
障害福祉事業所障害福祉事業所障害福祉事業所障害福祉事業所 
 

 

障害福祉事業所情報一覧障害福祉事業所情報一覧障害福祉事業所情報一覧障害福祉事業所情報一覧 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 

所在地所在地所在地所在地 

(市町村市町村市町村市町村) 
施設種別施設種別施設種別施設種別 

収容収容収容収容 定員数定員数定員数定員数 
設置基盤法律設置基盤法律設置基盤法律設置基盤法律 備考備考備考備考 

3-1 菊の里 
(社福) あおぞら福祉会 

二本松市 

(旧市街) 

知的障害者更生施設 

(通所) 
30 

知的障害者 福祉法 
  

3-1 シオンの家 
(社福) 牧人会 

二本松市 

(旧市街) 
グループホーム 4 

障害者 自立支援法 
  

3-1 発達支援センターあだたら 
(社福) 牧人会 

二本松市 

(旧市街) 

児童 デイサービス 
10 

障害者 自立支援法 
  

3-1 にこにこふれあいセンター 
(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧市街) 

精神障害者 授産施設 

(通所) 

20 

精神保健及び 精神障害福祉に 関する法律 

  

3-1 

NPO 法人まごころケアサービス二本松センター 

(桑原さん家) 

二本松市 

(旧市街) 

基準該当 生活介護 

12 名/日 

300 名/月 

障害者 自立支援法 
  

3-1 ニチイケアセンター二本松 
(株) ニチイ学館 

二本松市 

(旧市街) 
居宅介護 ― 

障害者 自立支援法 
  

3-1 なごみ 
NPO 法人 和 

二本松市 

(旧安達町) 

就労継続 支援(B 型) 
28 

障害者 自立支援法 
  

3-2 グループホームおおすぎ 
NPO 法人 和 

二本松市 

(旧岩代町) 
グループホーム 4 

障害者 自立支援法 
  

3-2 なごみ第二 
NPO 法人 和 

二本松市 

(旧岩代町) 

就労継続 支援(B 型) 
10 

障害者 自立支援法 
  

用語解説 ・障害者自立支援法: 障害者の地域生活と就労の面から自立を支援する観点に立ち、「身体障害」「知的障害」「精神障害」という枠を超え、共通のシステムにより共通のサービス(障害福祉サービス)が受けられることを目的として制定された法律。平成 18年 4月 1日より施行。 ・障害福祉サービス: 



障害者自立支援法上は、介護や支援を行う「介護給付」と、訓練等の支援を行う「訓練等給付」を指す。前者には、障害程度区分認定が必要となる。なお、サービス内容より、下記 3種類に分類される。  
1. 訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、行動援護) 
2. 日中活動系サービス (生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、etc) 
3. 居住系サービス (施設入所、グループホーム、ケアホーム) 

障害福祉事業所情報一覧障害福祉事業所情報一覧障害福祉事業所情報一覧障害福祉事業所情報一覧 

(医):医療法人 (株):株式会社 (社福):社会福祉法人 (社):社団法人 (有):有限会社 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 

所在地所在地所在地所在地 

(市町村市町村市町村市町村) 
施設種別施設種別施設種別施設種別 

収容収容収容収容 定員数定員数定員数定員数 

設置基盤設置基盤設置基盤設置基盤 法律法律法律法律 
備考備考備考備考 

3-3 グループホーム まゆみ (医)落合会 本宮市 グループホーム 8 
障害者 自立支援法 

  

3-3 居宅介護事業所ポケット 
NPO 法人 スケッチブック 

本宮市 居宅介護 ― 
障害者 自立支援法 

  

3-3 

地域生活サポートセンター クレヨン 

NPO 法人 スケッチブック 
本宮市 生活介護 22 

障害者 自立支援法 
  

3-3 すばる 
(社福) 銀河 

本宮市 

知的障害者 更生施設 

(通所) 

30 
知的障害者 福祉法 

  

3-3 居宅介護こんぱす 
(社福) 銀河 

本宮市 居宅介護 ― 
障害者 自立支援法 

  

3-3 多機能型支援センター ビーボ 
(社福) 安積愛育園 

本宮市 
生活介護 生活訓練 

20 

6 

障害者 自立支援法 
  

3-4 あだたら育成園 
(社福) 牧人会 

大玉村 
知的障害者更生施設 

(入所) 
30 

知的障害者 福祉法 
  

3-4 あだち共労育成園 
(社福) 牧人会 

大玉村 
知的障害者授産施設 

(通所) 
30 

知的障害者 福祉法 
  

3-4 

地域活動支援センター ふれんどりー大玉 

NPO 法人 大地 
大玉村 

地域活動 支援センター 
14 

障害者 自立支援法 
  



行政施設一覧行政施設一覧行政施設一覧行政施設一覧 名名名名    称称称称 〒〒〒〒 所所所所 在在在在 地地地地 TELTELTELTEL    FAXFAXFAXFAX    備備備備 考考考考 二本松市役所 

964-8601 

二本松市 

金色 403-1 

0243-23-1111 22-5411   二本松保健センター 0243-55-5108 23-6662   地域包括支援センター 964-0906 若宮二丁目 69 0243-23-3600 23-3771   安達支所 969-1492 油井字濡石 1-2 0243-23-1221 23-8241   安達保健福祉センター 969-1404 油井字砂田 101 0243-55-5109 23-1714   岩代支所 964-0392 小浜字北月山 27 0243-55-2111 55-3005   岩代保健センター 

964-0312 

上長折字行部内 126-1 0243-65-2820 65-2838   地域包括支援センター岩代分室 上長折字行部内 43 0243-55-3455 55-3458   東和支所 

964-0292 針道字蔵下 22 

0243-46-2111 

46-4122 

  東和保健センター 0243-66-2500   本宮市役所 969-1192 

本宮市 

本宮字万世 212 0243-33-1111 34-3138   本宮保健センター   建設中 地域包括支援センター 969-1192 本宮字万世 212 0243-33-1111     白沢支所 

969-1292 

糠沢字小田部 1 0243-44-2111 44-2447   白沢保健センター 糠沢字石神 50 0243-44-4188 64-2715   大玉村役場 

969-1392 大玉村 

玉井字星内 70 0243-48-3131 48-3137   大玉村保健センター 玉井字台 37 0243-48-3130     地域包括支援センター 玉井字台 36-1 0243-48-3131     

医療医療医療医療・・・・介護関係業者情報介護関係業者情報介護関係業者情報介護関係業者情報 



医療医療医療医療・・・・介護関係業者情報一覧介護関係業者情報一覧介護関係業者情報一覧介護関係業者情報一覧 名称名称名称名称 所在地所在地所在地所在地 
TTTTELELELEL (FAX)(FAX)(FAX)(FAX) 取扱取扱取扱取扱いいいい業務業務業務業務 

(株)三陽 
〒960-8114 福島市 松浪町 8-13 

024-534-3155 

(531-6527) 

医療機器の貸与・販売 在宅酸素、輸液機器、 経腸栄養・ 中心静脈栄養等に 関わる在宅用ポンプ etc 

(株)小池メディカル 

〒963-0101 郡山市安積町日出山 

4-180-2 

024-944-7227 

(944-7233) 

医療用ガス各種 医療用機器各種 在宅酸素、 在宅医療サービス 

(株)アズマメディカル 

〒960-0102 福島市 鎌田字西 

9-31 

024-554-0226 

(554-0046) 
輸液ポンプ etc 

(有) ライフパルサービス 

〒964-0955 二本松市沖 

2-399-10 

0243-22-1992 

(22-2352) 

介護福祉用具の貸与・販売 車イス、特殊寝台、腰掛け便座、 紙オムツ、介護用品、etc 

ケアサポートプランニング 

〒960-8157 福島市 蓬莱町 

3-11-6 

024-547- 

2181 

(547-3224) 

介護福祉用具 レンタル・ 販売・住宅改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考図書参考図書参考図書参考図書 

� 在宅医療テキスト 第 1版.勇美記念財団.2006. 

� 福島県県北地域在宅緩和ケア推進のためのてびき 第 4版. 

� 福島県在宅緩和ケア県北地域連携会議.2009. 

� 介護保険ガイドブック.二本松市.2009. 

� 二本松市障害者福祉計画.二本松市.2008. 

製作製作製作製作 

� 安達緩和医療懇話会 

� 佐久間秀人 (佐久間内科小児科医院) 

� 小林 淳雄 (整形外科内科小林医院) 

� 佐藤 宏明 (佐藤胃腸科内科医院 ) 

� 鹿野 道弘 (しかの眼科 ) 

� 和田 敏末 (和田医院 ) 

� 菅野 和治 (岩代国民健康保険診療所 ) 

�   

� 渡辺 英夫 (渡辺クリニック ) 

� 松山 真一 (枡病院 ) 

� 鈴木 雅夫 (ふくしま在宅緩和ケアクリニック ) 

協力協力協力協力 

� 佐藤正彦(枡記念病院・作業療法士) 

� 池田あづさ(枡記念病院・医療ソーシャルワーカー) 

� 安齋弘孝(枡病院・医療ソーシャルワーカー) 

� 吉田修子(社会保険二本松病院・医療ソーシャルワーカー) 

� 丹治雅和(社会保険二本松病院・医事課) 

� 鈴木長司(東北病院・精神保健福祉士 ) 

� 齋藤彩子(福島医大・医療ソーシャルワーカー) 

� 早川幸恵(辰星会指定居宅介護支援事務所・介護支援専門員) 

� 古宮貴子 (おおぞら訪問看護ステーション ・看護師) 

� 本田弘子(訪問看護ステーション二本松 ・看護師、介護支援専門員) 

� 大島イミ子 (谷訪問看護ステーション ・看護師) 

� 鈴木一美 (ユニケアサポート ・介護支援専門員) 

� 遠藤陽子(まゆみの里・介護支援専門員 ) 

� 渡邊中(あだたら育成園 ・社会福祉士) 

� 石原寛之(NPO法人スケッチブック・理事長) 

� 鴫原ヨシ子 (歯科衛生士) 

� 二本松市地域包括支援センター 

� 二本松市健康増進課 

� 二本松市福祉課 

� 本宮市市民福祉課 

� 大玉村健康福祉課 

� あだち地方地域自立支援協議会 

� 奥津一 (大日本住友製薬) 



 


