
受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17001 （株）和組 和らぎの家 地域支援

 地域の生活支援体制づくりへの参加

 地域での介護相談アドバイス

 子供を守る安心の家への登録

和らぎの家を開所して13年が経ちました。地元においての開所でしたがようやく、受け

入れられ始めたように思います。開所当時から、乳幼児預かりもしております。30年か

らの生活支援体制作りにも積極的に参加、協力をしていきたいと考えております。

17002

（特非）

ハートリン

ク

宅幼老所あやとり

地域支援

共生ケア

認知症支援

その他（子育て支援）

認知症(BPSD）によりより困難があっても

障害のある方のタイムケア

介護保険では支えきれないケース（限度額オーバー等）

骨折等により自宅で入浴できない自立の方

未就学児の一時預かり

小さな古い民家でのデイサービスです。上諏訪温泉の中でも大変良質な小和田温泉を使

わせていただき一番の売りとしています。個浴でそれぞれ好みの温度でゆっくり入浴を

楽しんでいただいています。また外食、買い物、ドライブ等、利用者の要望に応じて計

画実施しています。いつでもだれでもwelcomeです。

17003
創生活環境

運営
集皆所ひだまり

地域支援

認知症支援

 予防リハビリ（曜日限定で身体脳のリハビリを強化して行う）

 ひだまり大学（不定期開催で認知症や生活の知恵等、講義方式で利用者

へ伝える場）

 ＮＰＯ活動と連携し、地域の介護相談の場となっている

グループホーム、ＮＰＯ法人とともに地域に根付き、活動しています。 ＮＰＯの活動の

参加者が介護が必要になったら、デイサービスに通う。自宅での生活が難しくなってき

たら、グループホームへ入居する、といった多彩なサービスが可能です。ＮＰＯ活動を

通じて、地域のよろずやを目指しています。

17004
（福）ふれ

あい

みなみみのわふれ

あいの里小規模多

機能型居宅介護

地域支援

認知症支援

 移送サービス

 福祉車両の貸し出し

 外部事業者向け勉強会研修会開催

 介護者（家族）リフレッシュ事業

他で大変で断られたケースや措置などの緊急性の高いケースも柔軟に受入れをしていま

す。早朝の受入れ、夜の帰宅、急な宿泊など小規模多機能らしい臨機応変な訪問や通

い、宿泊サービスを組み合わせて対応しています。見学に来られると、ほとんどの方が

即決で気に入って下さり契約されていくのが自慢です

17007
（福）恵仁

福祉協会

菅平グループホー

ム

地域支援

認知症支援

「お茶飲み会」菅平の家を使って、地域のお年寄りのおしゃべりの場の

提供

  「活動の発表の場」地域でクラブ活動などをされている方に発表に来

ていただく

  「自治会、支部活動への協力」

もうすぐ１０年目を迎え、地域の皆様に少しずつ知っていただけるようになりました。

昨年からは、１日３名までの通所を始めました。 毎月「リハビリ体操」と「お茶飲み

会」を隣の菅平の家を使って開催しています。 半分以上が菅平在住の職員ですので、地

域の特性を活かす事ができると思います。

17009

御代田町社

会福祉協議

会

宅老所きくちゃん

家

地域支援

共生ケア

認知症支援

認知症サポーター養成講座を開催

職員が子供を連れて出勤可能

サロンへの参加、サロンを事業所で開催するときもある。

きなんし祭への参加（地域の行事へ参加）。

街かど福祉講演会を開催（地域に事業所をしってもらう）

開所して15年を迎え、新しい地域の方にも宅老所の活動が少しずつ根付いてきました。

地域の行事、宅老所の行事にお互い参加し、交流も深め子供たちも遊びに来ています。

何かあればすぐに相談して地域宅老所のため職員全員で前向きに取り組んでいると思

います。

17011

スマートケ

アタウン株

式会社

リハビリテーショ

ン小萩

その他（日常生活維持の

向上）

 提供時間３時間、午前午後の２部制

 理学療法士による身体機能訓練、杖等の介護用品の操作指導

 居宅訪問による自宅内での生活指導、ホームワーク作成

 温熱療法による身体ケア

 看護師によるフットケア

介護支援を必要とする高齢者が可能な限りその居宅において日常生活を営めるよう、

理学療法士による機能訓練や温熱療法、フットケアワーカーの資格を有する看護師によ

る爪のケア等を提供する。他のご利用者様とのコミュニケーションを図り、他者との交

流を持つ機会を増やしている。

17014
（医）柳泉

会
宅幼老所いずみ 認知症支援

 幼児保育、学童保育の実施(定員5名)

 調理活動への積極的な取り組み

 個々の暮らしの課題に合わせた丁寧な機能訓練の実施

築百年を超えた古民家を改修しての宅幼老所を立ち上げて十一年目になり、少しずつで

すが地域の皆様にも親しまれる事業所に成⾧してきました。

一人一人の暮らしの中の課題を丁寧に聞き取りながら必要な支援を提供しています。大

人も子どもも笑顔の絶えない暖かくて楽しい事業所です。

17015
（株）和が

家
和が家新倉

認知症支援

その他（ ）

 活動と参加

 自立支援援助

 認知症支援

ここに通うお年寄りは元気な方が多く食事作り手工芸畑作りを積極的に行っていま

す。手工芸を活かし地域の文化祭に参加させていただきました。公民館にも近い立地条

件でありイキイキディに参加交流を持ちネットワークを広げ、スタッフお年寄り共に

地域の奉仕活動にも取り組む事が出来ると思います



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17016
（有）わが

家
宅幼老所わが家

地域支援

共生ケア

認知症支援

 困った時はお互い様。とことんどんなかたちであれ支援します。

 認知症があったって、障がいがあったってそれは個性として受け止めま

す。

 子どもも動物もみんないっしょの空間利用。

 よろず相談。（子育て、介護、DV,離婚etc）

  地域サロンの黒子としての関わり。

世話焼きスタッフがいっぱいるみんなの居場所です。

地域の困りごとに対応可能です。

困った人を見捨てない、家族や親子でなくても家族です。

みんなで笑って、みんなで泣いて思いを共有します。

間口が広く敷居が低いそれがわが家です。

17017
創生活環境

運営
集皆所ひだまり

地域支援

認知症支援

 地域交流：地域の方のボランティアを積極的に受け入れ

  地域の子どもの交流による世代間交流を大切に！

 機能訓練の充実！看護師による豊富な個人メニュー

 安曇野市唯一！歩行浴(水着を着ての水中歩行訓練)

 予防リハビリ(学校のような形をとり、取り組みを授業設定で行う、日

直も利用者様が交代で！)

水田や畑、アルプスの山々を眺めながらの雰囲気は安曇野の美しい風景そのもの！自然

豊かな環境で、利用者様の今を楽しく生きていただけるように、スタッフ一同笑顔でご

支援しています！困った時はお互い様で、利用者様にもすすんでお手伝い頂いていま

す。自分らしく遠慮せずにすごせるデイサービスです

17020

（特非）グ

ループもみ

じ

宅老所さくら
地域支援

認知症支援

ガーデンカフェさくらの開放（地域の交流場）

地域のボランティアさんの活動（紙芝居やマジック）

認知症、介護相談

平成28年度より宅老所さくらの庭を地域の皆さんに開放し、だれでも自由に気軽に立ち

寄っていただけるカフェをオープンいたしました。（春～秋）本年もバザーなど地域の

皆さんの協力もいただき様々なイベントを行わせていただきました。ご家族様の認知症

相談に来られる方もいらっしゃいました。

17023
（特非）リ

ラの里
宅老所ひなたぼこ

地域支援

共生ケア

認知症支援

 新築で建てた快適な設備を生かしたサービス（泊まりデイ）

 スプリンクラーも付けたのでお泊りも安心

 地域の方への配食サービス

 日本財団の車輌４台、移送サービスも可能

 オレンジカフェにもたずさわって介護者の支援

困ったに応えられる宅老所を目指してやっているうちに、認知症の方（特に重度）障が

いをお持ちの方、幼児の一時預かり、タイムケア、放課後デイサービスと事業数も増え

ました。 必要な人に必要なサービスを提供して泊まり、延⾧、緊急時対応にも応じ、在

宅支援を今後も応援していきたいと思います。

17024
（福）恵仁

福祉協会

真田グループホー

ム

地域支援

認知症支援

 認知症の方の生活の支援、助言

 地域に認知症を理解してもらうための情報提供

 高齢者介護の相談窓口

真田の地域で16年お世話になっています。高齢者、認知症の支援が得意分野です。

24時間365日職員が常駐しています。帰省の折などご家族の変化にお気づきの時は、

いつでも

ご相談をお受けできると思います。



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17025
（株）ふれ

あいの里

ケアセンターふれ

あいの里

地域支援

認知症支援

●生活支援事業展開中（介護保険外事業）。介護保険では支えきれない地

域ニーズをサポート。

配食サービス：介護施設経験がないと見えない食形態。療養食。配達方

法。服薬のお声かけ。

自費オプションサービス：配食サービスに加えて安否確認メール配信。

配達時に生活に必要なものの買い物代行しお届けします。

お掃除サービス：当施設サービスいずれかご利用の方対象に、草取りな

ど自宅で困ることの

相談を受け、解決に走ります。

   車両貸出サービス：当施設サービスいずれかご利用の方対象に、

車椅子ごと乗車できる車両を

貸出しています。

   認知症電話窓口相談

   複数施設連携研修会開催：福祉の仲間だからこそ分かり合える学

びの機会。

外部講師を招くなどしてスキルアップを目指しています。

   介護者リフレッシュ事業：地域の皆様のふれあいの場 イベン

ト講座 開催

●中規模多機能を目指す施設 介護保険事業として複合サービス提供中

 在宅系サービス：ショートステイ12床デイサービス25名定員ケアマ

ネ4名

           福祉用具レンタル

開所10年を超え介護保険事業者として継続している安心感。

真面目に一生懸命「ひとりの人」と向き合う姿勢や想いの伝播。

施設で最期を迎えるという経験。

様々な経験から中規模ながら小規模施設のような

アットホームで、気楽に過ごせる空間

気軽に声がかけられるスタッフがお待ちしています。

17027
（特非）リ

ラの里
宅老所ひなたぼこ

地域支援

共生ケア

認知症支援

 新築で建てた快適な設備を生かしたサービス（泊まりデイ）

 スプリンクラーも付けたのでお泊りも安心

 地域の方への配食サービス

 日本財団の車輌４台、移送サービスも可能

 オレンジカフェにもたずさわって介護者の支援

困ったに応えられる宅老所を目指してやっているうちに、認知症の方（特に重度）障が

いをお持ちの方、幼児の一時預かり、タイムケア、放課後デイサービスと事業数も増え

ました。

必要な人に必要なサービスを提供して泊まり、延⾧、緊急時対応にも応じ、在宅支援を

今後も応援していきたいと思います。

17028 (有)わが家
宅幼老所あずま家

河原町

地域支援

共生ケア

「こどもを守る安心の家」への登録

 地域支援サービス(買い物草取り雪かき等)

 子ども高齢者障害者ご近所の方皆が一つ屋根の下に集まる

 ニーズに合わせて柔軟に対応できる

 配食サービス

町の中にあり、飲食店や接骨院などがある複合施設の中にあり、地域の方が気楽に立ち

寄れる所です。その中で高齢者も障害者も子供も一緒に過ごし、お互いの刺激になって

います。明るい大家族！また配食サービスを通じ、困っている人がいたらおせっかい。

いつでも誰でも困ったら相談できる安心の場所。

17029
（特非）峠

茶屋

グループホームす

みか

地域支援

認知症支援

認知症介護及び認知症高齢者を持つ家族への支援

地域の１人暮らし高齢者への声かけ活動

福祉有償運送サービス

人形劇による認知症啓発活動

松本市四賀地区にて事業展開をしており、特に認知症介護に関しては｢峠茶屋」と認識さ

れるようになりました。これからは、入所者のみならず、地域の高齢者の困りごとに対

して、地域の事業所、行政と橋渡しの連携がとれるよう地域に出向き、また、施設にも

足を運んでいただけるような活動に力を入れていきます。

17030
（福）恵仁

福祉協会

下原グループホー

ム

地域支援

認知症支援

 地域の介護相談

 独居老世帯の見守り支援

当法人の地域での活動が２２周年を迎え、当施設もその地域の中で開設から５年という

事で、当施設の存在も地域の皆様に知ってもらえてると実感しています。

自治会に所属する事で、地域の活動に積極的に参加してる事から、地域の方々の困り事

や、介護相談を受ける事が出来ると思います。



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17034
（特非）か

つら

小規模多機能ホー

ムはっぴーかつら

地域支援

認知症支援

 はっぴーカフェを第2ホールで行ったり、地区へ出向いての出張カフェ

を計画し、介護その他

 相談事業に取り組む

 中学校花壇作りへの協力

 小学校へのボランティア

 かつらまつりの開催に地域の多くの方に参加して頂く

 理事⾧による法話の継続

 認知症介護の啓蒙啓発活動に取り組みます

はっぴーかつらは開所して満7年になろうとしております。この間、いつも明るく笑顔

あふれる毎日を送ってきました。この明るさの中に秘めている仲間意識と家族のような

暖かさを地域の中でも発揮していきます。出向いたり、足を運んでいただいたりしなが

ら、地域づくりに取り組んでいきます。

17035

（特非）宅

老所花

HANA

宅老所花HANA
地域支援

認知症支援

福祉有償運送で地域づくり

 近隣住民の方との憩いの場所づくり

  有償ボランティアをつのり生活支援活動

村内には要介護中重度認定者や認知症対応のできる宅老所はなく、できる限り住み慣れ

た地域で生活を継続できるように平成16年度より活動。村からの委託事業（家族支援事

業）や家族の介護軽減のため利用時間の延⾧、宿泊サービスを実施し介護者の支援を

行っています

17036

(株)ながの

地域福祉

サービス

燦倶楽部

地域支援

共生ケア

認知症支援

子供の通学路が目の前に。放課後や土日の居場所に。

地域のお茶のみサロンなどに共同して、地域の引きこもり予防

障碍者の方も、気軽にお茶のみ、ボランティアができる拠点

認知症の勉強もしております。気軽にご相談ください

安茂里地域で、十数年通所介護として行っています。介護保険の対象者がメインです

が、近所の方々にも知っていただき、何かできること、お手伝いができることがあれば

一緒に行います。気軽に、声をかけていただき気軽にお茶を飲みに来てくださいね。

時々日曜日カフェを開催しています。お待ちしています

17037
（特非）峠

茶屋

デイサービス峠茶

屋

地域支援

認知症支援

ナイトケアの実施

福祉有償運送サービスの実施

地域の介護相談

人形劇による認知症啓発活動

松本市四賀地区にあり、開設１４年を迎え、地に根を張った活動を続けてきました。

３年前に新事業を立ち上げ、有料老人ホームグループホームデイサービス訪問看

護訪問介護

居宅介護支援など総合的に地域支援に取り組んでいます。人形を使った認知症開発活動

も好評です。

17038

（特非）コ

ンプタ

キュリア

デイサービスまが

りっと太田屋

地域支援

認知症支援

地域の介護、困りごと相談

 認知症サポート養成講座開催、(紙芝居など活用し子供たちへ認知症へ

の理解をしてもらう)  啓蒙活動

  空きスペースを活用し、サロンの開催

  保険外の細かいサービス(買い物、安否確認、配食、散歩、話相手)

 「こどもを守る安心の家」への登録

 近くの他事業所と地域内での活動を共有、事業所間の枠を超えた活動

通所介護開所13年、訪問居宅支援等小規模ではあるが多機能の事業展開により小回り

のきく 細かいサービスの提供や配食介護相談など保険外の自主事業もニーズにより

行っています。地域の他事業所と協力し認知症の啓蒙活動に参加、地域の皆さんと一緒

に活動していきます。

17040
（有）かい

ご家
宅老所かいご家 共生ケア

 園児から100歳まで幅広い年齢層の方々が、互いに自由に交流できる

 障がいの有無、認知症を患っていたって関係なく、利用者さんお一人お

一人が、地域の人たちとともに役割を持ち、地域で主役であり続けるため

に、スタッフ一丸となって縁の下の力持ちとなる

 美味しいご飯、おふくろの味で胃袋をつかむ

 昔懐かしい木のお風呂で個浴だから、つぶやきに応えられる

 訪問から通いへ繋げて、利用者さんを見守り支えられる

認知症状の有無、障がいの有無、年齢に関わらず多世代が自由に一つ屋根の下交流する

中で、よく食べ笑い動き、自然と生活リハビリができ、互いにできない所を想い合

い補い合う事で役割が生まれ元気になれる共生型！畑に設けた東屋を開放し、利用者さ

んと地域を結ぶ畑コミュニティの役割を担える。

17043
（特非）お

いなんよ

小規模多機能型居

宅介護さくらまち

地域支援

認知症支援

24時間、365日、途切れることのない、よろずや支援

通所介護、買い物支援など支えるKomaっtaの支援

”蔵”を利用して地域のにぎやか茶論（サロン）

開所して16年の歴史、実績が街中の事業所として存在、浸透しています。当初より通

い、泊、訪問を提供してきました。本人の”～したい”の想いを大切にし、家族の力、本

人の力私たちの力合わせ在宅生活が続けられるよう支援します。『さくら町通り』を

『認知症専門通り』にすることが私たちの夢です。



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17044
（株）和が

家
和が家日和

地域支援

共生ケア

認知症支援

基準該当生活介護を活用し障がい者支援をしている

 事業所駐車場を公園化し、多世代交流実践の取り組みを始めている。

開設6年を迎えた事業所です。 夏の催しの一つ『流しそうめん』は地域の皆さんとの恒

例行事として定着しました。 社会環境家族背景も多様化しているなか、最後まで自宅

や地域に住み続ける事を可能とする支援ケアとは何か？地域多世代交流をKeyにした

実践に取り組んでいます。

17045
創生活環境

運営
集皆所ひだまり

地域支援

認知症支援

多彩な季節ごとの行事（地区の夏祭り、バーベキュー、流しそうめん、

敬老会など）への参加

 地域の雇用確保と人材育成

 勉強会、研修会を通して地域の方々に福祉の情報を発信する

 地域の方々と共に協力して耕作、収穫を行う

 なじみのある商店による見守り、24時間対応医療機関との連携

地域に開かれた福祉の拠点として当施設が開設し12年。地域の方と協力しかつて荒廃地

だった所を耕作し、無農薬野菜を育て、それが毎日の食卓に上がっています。地域住民

やなじみの商店、医療関係者に支えられ地域の活性化、拠り所となる取り組みに努めて

います。

17046

(株)ふれ愛

センターつ

どい

ふれ愛センター伊

那北

地域支援

その他（ ）

「イーナ介護なんでも相談所」を市より委託されており実施中。

「オレンジカフェ」のスタッフとして毎月設営参加している。

開設15年、有料老人ホーム通所居宅訪問看護、通所では基準該当ショートステイ

を行い、365日24時間対応、乳幼児一次預かりなど困ったときのお助け所的な存在で

す。近所の公共施設で毎月開催されるオレンジカフェに参加したり、市の委託を受けな

んでも相談所を設置して対応しています。

17049 (有)わが家 宅幼老所あずま家 共生ケア、認知症支援

共生型で、高齢者子供障がい者健常者動物、みんなそれぞれが

役割をもって生活ができる支援。

 スムーズな他職種連携チーム連携で、その人の暮らしに関わる。

 地域で困っている方々への柔軟な対応拠点。

 状況や状態によって、1日何回も訪問する。

地域の拠点を目指し、宅幼老所として、柔軟な対応をします。高齢者、小さな子供、障

がい者、地域のみなさんが役割をもって、地域生活を安心して送ることができるよう

に、さまざまなことに挑戦します。どんなときも顔なじみのスタッフが元気に対応して

いきます。

17052

（特非）グ

ループもみ

じ

宅幼老所夢いちも

んめ

地域支援

認知症支援

 地域の介護相談

 認知症に関する相談

 未登録の方の緊急時対応(一時通所、一時宿泊)

 地域の縁側(カフェ)活動

ご本人の「したい暮らし」を実現できるよう、通い、訪問、宿泊の機能を活かし、２４

時間３６５日、いつでも対応できる支援をしています。

これからもニーズに応じた柔軟な対応と併せ、縁側を活用してのカフェ活動にも積極的

に取り組み、地域の方と一緒に地域づくりに取り組んでいきたいと思います。

17053

(株)ながの

地域福祉

サービス

燦倶楽部西河原
地域支援

その他（ ）

「こどもを守る安心の家」への登録

災害時の安否確認

昼夜、相談援助

地域に根差し、住み慣れた地域で安心して生活を継続して頂けるよう取組んでいます。

災害時には電話で安否確認を行ったり、直接お伺いしてご様子を確認しています。電話

相談は日中だけでなく、夜間も受けられる体制を取っています。地域の困り事の把握に

も努め、安心できる地域づくりの一役を担います。

17054
（株）和が

家
宅老所和が家 認知症支援

 本人の力を活かした役割作り

 本人の「～したい」を形にしていく

宅老所和が家では「本人の望む暮らし」と「要介護状態になってもその人らしい暮ら

し」を継続、実現することを目標としています。通いの中に裁縫チームの『グラニー』

を発足させ週2回活動を行っています。この活動を通して本人の居場所と役割を作るこ

と、地域の方々との交流出来る場としています。

17055
（特非）か

つら

小規模多機能ホー

ムはっぴーかつら

地域支援

認知症支援

 はっぴーカフェを第2ホールで行ったり、地区へ出向いての出張カフェ

を計画し、介護その他

 相談事業に取り組む

 中学校花壇作りへの協力

 小学校へのボランティア

 かつらまつりの開催に地域の多くの方に参加して頂く

 理事⾧による法話の継続

 認知症介護の啓蒙啓発活動に取り組みます

はっぴーかつらは開所して満7年になろうとしております。この間、いつも明るく笑顔

あふれる毎日を送ってきました。この明るさの中に秘めている仲間意識と家族のような

暖かさを地域の中でも発揮していきます。出向いたり、足を運んでいただいたりしなが

ら、地域づくりに取り組んでいきます。



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17057
（特非）の

ぞみ
宅老所のぞみ

地域支援

認知症支援

 （公社）認知症の人と家族の会 ⾧野県支部 事務局運営

 高齢者の集い（認知症カフェ）など運営、立ち上げ支援

 認知症電話相談

 介護家族のレスパイト支援（仲間作り、リフレッシュ活動など）

 山間部での移送支援（無償）

事業所は川中島平が一望できる場所に位置し、とても自然に恵まれている場所です。介

護保険事業では、通所介護を軸に緊急宿泊や地域の困りごとであれば柔軟に対応できま

す。介護保険事業以外には、認知症の人と家族の会の事務局機能を持ち、介護家族の

様々な支援活動を全県的に行っています。

17061
（株）さい

とう
松の学校 地域支援

地域の保育園、中学生との交流

 地域行事に積極的に参加する

 地域の中に密着すべく会合等への場所提供

 利用者ニーズに応じて時間延⾧の対応をする

 新たに障害者の受け入れを検討中

体操、パッチワーク、折紙、工作、ゲーム等を取り入れ、思考力、体力アップに重きを

置いている。定期的に調理実習も行っている。自前の広い田畑（畑は施設と地続き）が

あり、希望者は花野菜作りが可能。昼食は極力、自前の収穫物を使って作りたてを出し

安心。菓子作り得意者がおやつを作ってくれる。

17064
(有)かいご

家
宅老所かいご家 共生ケア

園児から100歳まで幅広い年齢層の方々が互いに交流できる

障がいの有無、認知症を患っていても関係なく、利用者さん一人ひとり

が、地域の人達とともに役割を持ち、地域で主役であり続けるために、ス

タッフ一丸となって縁の下の力持ちとなる

おいしいご飯、おふくろの味で胃袋をつかむ

昔懐かしい木のお風呂で個浴だから、つぶやきに応えられる

訪問から通いへ繋げて、利用者さんを見守り支えられる

認知症状の有無、障がいの有無、年齢に関わらず多世代が自由に一つ屋根の下交流する

中で、よく食べ笑い動き、自然と生活リハビリができ、互いにできない所を想い合

い補い合う事で役割が生まれ元気になれる共生型！畑に設けた東屋を開放し、利用者さ

んと地域を結ぶ畑コミュニティの役割を担える。

17065
（有）かい

ご家
訪問介護かいご家 共生ケア

 園児から100歳まで幅広い年齢層の方々が、互いに自由に交流できる

 障がいの有無、認知症を患っていたって関係なく、利用者さんお一人お

一人が、地域の人たちとともに役割を持ち、地域で主役であり続けるため

に、スタッフ一丸となって縁の下の力持ちとなる

 美味しいご飯、おふくろの味で胃袋をつかむ

 昔懐かしい木のお風呂で個浴だから、つぶやきに応えられる

 訪問から通いへ繋げて、利用者さんを見守り支えられる

認知症状の有無、障がいの有無、年齢に関わらず多世代が自由に一つ屋根の下交流する

中で、よく食べ笑い動き、自然と生活リハビリができ、互いにできない所を想い合

い補い合う事で役割が生まれ元気になれる共生型！畑に設けた東屋を開放し、利用者さ

んと地域を結ぶ畑コミュニティの役割を担える。

17066
（福）ふれ

あい

みなみみのわふれ

あいの里小規模多

機能型居宅介護

地域支援

認知症支援

 移送サービス

 福祉車両の貸し出し

 外部事業者向け勉強会研修会開催

 介護者（家族）リフレッシュ事業

他で大変で断られたケースや措置などの緊急性の高いケースも柔軟に受入れをしていま

す。早朝の受入れ、夜の帰宅、急な宿泊など小規模多機能らしい臨機応変な訪問や通

い、宿泊サービスを組み合わせて対応しています。見学に来られると、ほとんどの方が

即決で気に入って下さり契約されていくのが自慢です

17067
（特非）手

と手
宅老所手と手 認知症支援

 緊急時の通い泊まり訪問に対応（年中無休）

 日中、事業所では、おむつ紙パンツは使用せず、心地よく過ごせます

 ケアマネジャー対応による介護相談

 外食日帰り温泉昔働いていた職場訪問生まれ故郷等へ外出支援

平成１６年４月に開所。正職員１３名パート職員１１名（介護福祉士１８名ヘル

パー２級１名看護師３名調理員２名）。開所してから退職した正職員は６名。離職

率が低く、職員みな生き生きとやりがいを持って働いています。

17070
（特非）あ

がらんしょ

宅幼老所あがらん

しょ

地域支援

共生ケア

認知症支援

地域（ご近所をはじめとする）のよろず相談

独居高齢者へのサポート

世代を選ばないお話会

高齢者の筋力維持

開設から16年、小さな事業所ですが、地道な活動の積み重ねとスタッフの粘り強さ、多

様な特技で信頼を得ています

地域においては認知症ケアのパイオニア的存在です。困難があっても社会的包摂を推進

する立ち位置からぶれないでいることが強みです。

17071
(有)宅幼老

所とみさと
宅幼老所とみさと

共生ケア

認知症支援

 障害を持ったこども等のタイムケアによる受け入れ

 原村子育て支援短期入所事業実施施設

開所10年を迎え“人生のフィナーレを演出する”を理念に、暖かい家庭的な雰囲気の中で

利用者主体の介護を目指し、取り組んできました。ニーズに応じて、通いだけでなく、

緊急時の宿泊や、こどもの受け入れ等も行っており、認知症ケアの充実の為、勉強会や

研修への参加にも積極的に取り組んでいます。



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17072 (株)一夢希 宅老所いぶき 地域支援

 「こどもを守る安心の家」への登録

 買い物や病院付添い等の暮らしに関わる支援

住み慣れた地域での暮らしを継続できるよう、それぞれの方の暮らしのニーズに伴走す

ることを心がけています。帰宅後にお家で食べる夕食のおかず作りや、買い物病院受

診の付添い等を有償で行っており、今後も必要時には新しいサービスの形を作っていき

たいと思います。

17074

(株)ながの

地域福祉

サービス

燦倶楽部犀北
地域支援

認知症支援

 「日曜カフェ」を取り組む

 地域の困りごと相談

 地域のゴミ拾い草刈りを支援

地域に少しずつ浸透していき、ニーズに応じて早番遅番の体制もできます。小規模のた

め個別対応も瞬時に対応できます。今後も地域の意見を取り入れカフェの開催を積極的

に行い子供たちにも沢山参加していただき、空きスペース空き時間にも子供が来れるよ

うに地域作りに取り組んでいけると思います。

17075
（福）恵仁

福祉協会
荒井の家 認知症支援

通所ケア

緊急時の宿泊

所定の利用時間外の預かり

民家を利用し、家庭的な雰囲気の中、在宅亭克を続ける高齢者やそれを支える家族が心

穏やかに安心して過ごせるよう支援していきます。ご家族が緊急に介護が困難になった

場合、介護保険サービスで一時的に、宿泊サービスをなじみの場所と職員で提供してい

ます。

17077
（特非）お

いなんよ
サテライト松島

地域支援

認知症支援

 持っている力の活用（料理を作る、花を活ける、習字が書けるなど）

「 ～したい」の実現（外で焼き肉したい、苺狩りに行きたい、温泉に入

りたいなど）

 その人の生活リズムに合わせたサービス（朝はゆっくりしたい、入浴だ

けしたいなど）

 買物同行、代行 受診介助などの移送支援

  空きスペースを利用してのカフェの開催

三人に一人が六十五歳以上という、この風光明媚な飯田市で、最期まで自分らしく暮ら

し続けたい。そんな願いを私たちと共に考え、あなたの生活を続けていきましょう。身

体が不自由になっても、一人暮らしで困った時にも、地域の資源を最大限に活用して、

これまで通りの生活を支えます。

17078
（有）かい

ご家
宅老所かいご家 共生ケア

 園児から100歳まで幅広い年齢層の方々が、互いに自由に交流できる

 障がいの有無、認知症を患っていたって関係なく、利用者さんお一人お

一人が、地域の人たちとともに役割を持ち、地域で主役であり続けるため

に、スタッフ一丸となって縁の下の力持ちとなる

 美味しいご飯、おふくろの味で胃袋をつかむ

 昔懐かしい木のお風呂で個浴だから、つぶやきに応えられる

 訪問から通いへ繋げて、利用者さんを見守り支えられる

認知症状の有無、障がいの有無、年齢に関わらず多世代が自由に一つ屋根の下交流する

中で、よく食べ笑い動き、自然と生活リハビリができ、互いにできない所を想い合

い補い合う事で役割が生まれ元気になれる共生型！畑に設けた東屋を開放し、利用者さ

んと地域を結ぶ畑コミュニティの役割を担える。

17079
(有)カイン

ズライフ

カインズハウスや

なぎはら
認知症支援

 認知症になっても安心して生活ができる支援をします。

 健食（地産地消16品目、旬の食材等）安全で、美味しい食事の提供を

支援します。

 健浴（自立浴リフト浴）でお一人お一人に合わせた入浴を支援しま

す。

 健活（畑体操脳活）で心身の健康を支援します。

 自然の、光、風、音を肌で感じて頂けます。

地域の仲間入りをさせていただきます。

高齢になっても、自分本位の、尊厳のある生活を送れるように、住み慣れた地域で顔な

じみの方々と安心して暮らしていけることが出来るように、今それぞれが必要としてい

る、その人に合った暮らしを支えて行きたいと思います。



受講者No. 法人名 事業所名 得意分野 支援内容 セールスポイント

17084
（特非）わ

だの家

飯田市上村デイ

サービスセンター

地域支援

認知症支援

買い物支援、役所金融機関への用足し支援「足」に関する支援をする

個々のニーズに応じた対応（早朝、夜、泊）（地元食材を使っての美味

しい料理の提供、アレルギー。好き嫌いなど個別に別メニューで対応）

利用者、地域の方ともに参加できる行事を行うことができる（学校、保

育園、地域の方との交流がある）

放課後、祝日、⾧期休みの時に、子供の居場所になれる

地域の介護相談（認知症に関する相談等、電話直接来所で相談でき

る）

診療所が隣接していることにより、看護師との健康面談等の相談ができ

る

地域の唯一の福祉事業所として、家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりがこの地域で安心

して生活できるよう、個々のニーズに応じて早朝、夜、泊まりの対応をしています。今

後はさらに、子供支援等地域が求めるニーズと活用資源を探り、地域家庭と共助、協

働できる関係を築いていきたいと思います。

17086
（特非）の

んびり

宅幼老所のんびり

サテライト事業所

宅幼老所茂田井

認知症支援

障害のある方や認知症のある方がともに穏やかに過ごす居場所です。今後

障害児の受け入れを考えています

畑や味噌つくりなど昔ながらの生活を通したご近所づきあいをさせて頂いています。今

後どなたでも気軽に立ち寄れるオープンスペース休憩所として子供からお年寄りま

で、障害のある方もない方も幅広く交流できる地域拠点を目指しています。

17087

（特非）グ

ループもみ

じ

小規模多機能ケア

ホーム夕やけ小や

け

地域支援

認知症支援

 地域の介護相談

 認知症に関する相談

 未登録の方の緊急時対応(一時通所、一時宿泊)

 地域の縁側(カフェ)活動

ご本人の「したい暮らし」を実現できるよう、通い、訪問、宿泊の機能を活かし、２４

時間３６５日、いつでも対応できる支援をしています。

これからもニーズに応じた柔軟な対応と併せ、縁側を活用してのカフェ活動にも積極的

に取り組み、地域の方と一緒に地域づくりに取り組んでいきたいと思います。

17089

（特非）グ

ループもみ

じ

宅老所みんなのあ

もり

地域支援

認知症支援

 小規模多機能型居宅介護の事業所として、通所、訪問、お泊り、柔軟な

利用時間の対応で認知症の方とその家族の暮らしをサポート

 地域支援活動として、サロン活動、認知症サポーター養成講座、信州あ

いサポート運動、震災支援を行う

開設１７年目を迎え、小規模多機能型居宅介護事業所として、通所、訪問、お泊り、柔

軟な利用時間の対応、認知症の方とその家族の暮らしをサポートしています。

また、認知症や障害のある方が暮らしやすい社会になるように、認知症サポータ養成講

座や、信州あいサポート運動に取り組んでいます。

17090 (株)柳澤組
宅幼老所幸の神倶

楽部

地域支援

認知症支援

「こどもを守る安心の家」への登録

地域小学校「見守り隊」への登録

地域独居高齢者の「居場所づくり」（既存の公的ｻｰﾋﾞｽの対象にならない

方でも利用可）

地域の介護相談（情報誌を配布しながら声掛け、語らい）

「おしゃべり倶楽部」の設置（地域の方々用に専用スペースの開放）

 警察署、交番、駐在所等との連携協力（防犯、認知症、地域の課題等

について）

開設１４年目を迎え、地域にも事業所の存在が浸透しています。

利用者様とご家族様との絆を大切にしながら、

地域行政各事業所等の方々と連携し、安心安全笑顔で

家庭的な雰囲気の中で幸せを感じる気軽な集いの場です。

入口で案山子が皆様を優しくお出迎えしておりまります

17091 (有)宗明会

小規模多機能型複

合福祉施設見岳荘

～けやき～

地域支援

認知症支援

 近隣住民利用者様ご家族参加して「5のつく日はご飯の日」をサロン

で開催

 サロンのお風呂を近所の困っている方へ開放して使用している

 地域の困り事相談（適切なサービスに紹介）

「在宅生活を支える」を第一目標で取り組んでおります。家庭環境に合わせ、ご自宅で

生活して頂ける様に介護員看護師リハビリとで連携して利用者様の健康管理を行い

主治医との連携にも力を入れております。地域での活動にも積極的に参加させていただ

き気さくで開けた施設づくりを心掛けております。

17092
（特非）こ

まネット
こまネット梨の木 地域支援

 住み慣れた地域で過ごしていただく

 障がい者の方も受け入れます

 子どもを守る家への登録

開設以来、地域の皆様と共に自分らしく暮らすことをモットーに、利用者さんとご家族

にニーズに応えてきた結果、困った時のこまネットとして、ケアマネさんや他施設から

も信頼を得る事が出来ました。これからも生活リハビリ等に一層力を入れ、職員一同安

心の地域づくりに積極的に取り組んでまいります。


