171 スミス・マギニス症候群

17 一次性ネフローゼ症候群 48 潰瘍性大腸炎 79 筋ジストロフィー 110 拘束型心筋症 141 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 172 スモン

18 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 49 下垂体前葉機能低下症 80 クッシング病 111 高チロシン血症1型 142 自己免疫性溶血性貧血 173 脆弱X症候群

19 １ｐ36欠失症候群 50 家族性地中海熱 81 クリオピリン関連周期熱症候群 112 高チロシン血症2型 143 四肢形成不全 174 脆弱Ｘ症候群関連疾患

20 遺伝性自己炎症疾患 51 家族性低βリボタンパク血症１（ホモ接合体） 82 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 113 高チロシン血症3型 144 シトステロール血症 175 成人スチル病

21 遺伝性ジストニア 52 家族性良性慢性天疱瘡 83 クルーゾン症候群 114 後天性赤芽球癆 145 シトリン欠損症 176 成⻑ホルモン分泌亢進症

22 遺伝性周期性四肢麻痺 53 カナバン病 84 グルコーストランスポーター１欠損症 115 広範脊柱管狭窄症 146 紫斑病性腎炎 177 脊髄空洞症

23 遺伝性膵炎 54 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 85 グルタル酸血症1型 116 膠様滴状角膜ジストロフィー 147 脂肪萎縮症 178 脊髄⼩脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

24 遺伝性鉄芽球性貧血 55 歌舞伎症候群 86 グルタル酸血症2型 117 抗リン脂質抗体症候群 148 若年性特発性関節炎 179 脊髄髄膜瘤

25 ウィーバー症候群 56 ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 87 クロウ・深瀬症候群 118 コケイン症候群 149 若年性肺気腫 180 脊髄性筋萎縮症

26 ウィリアムズ症候群 57 カルニチン回路異常症 88 クローン病 119 コステロ症候群 150 シャルコー・マリー・トゥース病 181 セピアプテリン還元酵素（ＳＲ）欠損症

27 ウィルソン病 58 加齢⻩斑変性 89 クロンカイト・カナダ症候群 120 骨形成不全症 151 重症筋無⼒症 182 前眼部形成異常

28 ウエスト症候群 59 肝型糖原病 90 痙攣重積型（二相性）急性脳症 121 骨髄異形成症候群 152 修正大血管転位症 183 全身性エリテマトーデス

29 ウェルナー症候群 60 間質性膀胱炎（ハンナ型） 91 結節性硬化症 122 骨髄線維症 153 ジュベール症候群関連疾患 184 全身性強皮症

30 ウォルフラム症候群 61 環状20番染色体症候群 92 結節性多発動脈炎 123 ゴナドトロピン分泌亢進症 154 シュワルツ・ヤンペル症候群 185 先天異常症候群

31 ウルリッヒ病 62 関節リウマチ 93 血栓性血⼩板減少性紫斑病 124 ５p欠失症候群 155 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 186 先天性横隔膜ヘルニア
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●対象疾患一覧（366疾患）

NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名 NO 疾患名

187 先天性核上性球麻痺 218 多発血管炎性肉芽腫症 249 ドラベ症候群 280 肥大型心筋症 311 ベスレムミオパチー 342 もやもや病

188 先天性気管狭搾症（先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症） 219 多発性硬化症／視神経脊髄炎 250 中條・⻄村症候群 281 左肺動脈右肺動脈起始症 312 ヘパリン起因性血⼩板減少症 343 モワット・ウイルソン症候群

189 先天性⿂鱗癬 220 多発性軟骨性外骨腫症 251 那須・ハコラ病 282 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 313 ヘモクロマトーシス 344 薬剤性過敏症症候群

190 先天性筋無⼒症候群 221 多発性嚢胞腎 252 軟骨無形成症 283 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 314 ペリー症候群 345 ヤング・シンプソン症候群

191 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（ＧＰＩ）欠損症 222 多脾症候群 253 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 284 ビッカースタッフ脳幹脳炎 315 ペルーシド角膜辺縁変性症 346 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴

192 先天性三尖弁狭搾症 223 タンジール病 254 22q11.2欠失症候群 285 非典型溶血性尿毒症症候群 316 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。） 347 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

193 先天性腎性尿崩症 224 単心室症 255 乳幼児肝巨大血管腫 286 非特異性多発性⼩腸潰瘍症 317 片側巨脳症 348 ４p欠失症候群

194 先天性赤血球形成異常性貧血 225 弾性線維性仮性⻩色腫 256 尿素サイクル異常症 287 皮膚筋炎／多発性筋炎 318 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 349 ライソゾーム病

195 先天性僧帽弁狭搾症 226 短腸症候群 257 ヌーナン症候群 288 びまん性汎細気管⽀炎 319 芳香族Ｌ-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 350 ラスムッセン脳炎

196 先天性大脳白質形成不全症 227 胆道閉鎖症 258 ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）/ＬＭＸ１Ｂ関連腎症 289 肥満低換気症候群 320 発作性夜間ヘモグロビン尿症 351 ランゲルハンス細胞組織球症

197 先天性肺静脈狭搾症 228 遅発性内リンパ水腫 259 ネフロン癆 290 表皮水疱症 321 ホモシスチン尿症 352 ランドウ・クレフナー症候群

198 先天性風疹症候群 229 チャージ症候群 260 脳クレアチン欠乏症候群 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は⼩腸型） 322 ポルフィリン症 353 リジン尿性蛋白不耐症

199 先天性副腎低形成症 230 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 261 脳腱⻩色腫症 292 VATER症候群 323 マリネスコ・シェーグレン症候群 354 両側性⼩耳症・外耳道閉鎖症

200 先天性副腎皮質酵素欠損症 231 中毒性表皮壊死症 262 脳表ヘモジデリン沈着症 293 ファイファー症候群 324 マルファン症候群 355 両大血管右室起始症

201 先天性ミオパチー 232 腸管神経節細胞僅少症 263 膿疱性乾癬 294 ファロー四徴症 325 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 356 リンパ管腫症/ゴーハム病

202 先天性無痛無汗症 233 TSH分泌亢進症 264 嚢胞性線維症 295 ファンコニ貧血 326 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 357 リンパ脈管筋腫症

203 先天性葉酸吸収不全 234 TNF受容体関連周期性症候群 265 パーキンソン病 296 封入体筋炎 327 慢性再発性多発性骨髄炎 358 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）

204 前頭側頭葉変性症 235 低ホスファターゼ症 266 バージャー病 297 フェニルケトン尿症 328 慢性膵炎 359 ルビンシュタイン・テイビ症候群

205 早期ミオクロニー脳症 236 天疱瘡 267 肺静脈閉塞症／肺⽑細血管腫症 298 フォンタン術後症候群 329 慢性特発性偽性腸閉塞症 360 レーベル遺伝性視神経症

206 総動脈幹遺残症 237 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 268 肺動脈性肺高血圧症 299 複合カルボキシラーゼ欠損症 330 ミオクロニー欠神てんかん 361 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

207 総排泄腔遺残 238 特発性拡張型心筋症 269 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 300 副甲状腺機能低下症 331 ミオクロニー脱⼒発作を伴うてんかん 362 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴

208 総排泄腔外反症 239 特発性間質性肺炎 270 肺胞低換気症候群 301 副腎白質ジストロフィー 332 ミトコンドリア病 363 レット症候群

209 ソトス症候群 240 特発性基底核石灰化症 271 ハッチンソン・ギルフォード症候群 302 副腎皮質刺激ホルモン不応症 333 無虹彩症 364 レノックス・ガストー症候群

210 ダイアモンド・ブラックファン貧血 241 特発性血⼩板減少性紫斑病 272 バッド・キアリ症候群 303 ブラウ症候群 334 無脾症候群 365 ロスムンド・トムソン症候群

211 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 242 特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る） 273 ハンチントン病 304 プラダ－・ウィリ症候群 335 無βリポタンパク血症 366 肋骨異常を伴う先天性側弯症

212 大脳皮質基底核変性症 243 特発性後天性全身性無汗症 274 汎発性特発性骨増殖症 305 プリオン病 336 メープルシロップ尿症

213 大理石骨病 244 特発性大腿骨頭壊死症 275 ＰＣＤＨ19関連症候群 306 プロピオン酸血症 337 メチルグルタコン酸尿症

214 ダウン症候群 245 多発性多中心性キャッスルマン病 276 非ケトーシス型高グリシン血症 307 PRL分泌亢進症（高プロラクチン血症） 338 メチルマロン酸血症

215 高安動脈炎 246 特発性門脈圧亢進症 277 肥厚性皮膚骨膜症 308 閉塞性細気管⽀炎 339 メビウス症候群

216 多系統萎縮症 247 特発性両側性感音難聴 278 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 309 β-ケトチオラーゼ欠損症 340 メンケス病

217 タナトフォリック骨異形成症 248 突発性難聴 279 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 310 ベーチェット病 341 網膜色素変性症
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さまざまな福祉サービス 在宅や通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。
施設サービスは「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分けられています。

給付の
種類

給付の
種類

給付の
種類

短期入所

重度障害者等包括支援

介護給付

訓練等給付

サービスの名称サービスの名称サービスの名称

介護給付
療養介護
生活介護

居宅介護（ホームヘルプ）

共同生活援助（グループホーム）
宿泊型自立訓練
自立生活援助

介護給付 施設入所支援重度訪問介護

行動援護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
就労定着支援
就労移行支援
就労継続支援（A型・B型）

訓練等給付

同行援護

自立支援給付

介護給付

障がい程度が一定以上の方に生活上また

は療養上の必要な介護を行います。

※介護給付のサービスを利用する際には、

障害支援区分の認定が必要になります。

訓練等給付

身体的または社会的リハビリテーション

や就労につながる支援を行います。

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所など

で利用するサービスです。

日中活動系サービス

入所施設等で昼間の活動を支援するサー

ビスを行います。

居住系サービス

入所施設等で住まいの場におけるサー

ビスを行います。
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●利用の流れ

※「訓練等給付」のみを利用する方は、「３．審査・認定」を省略することができます。
     ※5ページ参照

１．相談・申請

まずは、「市役所社会福祉課」までご相談ください。

サービスが必要な場合は、申請をします。

２．認定調査

現在の生活や障がいの状況について、社会福祉課の調査員が

聞き取り調査を行います。

３．審査・認定

調査の結果をもとに審査が行われ、どのくらいサービスが必

要な状態か（障害支援区分）が決められます。

４．サービス等利用計画の作成（計画相談支援）

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者の希望

などを考慮し、生活に必要なサービス等を上手に活用してい

くために、サービス等利用計画を作成します。

５．認定・受給者証交付

サービス等利用計画を踏まえてサービスの支給量などが決まり、

受給者証が交付されます。

受給者証とは・・・
サービスの支給が決定すると、交付されます。

サービスの利用に必要な情報が記載されていますので、大切

に保管してください。

６．事業所と契約

サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をし

ます。

サービス利用開始
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●利用料
サービスを利用するときは、負担能力に応じた利用者負担を支払います。
ただし、世帯の市民税課税状況や利用者の収入に応じて負担上限額が決められています。

◆障がい者の利用者負担 ◆障がい児の利用者負担

入所施設利用

※入所施設利用者，共同生活援助（グループホーム）利用者は、市民税課税世帯の場合、「一般２」となります。

３７，２００円

生活保護受給世帯生活保護受給世帯 ０円

一般１

本人収入≦８０万 本人収入≦８０万

０円

一般２

０円０円

３７，２００円

負担上限額
（月額）

市民税
非課税世帯

一般１ 市民税所得割＜１６万 ９，３００円市民税
課税世帯

４，６００円

９，３００円

市民税所得割
   ＜２８万

通所施設
居宅介護利用

市民税所得割≧２８万

本人収入＞８０万 本人収入＞８０万

市民税
非課税世帯

市民税
課税世帯

一般２

世帯の収入状況
負担上限額
（月額）

世帯の収入状況

市民税所得割≧１６万

区分 区分

生活保護

低所得１

低所得２

生活保護

低所得１

低所得２

所得を判断するときの世帯の範囲

◆障がい者：利用者本人とその配偶者

（１８歳以上の方）

◆障がい児：保護者の属する住民基本台帳での世帯

（１８歳未満の方）

施設でサービスを利用した場合

◆施設入所者

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱費などは全額自己負担ですが、

所得の低い方は負担が軽減されます。

◆共同生活援助（グループホーム）利用者

所得の低い方は家賃の一定額が助成されます。
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◆計画相談支援／障がい児相談支援

相談支援専門員が訪問面接等によりアセスメントを行い、サービス等利用計画を作成します。

事業所名 所在地 電話番号 対象 開所時間 定休日

〒992-1202 毎週土曜日・日曜日

米沢市大字三沢26100番地の14 祝日・年末年始

〒992-0026 毎週日曜日・祝日・年末年始

米沢市東2-8-54 偶数週の木曜日・奇数週の土曜日

〒992-0039

米沢市門東町2-2-34　カーサCALM１階

〒992-0037 毎週土曜日・日曜日

米沢市本町1-5-37 祝日・お盆・年末年始

〒992-0054 毎週土曜日・日曜日

米沢市城西4-5-87 祝日・お盆・年末年始

〒992-0031

米沢市大町3-3-47

計画相談支援 毎週土曜日・日曜日

（精神障がいのみ） 祝日・お盆・年末年始

〒992-0311

高畠町大字金原2514-1

〒992-0351 毎週土曜日・日曜日

高畠町大字高畠455－7 祝日・お盆・年末年始

〒999-2221

南陽市椚塚929

相談から・ころ
〒992-1127
米沢市万世町牛森4150-6
青空みるくセンター2階

0238(40)8466

サポートセンターゆい 0238(52)0558 8:30～17:00

竹とんぼ 0238(52)0065
計画相談支援

障がい児相談支援
8:00～17:00

計画相談支援
障がい児相談支援

障がい児相談支援

計画相談支援
障がい児相談支援

計画相談支援
障がい児相談支援

毎週土曜日・日曜日・祝日

毎週土曜日・日曜日

毎週日曜日・祝日・年末年始

あずさ

なごみ～る

8:30～17:000238(24)4335

0238(26)8346 8:30～17:30

ともの家 0238(33)9035 計画相談支援

9:00～17:00

9:30～17:00

8:15～17:15

9:00～17:00

8:00～17:00なでら 0238(40)1391
計画相談支援

障がい児相談支援

ばおばぶ

すてっぷ 0238(22)0703
計画相談支援

障がい児相談支援

090-2952-0523

ライフサポートとまり木 0238(40)4055
計画相談支援

障がい児相談支援
8:30～17:00 毎週土曜日・日曜日・祝日
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●福祉サービス事業所一覧

　居宅介護の種類 家事援助：調理・掃除・洗濯・買い物等の援助

身体介護：食事・排泄・更衣・入浴時等の介護

通院等介助：通院の準備・車両への乗降介助・受診手続き等の介助

　対象者 障害支援区分１以上である方
障がい児にあっては、これに相当する心身の状態である方

事業所名 所在地 電話番号 営業日・時間 支援内容 利用できる障がいの種類

〒992-0003 全日（8/13～8/15、12/30～1/3を除く）

米沢市窪田町窪田1435-13 8:30～17:30

〒992-0063 全日（12/29～1/3を除く）

米沢市泉町2-1-6 7:00～19:30

〒992-0047 全日

米沢市徳町210-1 8:00～20:00　※時間外は応相談

〒992-1123 全日(1/1、8/13を除く）

米沢市万世町桑山4660 7:30～18:00

〒992-0264 月曜日～金曜日（祝日、8/1３～8/15、12/30～1/3を除く）

高畠町大字馬頭1043-4 9:00～18:00

〒992-0013 全日

米沢市栄町1-4 6:00～21:59

〒992-0057 全日

米沢市成島町2-1-110-16 9:00～18:00

〒992-0012 全日

米沢市金池5-13-21 24時間　※サービス時間については要相談

〒992-0031 月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）

米沢市大町2-3-57 メゾン・ライゼ105 9:00～18:00

〒992-0039 全日

米沢市門東町2-7-21 8:30～17:00　※時間外は応相談

〒992-0024 全日（12/29～1/3を除く）

米沢市東大通1-2-34-2 7:00～19:30

〒992-0038 全日（8/13～8/15、12/31～1/3を除く）

米沢市城南1-5-2 8:00～18:00　

〒992-1123 月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）

米沢市万世町桑山4461 9:00～18:00　※時間外は応相談

〒999-2221 全日

南陽市椚塚948-1 8:30～17:00

身体・知的・精神・難病・児

身体・知的・精神・難病・児

身体・知的・精神・難病・児

身体・知的・精神・難病・児

身体・知的・精神

ニチイケアセンター米沢大町
身体介護・家事援助
通院等介助

0238（26）5222
身体介護・家事援助
通院等介助

0238（27）1241

身体・知的・精神・難病・児

ケアセンターてらす

0238（26）7202

身体介護・家事援助
通院等介助

ツクイ米沢介護

身体介護・家事援助
通院等介助

身体介護・家事援助
通院等介助

0238（37）0725

身体介護・家事援助

身体介護・家事援助
通院等介助

家事援助

ニチイケアセンター西米沢

身体・知的・精神・難病

ケアセンターなごみ

身体・知的・精神・難病・児

身体・知的・精神・難病・児ニチイケアセンター米沢

◆居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事の援助を行います。

身体・知的・精神・児0238（40）8212すまいるはーと

身体介護・家事援助

身体・知的・精神

身体・知的・精神・児

身体・知的

0238（27）8695

0238（38）7030

0238（40）0896

0238（29）0106

ケアセンターマロニエ

さんゆう訪問介護サービス

公徳会ほのぼのケアサービス
ヘルパーステーション

0238（40）0472 身体介護・家事援助 身体・知的・精神

ヴィーヴル２１ 0238（37）0760
身体介護・家事援助
通院等介助

身体介護・家事援助
通院等介助

ヘルパーステーションカルム

るりいろ 0238（40）0330

訪問介護ステーション
花はな

0238（49）7676

0238（37）1730
身体介護・家事援助
通院等介助

身体介護・家事援助
通院等介助
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◆重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

【身体障がい者】
重度の肢体不自由障がいを有し、常時介護を要する方で下記のいずれにも該当する方
①障害支援区分4以上であること
②二肢以上に麻痺等があること
③障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

【知的障がい者・精神障がい者】
知的障がいもしくは精神障がいを有し、行動上著しい困難を有し、常時介護を要する方で下記のいずれにも該当する方
①障害支援区分4以上であること
②障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等（12項目）の合計点数が10点以上であること

営業日・時間

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）

9:00～18:00

全日

24時間　※サービス時間については要相談

全日

9:00～18:00

全日

9:00～18:00

全日

8:00～20:00（※時間外は応相談）

全日（8/13～8/15、12/30～1/3を除く）

8:30～17:30

全日

8:30～17:00

全日（8/13～8/15、12/31～1/3を除く）

8:00～18:00　

全日（12/29～1/3を除く）

7:00～19:30　

全日（12/29～1/3を除く）

7:00～19:30　

ニチイケアセンター米沢
〒992-0012

0238（26）5222 身体・知的・精神
米沢市金池5-13-21

〒992-0024
0238（37）1730 身体・知的・精神

米沢市東大通1-2-34-2
ヘルパーステーションカルム

ニチイケアセンター西米沢
〒992-0057

0238（37）0725 身体・知的・精神
米沢市成島町2-1-110-16

公徳会ほのぼのケアサービス
ヘルパーステーション

〒999-2221
0238（40）0472 身体

南陽市椚塚948-1

0238（27）1241 身体・知的・精神
米沢市大町2-3-57 メゾン・ライゼ105

〒992-0031
ニチイケアセンター米沢大町

対象者

事業所名 所在地 電話番号 利用できる障がいの種類

ホームケア土屋山形
〒990-0825

050-3138-5872 身体・知的
山形市城北町2-10-9　城北ユニテ1F

〒992-0047
0238（40）0896 身体・知的・精神

米沢市徳町210-1
ケアセンターマロニエ

ケアセンターてらす
〒992-0003

0238（27）8695 身体・知的・精神
米沢市窪田町窪田1435-13

訪問介護ステーション
花はな

〒992-0038
0238（49）7676 身体・知的・精神

米沢市城南1-5-2

ケアセンターなごみ
〒992-0063

0238（38）7030 身体・知的・精神
米沢市泉町2-1-6
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◆行動援護

行動する際に常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助等を行います。

知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって、常時介護を要する方

具体的には、障害支援区分３以上であって、下記に該当する方

　障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合計点数が10点以上

　（障がい児にあっては、これに相当する心身の状態である方）

ニチイケアセンター西米沢
〒992-0057

0238（37）0725
全日

身体・知的・精神
米沢市成島町2-1-110-16 9:00～18:00

対象者

事業所名 所在地 電話番号 利用できる障がいの種類営業日・時間

公徳会ほのぼのケアサービス
ヘルパーステーション

0238（40）0472 知的・精神
〒999-2221

南陽市椚塚948-1

全日

8:30～17:00
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◆同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。

・同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、

　かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方

るりいろ 0238（40）0330 身体

訪問介護ステーション花はな
8:00～18:00

0238（49）7676
全日（祝日、8/13～8/15、12/31～1/3を除く）〒992-0038

〒992-1123

米沢市万世町桑山4461

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）

9:00～18:00　※時間外は応相談

身体
米沢市城南1-5-2

対象者

事業所名 所在地

身体すまいるはーと 0238（40）8212
〒992-0264

高畠町大字馬頭1043-4

営業日・時間

月曜日～金曜日（祝日、8/13～8/15、12/30～1/3を除く）

9:00～18:00

電話番号 利用できる障がいの種類
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◆短期入所（ショートステイ）

家で介護を行う方が病気などの場合、短期間施設へ入所し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の必要な支援を行います。

対象者 障害支援区分１以上である障がい者
障がい児にあっては、これに相当する心身の状態である方

定員 送迎 食事

併設型（※１）3名
空床型（※2）

併設型（※１）2名
空床型（※2）

併設型（※１）2名
空床型（※2）

併設型（※１）3名
空床型（※2）

※1 併設型：施設入所支援・共同生活援助等の夜間のサービスと一体的な運営を行う形態
※2 空床型：施設入所支援・共同生活援助等の夜間のサービスで、全部または一部の入所者に利用されていない居室を利用した運営を行う形態

くぬぎ荘Ｊ棟
〒999-2221

0238（40）3401 精神 併設型（※１）1名 なし あり
南陽市椚塚908

くぬぎ荘G棟
〒999-2221

0238（40）3401 精神 併設型（※１）1名 なし あり
南陽市椚塚910-14

くぬぎ荘Ｉ棟
〒999-2221

0238（40）3401 精神 併設型（※１）1名 なし あり
南陽市椚塚904-1

川西町大字下小松2045-20
〒993-0033

長井市今泉1812

0238（46）3103 知的・児

空床型（※2） なし あり

あり

なし あり

なし

川西町大字下小松2045-20

〒999-0134

川西町大字下小松2045-20
〒999-0134

川西町大字下小松2045-20
〒999-0134

0238（46）3102 知的

〒999-0134

0238（46）3101 知的

知的

山形県総合コロニー希望ヶ丘
しらさぎ寮

身体・知的・難病

身体・知的・精神・児

10名

〒992-1202 

〒992-0472

0238（22）0398 あり

しょうがい者支援施設
栄光園 米沢市万世町梓山5493-1

0238（28）9446 知的 10名 あり

なし

身体・知的

身体

南陽市宮内1204-3
あり

ふらぼの

独立行政法人国立病院機構米沢病院

しょうがい者支援施設
松風園

障がい者自立支援センター
さくら

〒999-2231
0238（27）7211 身体・知的・精神

南陽市二色根字綿打432-3
〒992-1123

0238（27）9450

あり

〒992-1122
あり

〒992-1122  

米沢市万世町梓山5496-12

あり

なし あり

あり

〒992-0062

米沢市林泉寺2-10-21
あり

あり

6名

米沢市大字三沢26100-1

0238（28）1455

山形県総合コロニー希望ヶ丘
ひめゆり寮

山形県総合コロニー希望ヶ丘
まつのみ寮

事業所名

山形県総合コロニー希望ヶ丘
しおり

0238（26）1170
ショートステイ

あおいうみ

重度心身障がい者（児）

身体・知的0238（28）7710

0238（22）3210

〒992-1122  

米沢市万世町梓山5494-1
〒992-1202

障がい者支援施設
南陽の里

0238（59）1030

0238（46）3100

米沢市大字三沢26100-14

所在地

山形県梓園

特別養護老人ホーム
万世園

電話番号 利用できる障がいの種類

身体・知的・精神・難病・児
米沢市万世町桑山4485

あり

なし あり2名

空床型（※2）

20名

6名

あり

なし あり

あり

あり あり空床型（※2）

なし あり6名

あり

あり

グループホーム
にじいろ

〒992-0038
0238（40）8706 身体・知的 1名 なし あり

米沢市城南1-7-34

山形県立こども医療療育センター 023（673）3366 身体・児

山形県立やまなみ学園 0238（88）9311

空床型（※2）

知的・児 1名

〒999-3145

上山市河崎3-7-1

泉荘短期入所事業所
〒993-0033

長井市今泉1812
0238（88）9211 精神

なし
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◆療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次に掲げる方

①筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で、障害支援区分６の方

②筋ジストロフィー患者または重症心身障がい者であって、障害支援区分5以上の方

利用できる障がいの種類

身体・知的

身体・知的

身体・知的023(673）3366

023(684)5566

0238(22)3210

対象者

事業所名 所在地

独立行政法人国立病院機構
米沢病院

電話番号

米沢市大字三沢26100-1

〒992-1202

身体・知的022(245)2111

独立行政法人国立病院機構
山形病院

山形県立こども医療療育センター

山形市行才126-2

上山市河崎3-7-1

宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11

〒990－0876

〒999-3145

〒982-8555
独立行政法人国立病院機構

仙台西多賀病院
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◆生活介護

　　　常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

対象者（原則） 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4）以上である方

年齢が50歳以上の方の場合は、障害支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3）以上である方

事業所名 住所 電話番号 主な内容
利用できる

障がいの種類
開所時間 入浴 送迎 食事

〒992-0062 ・創作活動　・散歩　・プール あり

・リサイクル活動　・勉強活動 月～金

・運動　 ・おやつ買い　など ※土は要相談

〒992-0472 ・レクリエーション 月曜日～金曜日（祝日を除く）9:00～16:00 あり

南陽市宮内1266-1 ・創作活動 ※土曜日（不定期）9：00～11：30 木

〒992-1122  ・創作活動　・余暇活動　・移動販売 月曜日～金曜日（祝日を除く） あり

米沢市万世町梓山5493-1 ・買い物代行　・リサイクル作業 9:30～16:30 月水金

〒992-0072 ・日常生活上の支援、介護・生産活動 月曜日～金曜日（祝日を除く）

米沢市館山６丁目1-34 ・運動　・音楽　・創作活動　など 9:30～15:30

〒999-0134 ・創作活動　・レクリエーション 月曜日～金曜日

・カラオケ　・健康運動　・音楽療法 （祝日、お盆、年末年始を除く）

・サークル活動　など 9:00～16:00 月水金

〒992-0034 ・資源回収　・創作活動　・季節行事 月曜日～金曜日

・手芸　・ひょうたん工芸 （祝日、8/13～8/15、12/29～1/3を除く）

・農作業　・レクリエーション 8:30～17:00 応相談

〒992-1122 ・創作活動 月曜日～金曜日、土曜日～日曜日（不定期） あり

米沢市万世町梓山5494-1 ・生産活動 9:30～16:30 月水金
あり あり

あり あり

あり

あり あり

あり

あり

あり

ありあり

あり

あり

あり

米沢市林泉寺2-10-21

0238（47）3456 知的

しょうがい者支援施設
栄光園

知的

さくらんぼの家

0238（28）7710

0238（38）6366

身体・知的

米沢市吾妻町4-25

しょうがい者支援施設
松風園

知的

デイケアサポート
青い帽子

いちょうの家

希望が丘デイサポート
まつかぜ

川西町大字下小松2045-20
0238（42）5158 身体・知的・精神

知的

月曜日～金曜日（8/13、12/30～1/2を除く）
※土曜日は要相談

9:00～16:00

0238（24）3220 あり あり

0238（26）1170 身体・知的・精神

0238（28）9446

かにの家
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事業所名 住所 電話番号 主な内容
利用できる

障がいの種類
開所時間 入浴 送迎 食事

〒992-0472 ・集団レクリエーション 月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く）

南陽市宮内1187-4 ・創作活動 9:00～17:00

〒992-0035 ・生産活動　・個別活動　・バス活動 月曜日～金曜日（祝日を除く） あり

米沢市太田町3-1-32 ・創作活動・音楽・レクリエーション活動 9:00～15:30 月水金

〒992-0012 ・軽作業　・レクリエーション 月曜日～土曜日（12/29～1/3を除く）

米沢市金池5-6-29 ・創作活動　・外食　・ドライブ　・散歩 9:30～15:30　※延長時間あり（有料）

〒992-0472 ・創作活動　・ゲーム 月曜日～金曜日（祝日を除く）、土曜日（月2回）

南陽市宮内3191 ・軽スポーツ　等 10:00～16:00

〒992-0351 月曜日～金曜日（祝日、8/13～8/15、12/31～1/3を除く）

高畠町大字高畠328-1 9:30～15:30

〒992-1127 ・創作（造形、絵画） 月曜日～土曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

米沢市万世町牛森4172-7 ・事業所内での下請け・内職作業 （月～金 8:30～17:30、土 8:30～15:30）

〒992-1202 ・アクティビティプログラム 月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く） あり

米沢市大字三沢26100-14 ・サークル、余暇活動　・リハビリ 8:30～17:00 月火木金

〒992-1122 ・レクリエーション 月曜日～土曜日（お盆、年末年始を除く）

米沢市万世町梓山5496-12 ・入浴 9:20～16:30

〒992-0063 ・脳活性化訓練　・機能訓練 月曜日～金曜日（12/29～1/3を除く）

米沢市泉町2-1-6 ・レクリエーション 9:00～16:30

〒999-2241 ・健康チェック、医療的ケア・レクリエーション 月曜日～金曜日（8/13～8/15、12/30～1/3を除く）

南陽市郡山1054-10 ・言語聴覚士、理学療法士によるトレーニング 9:00～16:00　※17:30まで延長あり

※別途送迎代や食事代がかかる場合があります。詳細につきましては、各事業所にお問い合わせください。

いちごのこころ 0238（38）7030 身体・知的・精神 あり あり あり

あり

あり

なし

なし

あり あり あり

ありあり

あり あり

なし

あり

なし

あり

あり あり

あり なし

なし なしろっかく 0238（20）4179

にこにこホーム 0238（24）0366 知的

特別養護老人ホーム
万世園

知的森の子ひかり園 0238（29）1000

身体0238（22）0398

0238（52）5679

0238（47）5678 精神

0238（28）1455 身体・知的

あり あり あり

デイケアサポート
にじの家

0238（22）8581 身体・知的 あり

山形県梓園

ひまわり南陽

ぷれいゆ
・個別のスケジュール　・作業活動
・余暇支援活動　・外出等支援

身体・知的

身体・知的・精神

まなびのへやバンビーナ南陽 0238（27）8801 身体
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◇自立訓練（機能訓練／生活訓練）

●機能訓練
対象者 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者

利用できる障害の種類 送迎 食事

●生活訓練
対象者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者

利用できる障害の種類 送迎 食事

身体・知的・精神・難病

電話番号

〒992-1202
米沢市大字三沢26100-14

0238（22）0398 あり

所在地 電話番号

身体

身体・知的・精神・難病

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。

リハビリ特化型デイサービスReはーと
〒992-0083
米沢市広幡町成島1027

0238（33）9442 あり なし

リハビリ特化型デイサービスReはーと
〒992-0083
米沢市広幡町成島1027

0238（33）9442 あり なし

あり

事業所名

山形県梓園

事業所名 所在地
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◇就労移行支援

事業所名 所在地 電話番号 主な作業内容 利用できる障がいの種類 開所時間 送迎 食事 作業場の階

・お弁当の製造、宅配　　・内職作業 月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く） 

・畑作業　・薪作り　・木工　・食品の乾燥、加工 8:30～15:00

・ルアー・車部品組立・ゴムバリ取り・クラフト・手芸 月曜日～金曜日

・畑作業・園芸・段ボール回収・除雪・環境整備 （12/29～1/3を除く）

・店舗作業（厨房、清掃、接客、出店販売） 9:00～16:00

※別途送迎代や食事代がかかる場合があります。詳細につきましては、各事業所にお問い合わせください。

あり 1階

就労を希望する65歳未満の障がい者に対し、一定期間（原則2年）、生産活動等の機会を提供することにより、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練等をします。

楓
〒992-0083

米沢市広幡町成島282
0238（40）1821 身体・知的・精神・難病 あり あり 1・2階

やまぼうし
〒992-0056

米沢市直江町2-30
0238（22）6555 身体・知的・精神 あり
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◇就労継続支援（A型／B型）

通常の企業に雇用されることが困難な方に対し、就労の機会や生産活動等の機会を提供することにより、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。

●A型（雇用型）
対象者

事業所名 所在地 電話番号 主な作業内容 利用できる障がいの種類 開所時間 送迎 食事 作業場の階

〒992-0045 ・厨房での調理補助　・弁当作り、配達　・事務仕事 全日（8/13～8/15、12/29～1/3を除く）

米沢市中央2-3-18 ・接客　・清掃、洗い場　・米沢市役所売店での接客 10:00～21:00（水・日10:00～14:00）

〒992-0045 ・農作業　・除草作業 月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

・アパート清掃　・除雪作業 ※土曜日（月2～３回）

9:00～15:00

あり

就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく
就労が可能と見込まれる65歳未満の方

1・2階身体・知的・精神・難病極楽麦酒本舗 0238（40）0291 あり

※別途送迎代や食事代がかかる場合があります。詳細につきましては、各事業所にお問い合わせください。

そらの輪 0238（49）7330 身体・知的・精神 なし あり 1階

米沢市中央7-3-15
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・園芸　・食品（食堂経営、漬物製造）・受託
〒992-0472
南陽市宮内1266-1

（営業カレンダーに沿って月8日休業）
　8:45～15:30

〒992-0351
高畠町大字高畠455-7

月曜日～金曜日

（祝日、8/13～8/16、 12/29～1/3を除く）

9:00～16:00

月曜日～金曜日(不定土曜日)

（祝日、お盆、年末年始を除く）
〒992-0031
米沢市大町3-3-47

〒992-1128   

米沢市八幡原５-4149-8

テクノセンター1F

月曜日～金曜日（祝日を除く）

9:30～15:30

米沢市福田町1-3-69

〒992-0311
高畠町大字金原2514-1

〒999-2241

〒999-0012

米沢市金池6丁目5番30号

南陽市郡山578

0238(26)1288 ・タオル折り　・ビニールちぎり　・タグ付け

就労の機会を通じて生産活動に関する知識、能力の向上が期待される方
●B型（非雇用型）

・木製ブロック（おもちゃ）検品、箱詰め作業

・トマトハウス作業　・ギフト箱組み立て

・編み物　
知的・精神

身体・知的・精神・難病

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

9:00～15:00

月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）

身体・知的・精神

あり 2階
・内職作業

身体・知的・精神・難病 １階・クリーニング作業　・布の裁断　・ダンボール型抜き

1階

8:15～17:15

1階

・野菜の種入れ　・梓園での洗濯作業

1・2階

10:00～15:00

・食品贈答箱の組み立て　・採尿検体容器セット組み

・マンション用配管先案内バンド作成　・さをり織り

・牛乳パックリサイクル手すき名刺　

・ペンの箱詰め、布革製品の糸仕事請負

・段ボール　・カレンダーの袋入れ　

1階

・買い物代行　・自主製作品

あり

あり

あり あり

・カーテンレールのシール貼り　・文鎮の縫製

作業場の階

1階

1・2階

1階

1階あり

精神

8:30～17:00

知的

１階身体・知的・精神

身体・知的・精神

あり（祝日、8/13～8/15、 12/29～1/3を除く）

あり

1階

1階

食事

あり

送迎

あり

あり あり

あり・農作業　・窯業　・手工芸

月曜日～金曜日（祝日を除く）

9:30～16:30

なし
・トレーディングカード仕分け 10:00～15:00

月曜日～金曜日

（祝日を除く　※事業所稼働日による）

8:30～17:30

・ワークからころ（部品組立て、冊子・カレンダーの封入、箱作り等）

・アクティブからころ（せんべい製造、販売）

・紙器、プラスチック加工　・シール貼り

・環境整備　・リサイクル作業（施設外就労）

あり

あり

あり

・カレンダー封入　・印刷物のとじ込み　・型抜き　

・買取中古ソフトクリーニング　・くじ作り　・値札貼り替え　

・菓子製造　・販売

・畑作業　・惣菜、給食作り

・販売（市役所、イオン、道の駅）　・園芸（花苗、しいたけ、野菜）

・バジル製品のバジル育成

・お弁当の製造、宅配　・食品の乾燥、加工

・畑作業　・薪作り　・木工

・内職作業（緩衝材リサイクル、部品組み立て）

月曜日～金曜日(不定土曜日)

知的・精神

・キッチンからころ（清掃、レストラン接客、配膳、弁当盛り付け等）

月曜日～金曜日

0238(27)0780
・ＴＶゲームクリーニング　・アミューズ機用くじ作り

身体・知的・精神・難病
月曜日～金曜日（祝日を除く）

あり

0238(28)9446

(冬期間　9:30～15:00）

なし

あり なし

なし

あり

あり

ちっちゃな 町工場

ジョブタス南陽事業所

ともの家

0238(52)0065

0238(49)8361

0238(49)9130

いちょうの家 0238(47)3456

1階

１・2階

月曜日～金曜日

（祝日、お盆、年末年始を除く）

あり

8:30～16:15

身体・知的・精神・難病

通年営業のため休日は別に定める
9:30～16:30

知的

8:30～15:00

知的

身体・知的・精神・難病

あり

月曜日～金曜日(不定土曜日)
（祝日を除く）
9:00～16:00

あり

あり

あり

あり0238(40)1821楓

しょうがい者支援施設
栄光園

〒992-1122

事業所名 開所時間所在地 電話番号 主な作業内容

赤とんぼ

いちみ

〒992-0024

米沢市東大通3-12-19

・部品組み立て　・糸切作業

・着火材づくり　・農作業　・ポスティング

月曜日～金曜日(不定土曜日)
（祝日を除く）
9:00～15:00

0238(21)3343

0238(49)7735 身体・知的・精神・難病

利用できる
障がいの種類

〒992-0025
米沢市通町2-11-28

・紙器作業　・農作業　・カフェの運営、パン製造 （祝日、ＧＷ、お盆、年末年始を除く）

米沢市万世町梓山5493-1

米沢市広幡町京塚2614-2

さくらんぼの家

すてっぷ

0238(38)6366

から・ころセンター

0238(27)1421
〒992-0086かにの家

chotto e cafe

0238(27)8878

〒992-0034
米沢市吾妻町4-25

〒992-0026
米沢市東2-8-54

太陽の家

ジョブタス米沢事業所

〒992-0033

0238(22)0703

0238(52)0558

〒992-0083
米沢市広幡町成島282

自立支援センター
竹とんぼ
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作業場の階食事送迎事業所名 開所時間所在地 電話番号 主な作業内容
利用できる

障がいの種類

やまぼうし
〒992-0056

0238(22)6555
・ルアー・部品組み立て・バリ取り・クラフト・手芸　

身体・知的・精神
月曜日～金曜日（12/29～1/3を除く）

公徳会 就労支援センター

そらの輪 ・検品、組立　・内職　・清掃作業　・農作業

南陽市椚塚927 ・洗濯作業　・内職作業

・パン製造、販売　・農作業
精神

・紅花摘み　・果物の箱詰め

0238(49)7330 身体・知的・精神

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始除く）

9:00～15:00

あり あり 1階
米沢市直江町2-30 ・畑作業・園芸・段ボール回収・厨房・清掃・接客　など 9:00～16:00

〒992-0012

米沢市金池5-6-29

月曜日～土曜日（12/29～1/3を除く）

森の子ひかり園

フラワーコート 米沢

〒992-0039

米沢市門東町2-8-34

〒992-0472

南陽市宮内3191

・ＤＭ便の配達作業　・季節商品の販売

・内職作業（寺院用具組立、製作・縫製会社の内職）

0238(87)8008 知的・精神

〒992-0003
0238(33)9302

・紙器加工　・縫製　・農作業
身体・知的・精神・難病

米沢市城南4-1-13 ・漬物シール貼り　・車部品組み立て　・ＡＴＭ清掃

〒992-0027

米沢市城西1-6-36-3

〒992-1127

米沢市万世町牛森4172-7

・畑作業

・事業所内での下請け・内職作業

〒992-0054
0238(21)2955

0238(29)1000

・組立作業　・畑作業　・自動販売機の管理 身体・知的・精神・難病

知的

1階

あり

精神

身体・知的・精神 なし

1階

あり
月曜日～金曜日（月2回土曜日開所）

9:30～15:30

月曜日～土曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

8:30～17:30　土曜日8:30～15:30

あり あり
月曜日～土曜日（祝日、ＧＷ、お盆、年末年始を除く）

9:00～15:00　土曜日9:00～12:00

9:00～15:00

月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）

１・２階
10:00～16:00

１階

あり

あり

全日（12/29～1/3を除く）
あり 1階

9:30～15:30
身体・知的・精神・難病

・菓子製造、販売　・清掃

・ランドリー業務

・リコーダーケース作り　・ボールペン袋入れ

・ポップコーン製造、販売　

・内職

・リサイクル品の回収、解体　・シール貼り

あり

知的

0238(49)8921

※別途送迎代や食事代がかかる場合があります。詳細につきましては、各事業所にお問い合わせください。

あり

あり0238(24)0366

なごみ～る

夢工房

ひまわり南陽 0238(47)5678

にこにこホーム

ライフサポート 杏の里

あり

・受託作業　・資源回収　

みかん
〒992-0038

0238(40)1806

0238(33)9360

すまいる

あり
米沢市駅前2-8-32

なし

月曜日～土曜日（祝日を除く）

9:30～15:30　土曜日9:30～12:30

月曜日～金曜日（変動あり）

9:30～15:30

月曜日～金曜日（不定土曜日）

10:00～15:00
精神

・箱折作業　・豆選別　・スプリング

・草刈り　・窓拭き　・清掃

〒992-0054
0238(20)5633 身体・知的・精神・難病

月曜日～土曜日（祝日を除く）
あり あり

〒993-0082
長井市舟場5-3

0238(87)8818

1階

・カレンダー袋入れ　・タオルたたみ　・ハガキ袋入
身体・知的・精神・難病

あり

1階
米沢市窪田町窪田1908-2 ・豆の選別　・施設外就労

あり

あり

あり

あり 1階

月曜日～金曜日(7/1、祝日、お盆、年末年始を除く）

あり あり 1階
　8:30～17:00

〒999-2221
0238(43)4322

1階なし
〒993-0075
長井市成田1878-2

あり

あり

らせっと 0238(27)8426 身体・知的・精神・難病 あり あり 1階

9:00～15:00・動物の世話　など

・水耕栽培（播種作業）　・食堂開店前清掃 月曜日～金曜日(指定した土曜日)

（祝日、8/13～8/15、12/31～1/3を除く）
〒992-1127
米沢市万世町桑山1728-2

・小物製作　・野菜作り　

くらら 0238(20)4726 知的・精神

月曜日～金曜日(不定土曜日)

あり あり 1階

9:00～16:00

ヒカリノアトリエ

0238(49)7651 ・内職作業 知的・精神
月曜日～金曜日(祝日を除く）

あり

9:00～15:00　冬季8:00～14:00

ライフサポート杏の里
第１就労継続支援B型事業所

月曜日～金曜日(不定土曜日)

（祝日、お盆、年末年始を除く）
〒992-0045
米沢市中央7-3-15

〒992-0044
米沢市春日2-2-23

（祝日、年末年始、会社が定める日を除く）

・エコクラフト製品の製作

・水耕栽培野菜播種作業

・内職作業

1・2階

1階
米沢市城西1-3-78 9:30～15:30　

・カレンダー袋入れ　・車部品　・手帳　・タオルたたみ

Leap
※８月～川西に移転予定

〒992-0042
0238(40)0778

・薪作り　・薪ストーブ関連業務
身体・知的・精神・難病

月曜日～金曜日（休みは社内カレンダーによる）
あり なし 1階

米沢市塩井町塩野1489-15 ・その他委託業務 10:00～15:00

1階

あり 1・2階
米沢市下花沢2-134-7 10:00～15:00

公徳会 米沢就労支援センター
〒992-0023
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◇共同生活援助（グループホーム）

※家賃や共益費等は、事業所ごとに設定されていますので、それぞれでご確認ください。

事業所名 所在地 電話番号 共同生活住居 所在地 電話番号 利用定員
利用できる

障がいの種類
夜間体制

〒992-0034

米沢市吾妻町5-3
〒992-0034

米沢市吾妻町4-15

〒992-0025

米沢市通町4-8-17

〒992-0054

米沢市城西4-9-8　
〒992-0054
米沢市城西4-5-69
〒992-0055
米沢市御廟2-4-16-5　
〒992-0031

米沢市大町2-1-43　シティハイム木村

〒992-0024

米沢市東大通2-4-58エンドウコーポＡ101、102

〒992-0052

米沢市丸の内1-14-36

〒992-0024

米沢市東大通3-12-41クリスタル米沢105、107、207

〒992-1122

米沢市万世町梓山188

〒992-0054

米沢市城西3-9-15プラザ城西1-102、2-201

〒992-0054

米沢市城西1-3-73　2号棟

〒992-0026

米沢市東2-8-56-1

〒992-0026

米沢市東2-8-56-2

〒992-0472 〒992-0472

南陽市宮内3196-1 南陽市宮内3196-1

〒992-1125 〒992-1125

米沢市万世町片子295-3 米沢市万世町片子295-3

〒992-0056 〒992-0054

米沢市直江町2-30 米沢市城西1-3-73

〒992-0038 〒992-0038

米沢市城南1-7-34 米沢市城南1-7-34

知的・精神

知的・精神

電話対応

電話対応

電話対応

0238(22)6555

0238(24)7247

0238(24)0010 8名

0238(45)2530

世話人在中

身体・知的・精神
※車いす利用を除く

知的・精神

電話対応

世話人在中

電話対応

電話対応

電話対応

電話対応

電話対応

電話対応

身体・知的・精神

知的・精神

知的

知的

身体・知的・精神

知的・精神

世話人在中

電話対応

電話対応

電話対応

電話対応

電話対応

やまぼうし

0238（40）1391

さくらんぼの丘
南陽

さくらんぼの丘南陽

8名

10名

共同生活　すずめ

0238(24)9561

0238(24)7247

ハイツＭ 0238(22)5857

東第Ⅰ 0238(24)9560

東第Ⅱ 10名

6名

13名

かたくりの家 7名

0238(24)0379

0238（40）1391

6名

6名

10名

地域で共同生活を営む方に、主として夜間において、共同生活を営む住居で相談・入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

共同生活援助事業所
あづま

スマイルハウス

杉の木ハウス

こすもす

ゆう

ホープ

けやき
〒992-0054
米沢市城西4-5-87

0238(45)2530

なせば成る

にじいろ

7名0238(38)5253

0238（40）1391

0238(23)2003

0238(40)1391

0238(38)4230

すてっぷ

6名

0238(23)9593

0238(24)5678 4名

4名

7名 身体・知的・精神

10名

7名 知的

0238(24)2970

4名

0238(28)9707

0238(23)2606

0238(40)8706

精神

知的・精神

知的・精神

知的・精神

知的・精神

〒992-0034
米沢市吾妻町4-25

0238(38)6366

ホームまつかわ

ホームあづま

つばき

こぶし

ホームあい

くるみ

〒992-0026
米沢市東2-8-54

0238(22)0703

0238(40)8706 にじいろ

サニーハイツ

7名 身体・知的

身体・知的・精神 電話対応
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事業所名 所在地 電話番号 共同生活住居 所在地 電話番号 利用定員
利用できる

障がいの種類
夜間体制

〒993-0033

〒993-0033

長井市今泉1812-257

〒993-0033 0238(84)7768

長井市今泉1812-504　緑町第2ハイツ102、103 0238(88)2207

〒993-0033

長井市今泉1812-523　緑町第1ハイツ101、103

〒993-0033

長井市今泉1812-523　緑町第1ハイツ201

〒992-0037

〒992-0027

米沢市駅前3-2-20

〒992-1123

米沢市万世町桑山4438-8

〒992-0047

米沢市徳町3-22

〒999-0121

川西町大字上小松3082

〒999-0121

川西町大字上小松3081-1

〒999-0121

川西町大字上小松3437

〒999-0121

川西町大字上小松3437

〒999-0121

川西町大字上小松2301-1

〒999-0121

川西町大字上小松3527

〒999-0121

川西町大字上小松907-1

〒999-0121

川西町大字上小松907-3

電話対応

電話対応5名

6名 知的東おき第1ホーム

知的東おき第2ホーム

世話人在中

世話人在中

電話対応

電話対応

電話対応

電話対応

精神

世話人在中

米沢市本町1-5-37
4名

知的・精神

6名

4名

電話対応

すずらん荘

0238(88)9211

0238(88)1141長井市今泉1039-1
スロージャム102、103号室

0238(84)5420

精神

4名

精神

精神

〒992-0047
米沢市徳町3－22

0238(27)8775

ぽっけ

〒992-0037
米沢市本町1-5-37

さくら荘

みどり荘

米沢第1ホーム

米沢第2ホーム

〒993-0033
長井市今泉1812

080-1851-6015 レッド

八ケ森荘

あけぼの荘

10名

0238(40)8901 10名 知的グループホームころころ

電話対応

知的5名

知的

精神

0238(84)4705

川西第3ホーム

電話対応

知的・精神

電話対応

知的・精神

電話対応

電話対応

0238(27)1274

知的・精神

世話人在中

7名

0238(84)3557

0238(42)6931

0238(27)8775

0238(28)1820

0238(24)9119

0238(46)3670

080-1851-6015

電話対応

0238(27)1274グループホームしりうす

米沢共同 生活事業所

パステル

希望が丘川西共同
生活事業所

泉荘共同
生活事業所

0238(42)6022

10名

知的

0238(42)5022

グループホームまんてん 0238(27)7213

2名

4名

4名

4名

グループホームおりおん 0238(40)0030 7名 知的

知的

川西第4ホーム

10名

希望が丘東置賜共同
生活事業所

0238(40)8901

〒999-0121
川西町大字上小松907－3

3名 知的・精神 世話人在中

2名 知的・精神 世話人在中

070-3103-8700

070-3103-8700

〒999-0121
川西町大字上小松907－3

はなまるグループホーム
〒992-0057
米沢市成島町2-1-54-13-
101

070-3103-8700

アンジェリカ
〒992-0057
米沢市成島町2-1-54-13-101号室

花りん
〒992-0024
米沢市東大通1-1-163 D号室

23 ページ



事業所名 所在地 電話番号 共同生活住居 所在地 電話番号 利用定員
利用できる

障がいの種類
夜間体制

〒993-0082

長井市舟場26-29

〒993-0053

長井市中道2-2-37

〒993-0031

長井市泉2110

〒993-0082

長井市舟場26-28

〒999-0472

南陽市宮内1187-2

〒999-2221

南陽市椚塚1501-18

〒999-2232

南陽市三間通291-7

〒992-0472

南陽市宮内1120-1

〒999-2221

南陽市椚塚806-3

〒999-2221

南陽市椚塚1284-1

〒999-2221

南陽市椚塚762-1

〒999-2211

南陽市赤湯3207-5

〒999-2221

南陽市椚塚904-1

〒999-2221

南陽市椚塚910-14

〒999-2221

南陽市椚塚926-2

〒999-2221

南陽市椚塚904-1

〒999-2221

南陽市椚塚908

〒992-0038

米沢市城南4-1-14

〒992-1123

米沢市万世町桑山4485

0238(43)4885 9名 知的

精神

くぬぎ荘Ｇ棟

電話対応

電話対応

精神

0238(43)8808 世話人在中

世話人在中10名

10名

0238(88)3733

0238(87)8260

知的

0238(84)8557 7名 知的・精神

知的・精神

くぬぎ荘Ｈ棟 精神

精神

0238(43)8010

くぬぎ荘Ｆ棟

くぬぎ荘Ｅ棟

0238(43)3011

0238(43)3606

0238(87)1707西おき第1ホーム

いちょう赤湯 0238(43)2660

知的・精神

知的・精神

世話人在中

電話対応

精神

精神10名

電話対応11名

5名

7名

10名 世話人在中

10名

9名

7名

精神

知的

世話人在中

世話人在中

世話人在中

電話対応

電話対応

電話対応

10名

9名

世話人在中

身体・知的・精神・難病

精神

7名 身体・知的・精神 世話人在中

9名 精神

電話対応

電話対応

世話人在中

4名

20名

アプリコットハウスⅠ 0238(87)0100

ふらぼの 0238(27)9450

〒993-0075
長井市成田1728-1

グループホーム　365日 0238(40)1806

0238(43)5004

0238(40)3416

0238(40)3401

くぬぎ荘Ｉ棟 0238(43)5188

0238(40)3616

アプリコットハウスⅡ
〒993-0075
長井市成田1728-1

0238(87)0100 15名 精神 世話人在中

銀杏寮 0238(47)5253 8名 知的

西おき第4ホーム 電話対応

0238(47)4745

くぬぎ荘Ｊ棟

20名 精神

アプリコットハウス
〒993-0075

長井市成田1728-1
0238(87)0100

ふらぼの
〒992-1123
米沢市万世町桑山4485

0238(27)9450

グループホーム
365日

〒992-0038
米沢市城南4-1-14

0238(40)1806

くぬぎ荘 0238(40)3401
〒999-2221
南陽市椚塚908

くぬぎ荘Ａ棟

くぬぎ荘Ｄ棟

くぬぎ荘Ｂ棟

グループホームきずな

0238(47)3456

いちょう宮内

いちょうの家
〒992-0472
南陽市宮内1266-1

西置賜共同生活事業所
〒993-0082
長井市舟場26-29

0238(87)1707

グループホームあいりす

いちょう桜木
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◆施設入所支援

施設に入所する方に、主として夜間において、入浴・排せつ・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を行います。

①生活介護を受けている方で障害支援区分4以上（50歳以上の方は区分3以上）である方
②自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、生活能力により単身で生活が困難な方
③地域の社会資源などの状況により通所することが困難な方

所在地 電話番号 利用定員
利用できる

障がいの種類

〒992-1202 

米沢市大字三沢26100-14

〒992-0472 

南陽市宮内1204-3

〒992-1122

米沢市万世町梓山5493-1

〒992-1122

米沢市万世町梓山5494-1

〒999-0134

川西町大字下小松2045-20

〒999-0134

川西町大字下小松2045-20

〒999-0134

川西町大字下小松2045-20

〒999-0134

川西町大字下小松2045-20
知的

70名

60名

身体

身体・知的・難病

知的

身体・知的

知的

知的

知的

0238（46）3101

0238（46）3102

0238（46）3103

40名

60名

80名

80名

60名

60名

0238（22）0398

0238（59）1030

0238（28）9446

0238（28）7710

0238（46）3100

対象者（原則）

事業所名

山形県梓園

障がい者支援施設
南陽の里

しょうがい者支援施設
栄光園

山形県総合コロニー希望ヶ丘
まつのみ寮

しょうがい者支援施設
松風園

山形県総合コロニー希望ヶ丘
しおり

山形県総合コロニー希望ヶ丘
しらさぎ寮

山形県総合コロニー希望ヶ丘
ひめゆり寮

25 ページ



●地域活動支援センター

身近な地域で、通所において創作的活動又は生産活動の機会を提供したり、障がいのある方が社会との交流等を行う施設です。

利用までの流れ

利用料 無料

※ただし、食事・材料費・送迎費は実費負担

地域活動支援センター一覧

施設名 所在地 電話番号 主な活動内容 開所時間
利用できる

障がいの種類
送迎

〒992-0051 ・菓子箱等の組み立て・作業訓練・諸外活動 月曜日～金曜日（祝日を除く）

米沢市城北1-3-18 ・生活訓練・能力向上訓練・レクリエーション 13:00～16:00

〒992-0056 ・作業訓練（ダンボール組立） 月曜日～金曜日（祝日を除く）

・生活訓練（お茶、パソコン、手工芸等）

・地域交流活動　・レクリエーション　・創作活動

〒999-2221 ・生け花　・食事会　 日曜日（第1.3）～金曜日（祝日を除く）

・喫茶　・小物作り 8:30～18:00

・パソコン 日曜日（第１・３）9:00～13:00

〒992-0059 ・創作活動　・リハビリ体操 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

米沢市西大通1-5-60 ・レクレーション活動　・屋外活動 9:45～15:45

13:00～17:00米沢市直江町7-43

南陽市椚塚929

0238(23)6176

0238(24)9950
ＮＰＯ法人

米沢ひまわりの家

NPO法人
ホープ米沢

あり

あり

あり

精神

なし

米沢市社会福祉協議会 身体・知的・精神

精神

0238(24)7881

身体・知的・精神0238(40)4055ライフサポートとまり木

地域生活支援事業

１．申請

申請先

米沢市役所社会福祉課（１階）

障がい者支援室

２．決定

ご自宅に「地域活動支援センター利用決定通知書」

が届きます

３．利用開始
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●日中一時支援
障がいを有する方の日中における活動の場を提供し、その介護者の社会参加や休息を図ることを目的としています。

対象者 身体障害者手帳所持者／知的障がいまたは精神障がいを有する方

利用までの流れ

利用料 １割負担（利用時間により、異なります）
※生活保護受給者は、利用料免除

日中一時支援実施事業所一覧

開所時間 送迎

全日
8:45～17:30

なし

全日※時間は要相談 なし

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
8:30～17:15

なし

全日
8:30～15:00

なし

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く）
8:30～17:15

なし

全日
9:00～19:00

なし

全日（利用前月初めまでに事前受付要）
8:45～17:00

なし

月曜日～金曜日（祝日を除く）15:30～18:00
土曜日（月２回程度）9:00～18:00

なし

月曜日～金曜日　朝 7:30～9:00　夕 14:00～18:00
土曜日　 9:00～17:00

あり

月曜日～金曜日（祝日、8/13、12/30～1/2を除く）

朝　7:30～9:00　夕　16:00～18:00

月曜日～第2・4土曜日（お盆、年末年始を除く）
9:00～18:00 あり

月曜日～金曜日（祝日・8/13～8/15、12/30～1/3を除く）
8:30～17:30 なし

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

9:00～18:00

月曜日～土曜日（12/31～1/3を除く）

10:00～16:00

全日

8:30～17:00

月曜日～金曜日

朝 7:30～9:00   夕 13:00～17:30

月曜日～土曜日、祝日（お盆・年末年始を除く）

8:30～17:30　祝日 10:00～16:00

月曜日～土曜日、祝日（お盆・年末年始を除く）

7:30～18:30　9:00～17:00

月曜日～金曜日（祝日・お盆・年末年始を除く）

15:00～18:00

あり
米沢市広幡町成島1027

〒992-0027
0238（33）9360 身体・知的 あり

米沢市駅前2-8-32

あり
〒992-0056
米沢市直江町7-16

0238（33）9069 身体・知的・精神・児

0238（20）4760 身体・知的・精神・医ケア児

山形県梓園
〒992-1202
米沢市大字三沢26100-14

0238（22）0398

あり
米沢市徳町13－7
〒992-0047

supportroomぱある 0238（20）6515 児（身体・知的・精神）

〒992-1122
かりやす 0238（40）1552

スマイル
〒996-0027
新庄市本町6-11

0233（29）4556

米沢市万世町梓山4101-2
身体・知的・精神・児 あり

身体・知的・精神 あり

身体 あり

〒999-0134
川西町大字下小松2045-20

〒999-0134
川西町大字下小松2045-20

あり

知的

障がい児

0238（88）9311

0238（24）7247

0238（26）1170 身体・知的・精神・児

0238（24）3220 知的

090-6253-5859 知的・精神・児

023（673）3366

身体・知的

重度心身障がい者（児）

〒999-3145
上山市河崎3-7-1

かにの家

知的0238（46）3100

0238（22）3210

0238（46）3103

しょうがい者支援施設
松風園

独立行政法人国立病院機構米沢病院

山形県立こども医療療育センター

山形県総合コロニー希望ヶ丘
しおり

山形県総合コロニー希望ヶ丘
まつのみ寮

0238（28）7710
〒992-1122
米沢市万世町梓山5494-1

〒992-1202
米沢市大字三沢26100-1

〒999-0264
高畠町大字馬頭1043-4

すまいるはーと

山形県立やまなみ学園

〒992-0062
米沢市林泉寺2-10-21

〒992-0072
米沢市舘山6-1-34

〒993-0033
長井市今泉1812

わくわく

なせば成る
〒992-1125
米沢市万世町片子295-3

ばおばぶ
〒992-0037
米沢市本町1-5-37

Ｒeはーと ぴいす

Ｒeはーと えいる

だんらん

〒992-0083

利用できる障がいの種類

知的

事業所名

しょうがい者支援施設
栄光園

電話番号

0238（28）9446

所在地

〒992-1122
米沢市万世町梓山5493-1

0238（40）8212

身体・児

知的・児

知的・精神・児

１．申請

申請先

米沢市役所社会福祉課（１階）

障がい者支援室

２．調査

※障害支援区分の認定を受けている

場合は、省略できます

３．決定

ご自宅に「日中一時支援決定通知書」

が届きます

４．利用開始
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●移動支援

単独で外出することが困難な障がい者に対し、地域における自立生活と社会参加の促進を目的とし、下記のような外出時に、ガイドヘルパーを派遣します。

・視覚障がい １，２級 ・上肢及び下肢機能障がい １，２級
・上肢及び移動機能障がい １，２級
・知的障がい　もしくは　精神障がいを有する方

利用までの流れ

原則１割負担（利用時間により異なります）
※生活保護受給世帯は、無料

移動支援実施事業所一覧

ニチイケアセンター西米沢

0238（37）0760

0238（26）5222

0238（40）8212

0238（52）5679

米沢市成島町2-1-110-16 0238（37）0725

0238（40）0330

0238（49）7676

るりいろ

ゆにぷろ

訪問介護ステーション花はな

〒992-0264すまいるはーと

ニチイケアセンター米沢大町 〒992-0031

身体・知的・精神

身体・知的

〒992-0057

〒992-0038

〒992-0351

身体・知的・精神

知的・精神

米沢市城南1-5-2

〒992-1123 身体・知的・精神

高畠町大字馬頭1043-4

高畠町大字高畠328-1

米沢市万世町桑山4461

米沢市大町2-3-57 メゾン・ライゼ105 0238（27）1241 身体・知的・精神

身体・知的・精神

身体・知的・精神

対象者

利用料

事業所名 利用できる障がいの種別所在地

米沢市門東町2-7-21　

米沢市金池5-13-21

〒992-0039

〒992-0012

電話番号

ヴィーヴル21

ニチイケアセンター米沢

１．申請

申請先

米沢市役所社会福祉課

（１階）障がい者支援室

２．調査

※障害支援区分の認定を受

けている場合は、省略でき

ます

３．決定

ご自宅に「移動支援決定通知書」が

届きます

４．利用開始

・余暇活動 ・公的機関への届け出／手続き ・各種イベントや研修会への参加 など

※定期通院や通勤、営利を目的とした外出、長期の外出は対象外です
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お子様の療育・放課後の支援を行います。

●利用の流れ

●利用料 　7ページをご参照ください。

児童福祉法によるサービス（障がい児を対象としたサービス）

１．相談・申請

まずは、「市役所社会福祉課」までご相談ください。

サービスが必要な場合は、申請をします。

２．調査

現在の生活や障がいの状況について、社会福祉課の調査員が調

査を行います。

３．サービス等利用計画の作成（障がい児相談支援）

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者の希望な

どを考慮し、生活に必要なサービス等を上手に活用していくた

めにサービス等利用計画を作成します。

4．認定・受給者証交付

障がい児本人や、保護者の意向サービス等利用計画を踏まえて市町村が

サービスの支給量などを決定し、受給者証が交付されます。

5．事業所と契約

サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。

サービス利用開始

児童発達支援事業 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援
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●児童発達支援事業

日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練の指導、家族への支援を行います。
※幼稚園・保育所との併用可

未就学の児童

あり
米沢市太田町3-1-32 ・創作活動　・季節に応じた活動、行事など 9:30～13:00（時間は要相談）

南陽市宮内561-3 ・集団支援　・制作、遊び、ゲームを通じた支援  9:00～13:00
さくらだ

〒992-0472
0238（49）7741

・日常生活支援　・社会適応支援
10名

(放課後等デイサービスと合わせて）

キッズデイサポート虹の子
〒992-0035

0238（40）1800
・日常生活支援　・戸外活動　・室内活動（個別、集団等） 月曜日～金曜日（祝日、お盆・年末年始を除く）

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

あり
月曜日～金曜日（祝日を除く）

supportroomぱある 0238（20）6515

15名 ありＲeはーと えいる 0238（33）9069

あり
南陽市宮内1204-3

ゆうあいくらぶ
〒992-0472

0238（27）0067

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

あり
月曜日～金曜日

9:00～13:00(時間は要相談)

・日常生活支援　・野外活動

・室内活動　・児童の生活に合わせた支援

〒992-0047

米沢市徳町13－7

なし
長井市清水町2-8-1 9:00～15:00

・社会適応支援　・日常生活支援

・集団支援　

送迎

なし

定員活動内容 開所日時（詳細は要相談）

・ことばの支援（集団）　・運動あそび

・音楽療法　・ことばの教室（個別）

・季節ごとの感覚あそび

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く）

8:45～14:45

年5回土曜日開所（親子通所日）
10名

9:00～12:00

対象者：
事業所名 所在地 電話番号

〒992-0045
ひまわり学園 0238（21）1330

米沢市中央6-1-45

9:30～13:00

・遊具遊び、水遊び、雪遊び　

・言葉の練習、歌、型入れ活動 月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

9:00～18:00

月曜日～金曜日

11:30～17:30

〒992-0056

高畠町大字馬頭1043-4
すまいるはーと

〒992-0264
0238（40）8212

ぷれ 0238（52）5679

・課外活動　・ごっこ遊び　・外遊び　・読み聞かせ

・感覚統合　・作業　・機能訓練

なし
〒993-0054

0238（88）4226
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

長井市清水町1-5-26 9:00～15:00

・個別支援　・集団支援　・家庭支援

・生活習慣支援　・地域連携支援
10名

・トランポリン　・ムーブメント療法　・散歩

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

あり

あり

なし

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

9:00～17:00

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

月曜日～金曜日

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

10名 あり
9:00～17:00

10名

10名デイサポート ひらすび

あゆむ

・個別活動　・生活スキル指導

・学習スタイルに応じた養育、支援

Ｒeはーと ぴいす
〒992-0083

0238（20）4760
・個別機能訓練　・ふれあい体操　・感覚遊び　・創作活動 月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

0238（87）0564
水曜日～日曜日・祝休日

9:30～17:00

〒999-1111

飯豊町大字手ノ子2617-1

〒992-0351

高畠町大字高畠328-1

・牧場活動　　・自然活動　

・ホースセラピー　・トランポリン等

〒993-0054
0238（87）8888 ・体操　・自由遊び  ・課題遊び

米沢市直江町7-16

すみれ学園

米沢市広幡町成島1027番地

かりやす
〒992-1122

0238（40）1552
・個別活動　・集団活動 月曜日～金曜日（祝日、お盆・年末年始を除く）

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

あり
米沢市万世町梓山4101-2 ・外出活動　・自然、動物とのふれあい 9:00～15:00

キッズスペースいちご米沢
〒992-0017

0238（49）8231
・感覚統合療育　・創作活動 月曜日～金曜日・祝日（年末年始を除く）

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

あり
米沢市桜木町1-44 ・個別支援　　・集団支援　・レクリエーション 9:00～13:00

まなびのへやバンビーナ南陽
〒999-2241

0238（27）8801
・健康チェックと医療的ケア　・ことばと意思表現、摂食トレーニング 月曜日～金曜日（お盆・年末年始を除く）

10名
(放課後等デイサービスと合わせて）

なし
南陽市郡山1054番地の10 ・基本動作トレーニング　・集団活動適応トレーニング 9:00～16:00
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●放課後等デイサービス

　　対象者：

supportroomぱある
〒992-0047

0238（20）6515 身体・知的・精神
・社会性支援（家族含めた）　・自立支援 月曜日～金曜日　学校終了～16:45　延長18:00まで

10名
（児童発達支援と合わせて）

あり
米沢市徳町13-7 ・子どもの姿に合わせた支援 月1、2回土曜日開所（親子）

9:00～16:45

※18:00まで延長あり

Ｒeはーと えいる
〒992-0056
米沢市直江町7-16

0238（33）9069 身体・知的・精神
・課外活動　・ごっこ遊び　・外遊び　・読み聞かせ

9:00～17:00 15名 あり
・感覚統合　・作業　・機能訓練

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

9:00～17:00

放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進を行います。
小学校１年生～高等学校在学中の児童

ばおばぶ

開所日時
（詳細は要相談）

活動内容事業所名 所在地 電話番号

0238（24）7247

0238（40）8212

0238（40）1800

〒992-0062
あおいそら 0238（26）1170

すまいるはーと

なせば成る

キッズデイサポート
虹の子

利用できる
障がいの種類

米沢市林泉寺2-10-21

・外出活動（紙飛行機、外食活動、バス、電車の療育）

〒992-0035
米沢市太田町3-1-32

米沢市本町1-5-37

〒992-0037
090（6253）5859

9:00～18:00
〒992-1122

あり

フレンドリーハウス
〒992-0025

0238（24）3390 身体・知的・精神
・個別支援　・集団活動　・外出 月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始は除く） 9:00～17:00

※18：00まで延長あ
り

10名 あり
米沢市通町8-2-92 ・創作活動　・学習支援　・家族支援 学校終了～18:00

10名
（児童発達支援と合わせて）

14:00～18:00

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）・個別活動　・集団活動　・外出活動

・自然、動物との触れ合い　

・創作活動　・季節行事　・労働体験　・課題活動

・機能訓練　・感覚統合遊び　・地域交流の提供　・余暇活動

9:30～17:30

10名

9:00～17:45

10名

8:00～18:30

14:00～18:00　土曜日　9:00～17:00

月曜日～土曜日（土曜日月１開所）

月曜日～土曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

月曜日～金曜日

・園内、園庭での遊び

・牧場活動　　　・自然活動　

・ホースセラピー　・感覚統合療法

・日常生活訓練　・集団、個別活動　・バス活動　　

・季節に応じた活動、行事　・創作活動

・個別のスケジュールによる活動

・外出、興味関心に応じた活動

水曜日～日曜日・祝日

9:30～17:00

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始は除く）

9:00～18:00

月曜日～金曜日（お盆、年末年始を除く）

なし

10名
（児童発達支援と合わせて）

あり9:30～17:30

10名 あり

あり

あり

10名

10名

水～日・祝日
9:30～17:00

11:00～18:30　土曜日　8:00～18:30

8:30～18:00

※19:00まで延長あり

送迎
長期休暇時の

開所時間
定員

9:00～17:00

あり

あり10名身体・知的・精神
月曜日～土曜日（お盆、年末年始を除く）

9:00～17:00

知的・精神
9:00～18:00

月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始は除く）
知的

9:00～18:00

9:00～17:00

・創作活動　・運動遊び　・感覚遊び

・日常生活訓練　　　・創作的活動

・集団生活適応訓練

・個別活動（ドリル、アイロンビーズ、スクラッチアート等）

・外遊び　・散歩　・水遊び　・童遊び

あり

10名8:30～17:30

〒992-1125
米沢市万世町片子295-3

〒992-0264

高畠町大字馬頭1043-4

ぷれ

知的森の子わかば園 0238（29）0033

高畠町大字高畠328-1

かりやす

〒992-0351
0238（52）5679

米沢市万世町梓山4101-2

0238（87）0564
〒999-1111
飯豊町大字手ノ子2617-1

0238（40）1552 身体・知的・精神

デイサポート
ひらすび

〒992-1127
米沢市万世町牛森4172-2

身体・知的・精神

身体・知的・精神

知的・精神

身体・知的・発達障がい

アップルハウス
〒992-0042

0238（22）3711 知的・精神
・個別支援活動　・日常生活支援 月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始は除く）

10名 あり
米沢市塩井町塩野3419-3 ・家族支援　・集団支援 9:00～18:00

9:00～18:00

あゆむ
〒993-0054

0238（87）8888 障がい児
・宿題　・自主学習　・サロンに関わる活動 月曜日～金曜日（登校日）

9:00～17:30 10名 あり
長井市清水町2-8-1 ・各自趣味や関心がある活動 学校終了～17:30

ゆうあいくらぶ
〒992-0472

0238（27）0067 身体・知的・精神
・日常生活支援　・レクリエーション 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

9:30～17:30 10名
（児童発達支援と合わせて）

あり
南陽市宮内1204-3 ・創作活動　・学習 14:00～17:30

キッズスペースいちご米沢
〒992-0017

0238（49）8231 身体・知的・発達障がい
・感覚統合療育　・創作活動　・学習 月曜日～金曜日（年末年始を除く）

8:00～18:00 10名
（児童発達支援と合わせて）

あり
米沢市桜木町1-44 ・個別支援　　・集団支援 9:00～18:00

プリムラ
〒999-2231

0238（27）7270 身体・知的・精神
・社会交流支援　・学習支援 月曜日～金曜日（土曜日開所の週あり）

9:00～17:00 10名 あり
南陽市二色根字綿打432番3 ・外遊び　・室内活動 14:00～17:30（土曜日9:00～11:30）

さくらだ
〒992-0472

0238（49）7741 身体・知的
・日常生活支援　・創作活動 月曜日～第2・4土曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）

9:00～15:30 10名
（児童発達支援と合わせて）

あり
南陽市宮内561-3 ・社会適応支援　・集団支援 13:00～17:00　土曜日　9:00～15:30

Ｒeはーと ぴいす
〒992-0083
米沢市広幡町成島1027

0238（20）4760 身体・重心障・医ケア児
・個別機能訓練　・ふれあい体操　・感覚遊び 月曜日～金曜日（祝日を除く）

9:00～17:00 10名 あり
・大型遊具遊び　・ムーブメント療法　・散歩　・創作活動 9:00～17:00

まなびのへやバンビーナ南陽
〒999-2241

0238（27）8801 身体・重心障・医ケア児

・健康チェックと医療的ケア　・ことばと意思表現、摂食トレーニング 月曜日～金曜日　（お盆、年末年始を除く）
9:00～16:00 10名

（児童発達支援と合わせて）
あり

南陽市郡山1054番地の10 ・基本動作トレーニング　・集団活動適応トレーニング 13:00～16:00　学校休業日　9:00～16:00
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●保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等についてアドバイスします。

未就学の児童
小学校1年生～高等学校

在学中の児童

未就学の児童
小学校1年生～高等学校

在学中の児童

未就学の児童
小学校1年生～高等学校

在学中の児童

利用できる障がいの種類

対象者：

事業所名 所在地 電話番号 営業日・時間

発達の遅れやかたよりが気になる児童で、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、
その他集団生活を行う施設に通う児童

対象年齢

ひまわり学園
〒992-0045

0238(21)1330
月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）

身体・知的・精神
米沢市中央6-1-45 8:30～17:00

supportroomぱある
〒992-0047

0238(20)6515
月曜日～土曜日

身体・知的・精神
米沢市徳町13-7 8:30～17:30

あゆむ
〒993-0054

0238(87)8888
月曜日～金曜日

身体・知的・精神
長井市清水町2-8-1 9:00～17:00

未就学の児童
小学校1年生～高等学校

在学中の児童米沢市直江町7-16 9:00～17:00
Ｒeはーと えいる

〒992-0056

0238(33)9069
月曜日～金曜日（祝日、お盆、年末年始は除く）

身体・知的・精神
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