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ご あ い さ つ

　東日本大震災及び東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に伴う復旧事業も完了し、

新たな地で事業を展開しております。

　未曽有の災害に際しご尽力くださいました行政をはじめ多くの方々のご指導・ご支援

に心より感謝申し上げます。

　お陰様で令和6年5月に創立60年を迎えます。

　大きな節目に向かって利用者に寄り添ったより良い支援を提供する施設、事業所づく

りに邁進してまいります。

　引続きご支援・ご指導よろしくお願いします。

社会福祉法人

福島県福祉事業協会

理事長  山田 莊一郎

入所支援

共同生活
援助

地域生活
支援

児童通所
支援

就労継続
支援

提 供 サ ー ビ ス の 概 要
のびっこらんど10事業所
集団指導、個別指導、言語聴覚士による
「ことばの訓練」がサービスの柱。
児童発達支援ー主に未就学児に対し、日常
生活における基本動作や生活に必要な
知識や技能を身につけ、集団生活へ適応
するための支援を行う。
放課後等ディサービスー学齢期の児童に対
し、生活能力の向上を目指して学校の放
課後や休業日などを利用して継続的な
支援を行う。

東洋学園、東洋育成園など9施設
障害児入所支援ー障がいのある児童の保護
者等の希望や本人の要望に応じ、保護・日
常生活の援助を行い、自立した生活に必
要な知識や技能を提供する。

障害者入所支援ー入浴、排泄、食事などの支
援を行い、暮らしの場の提供、生活面での
サービスを提供する。

生活介護ー常に介護を必要とする方に対
し、主に日中帯において日常生活面での
支援、生産的活動の場を提供する。

おおくま共生園、多機能・田村など
4施設
企業などでの雇用が難しい方に対し、知識
及び能力向上に必要な訓練や生産活動の
場を提供する。

グループホーム3事業所
共同生活のための住居を提供する。
世話人が、入浴や食事のサポート、その他の
日常生活上での援助を行い、少人数での共
同生活を支える。

相談支援3事業所、
相双障害者就業・
生活支援センター
相談支援－障がいのある
方が、その人らしく生
活が送れるように相談
援助を行う。
就業・生活支援ー障がい
のある方の仕事探しや
雇用後の相談などを行
うなど、安定した就業
生活の支援を行う。
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-61-5572
FAX.0247-61-5820
Mail:ikusei02@ffk.jp

施設開設　昭和54年4月1日
（所在地での開設 平成28年12月13日新築移転）

利用定員　生活介護･････50名
　　　　　入所支援･････50名
　　　　　短期入所･･･････4名

東洋育成園

所在地

施設長･･････････････････････････
サ－ビス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
栄養士･･････････････････････････
理学療法士･･････････････････････
支援員･････････････････････････

嘱託医師(精神科・内科・歯科)･･････
給食業務････････････････････

1名
1名
1名
1名
1名
17名
計22名
3名

外部委託

主な事業の内容 スタッフ構成

〒963-4314
田村市船引町文珠字江戸内173-1

生活支援サ－ビス
食事支援・排泄支援・入浴支援・健康管理等の基本サ－ビスの提供

日中活動支援及び短期入所サ－ビス
創作活動・園芸作業・機能訓練活動等のサ－ビスの提供

社会資源活動サ－ビス
買物・散髪等、個別支援及び個別希望によるサ－ビスの提供

相談・援助支援サ－ビス
利用者及び家族等からの悩みごとなどに対する相談サ－ビスの提供
＊生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して 
　おります。
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-61-6250
FAX.0247-61-6251
Mail:abukuma@ffk.jp

施設開設　昭和63年4月1日
（所在地での開設 平成27年5月25日新築移転）

利用定員　生活介護･････40名
　　　　　入所支援･････46名
　　　　　短期入所･･･････4名

所在地

施設長･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
支援員･････････････････････････

嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･････
給食業務････････････････････

1名
1名
1名
16名
計19名
3名

外部委託

主な事業の内容 スタッフ構成
生活支援サービス
食事支援・排泄支援・入浴支援・健康管理等の基本サービスの提供

日中活動支援及び短期入所サービス
創作活動・園芸作業・機能訓練活動等のサービスの提供

社会資源活動サービス
買物・散髪、個別支援及び個別希望によるサービスの提供

相談・援助支援サービス
利用者及び家族等からの悩みごとなどに対する相談サービスの提供

＊生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して 
　おります。

〒963-4312
田村市船引町船引字四斗蒔田69-1
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-61-5381
FAX.0247-61-5387
Mail:ookuma@ffk.jp

施設開設   平成17年10月1日
（所在地での開設 平成26年10月1日新築移転）

利用定員   就労継続支援B型30名

所在地

管理者（生活支援員兼務）･･････････
サービス管理責任者･･････････････
生活支援員･･････････････････････
職業指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計6名

1名
1名
1名
3名主な事業の内容

スタッフ構成

就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、生産活動の機会を提
供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、支援を行う。

作業種目
・クリーニング事業　・軽作業（内職等）　・事業所外就労

〒963-4433
田村市船引町北鹿又字沼ノ下
150-97
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-85-3988
FAX.0247-85-3880
Mail:tamura@ffk.jp

施設開設　平成22年7月1日
利用定員　就労継続支援B型30名
　　　　　生活介護支援････10名

所在地

管理者（生活支援員兼務）･･････････
サービス管理責任者･･････････････
生活支援員･･････････････････････
職業指導員･･････････････････････
看護師･･････････････････････････

嘱託医（非常勤）･･････････････････

1名
1名
3名
2名
1名
計8名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成

〒963-4114
田村市大越町牧野字堺68-2

就労継続支援B型
一般的な雇用が難しい人について生産活動の機会を提供し、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練、支援を行います。作業内容とし
てEM菌を使った石鹸、発酵液、工業用ウエスの製作とその販売。各企業から
の下請け作業などに取り組んでいます。

生活介護
常時介護を必要とする人について、身辺面や食事の介助を行います。また、
生活等に関する相談及び助言、その他必要な日常生活上の支援、創作活動
や生産活動の機会の提供、その他身体機能、生活の能力の向上に必要な援
助を支援します。
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

　「病気や障がいがある方が地域社会の中にある住
宅において共同で生活する形態であって、同居ある
いは近隣に居住している専任の世話人により日常生
活的援助が行われるもの」と定義され、障がい者も
「普通の生活をするのが当然」という考えに立つも
のです。

管理棟

フレンドリーハウス新町

ハートフルさくら1 ハートフルさくら2

グループホーム夜の森南

グループホーム大菅

共同生活援助事業

TEL.0247-82-6945
（不在時には、あぶくま更生園 0247-61-6250にご連絡願います）

利用定員　30名

〒963-4312
田村市船引町船引字屋頭清水204

所在地

TEL.0247-61-5071
FAX.0247-61-5072
Mail:shientamura-r@ffk.jp

施設開設　平成27年9月24日

所在地

管理者（相談支援専門員兼務）･･･････
相談支援専門員･･････････････････

1名
1名
計2名

スタッフ構成

〒963-4312
田村市船引町船引字上中田33-1

指定特定相談支援
指定障がい児相談支援
指定一般相談支援
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-73-8253
FAX.0247-73-8254
Mail:nobi-tamura@ffk.jp

施設開設   平成22年10月1日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
2名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりかたなど基本的生活習慣を
学びます。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんについて言語聴覚士が専門的にお答えし
ます。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。（別途料金）

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

個別支援サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

〒963-4312
田村市船引町船引字中島22
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-73-8056
FAX.0247-82-0777
Mail:nobi-funehiki@ffk.jp

施設開設   平成29年7月18日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
保育士･･････････････････････････
児童指導員兼看護師･･････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
2名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりかたなど基本的生活習慣を
学びます。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんについて言語聴覚士が専門的にお答えし
ます。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。（別途料金）

その他の関連事業
県支援学校等との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

個別支援サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

〒963-4433
田村市船引町北鹿又字沼ノ下
121-190
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-73-8056
FAX.0247-82-0777
Mail:nobi-funehiki@ffk.jp

施設開設   平成29年7月18日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
保育士･･････････････････････････
児童指導員兼看護師･･････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
2名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりかたなど基本的生活習慣を
学びます。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんについて言語聴覚士が専門的にお答えし
ます。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。（別途料金）

その他の関連事業
県支援学校等との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

個別支援サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

〒963-4433
田村市船引町北鹿又字沼ノ下
121-190

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-61-5151
FAX.0247-61-5152
Mail:nobimiyama@ffk.jp

施設開設   平成25年5月1日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士兼児童指導員･･････････
保育士･･････････････････････････
児童指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
1名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりかたなど基本的生活習慣を
学びます。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんについて言語聴覚士が専門的にお答えし
ます。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。（別途料金）

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたしいます。

個別支援サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

〒963-4433
田村市船引町北鹿又字沼ノ下
150-97
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-61-6058
FAX.0247-61-6059
Mail:nobi-miharu@ffk.jp

施設開設   平成30年2月15日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
児童指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
1名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりのとりかたなど基本的生活
習慣を学びます。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんについて言語聴覚士が専門的にお答えし
ます。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
集団指導ご利用の方で希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。
（別途料金）

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

個別支援サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

〒963-7771
田村郡三春町大字平沢字高戸屋
19-2
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0247-61-6058
FAX.0247-61-6059
Mail:nobi-miharu@ffk.jp

施設開設   平成30年2月15日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
児童指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
1名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりのとりかたなど基本的生活
習慣を学びます。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんについて言語聴覚士が専門的にお答えし
ます。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
集団指導ご利用の方で希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。
（別途料金）

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

個別支援サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

〒963-7771
田村郡三春町大字平沢字高戸屋
19-2

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

施設開設　昭和40年4月1日
（所在地での開設 平成30年6月1日新築移転）

利用定員　40名
　　　　　短期入所・・・・・・2名
　　　　　日中一時・・・・・・4名

所在地

施設長･･････････････････････････
児童発達支援管理責任者･･････････
事務員･･････････････････････････
看護師･･････････････････････････
管理栄養士･･････････････････････
児童指導員･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
介助員･･････････････････････････
職業指導員･･････････････････････
調理員･･････････････････････････

嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･････

1名
1名
1名
2名
1名
1名
4名
1名
1名
4名

計17名
3名

主な事業の内容 スタッフ構成

〒979-0204
いわき市四倉町細谷字御厩13-3

生活支援サービス
食事支援・排泄支援・入浴支援・健康管理等の基本サービスの提供。
特に食事支援では自前で給食提供。調理実習等も実施。

日中一時支援及び短期入所サービス
一時的に見守り等の支援が必要な方への日中における活動の場を確保し、
障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。

全般的な利用にあたって
まずは、お住まいの地域の児童相談所に相談してください。

学校支援から将来へ
地域幼稚園、市内小・中学校、県立支援学校の学校等と行政、保護者の方と
連携し、将来にむけての進路を相談します。

【児童部】TEL.0246-38-7871
FAX.0246-38-7872
Mail:jido-toyo＠ffk.jp
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

施設開設　平成30年6月1日
利用定員　生活介護・・・・・・
　　　　　入所支援・・・・・・
　　　　　短期入所・・・・・・・

40名
40名
4名

所在地

施設長･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
栄養士･･････････････････････････
支援員･････････････････････････

嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･････

1名
1名
1名
1名
14名
計18名
3名

主な事業の内容
スタッフ構成

〒979-0204
いわき市四倉町細谷字御厩13-3

生活支援サービス
豊富なメニューの食事支援、園内外での季節行事、入浴、健康管理等の基本
サービスの提供。児童部と併設施設のため、子どもたちとの交流。

社会支援活動サービス
地域での買物、地域理髪店の訪問散髪、個別要望によるサ－ビスの提供。

相談・援助支援サービス
利用者及び家族等からの悩みごとなどに対する相談サ－ビスの提供。

日中活動支援及び短期入所サービス
季節を感じられる創作活動、グラウンドでの粗大運動、個別のサービス
提供。

＊生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して
　おります。

【成人部】TEL.0246-38-4082  
FAX.0246-38-4092
Mail:tosei＠ffk.jp
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

施設開設　平成30年6月1日
利用定員　生活介護・・・・・・
　　　　　入所支援・・・・・・
　　　　　短期入所・・・・・・・

40名
40名
4名

所在地

施設長･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
栄養士･･････････････････････････
支援員･････････････････････････

嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･････

1名
1名
1名
1名
14名
計18名
3名

主な事業の内容
スタッフ構成

〒979-0204
いわき市四倉町細谷字御厩13-3

生活支援サービス
豊富なメニューの食事支援、園内外での季節行事、入浴、健康管理等の基本
サービスの提供。児童部と併設施設のため、子どもたちとの交流。

社会支援活動サービス
地域での買物、地域理髪店の訪問散髪、個別要望によるサ－ビスの提供。

相談・援助支援サービス
利用者及び家族等からの悩みごとなどに対する相談サ－ビスの提供。

日中活動支援及び短期入所サービス
季節を感じられる創作活動、グラウンドでの粗大運動、個別のサービス
提供。

＊生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して
　おります。

【成人部】TEL.0246-38-4082  
FAX.0246-38-4092
Mail:tosei＠ffk.jp

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-38-7831
FAX.0246-38-7832
Mail:kensyo@ffk.jp

施設開設　平成8年4月1日
（所在地での開設 平成28年6月15日新築移転）

利用定員　生活介護･･･････40名
　　　　　施設入所支援･･40名
　　　　　短期入所･････････2名

所在地

施設長･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
支援員･････････････････････････

嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･････
給食業務･･･････････････････

1名
1名
2名
13名
計17名
3名

外部委託

主な事業の内容 スタッフ構成

〒973-8407
いわき市内郷宮町代188-2

生活支援サービス
食事支援・入浴支援・健康管理等の基本サービスの提供

社会資源活用サービス
買い物・散髪等、個別支援及び個別希望によるサービスの提供

相談・援助支援サービス
利用者及び家族等からの相談に応じます。

※生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して
　おります。

日中活動支援及び短期入所サービス
創作活動・園芸作業・機能訓練等のサービスの提供
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-38-8781
FAX.0246-38-8782
Mail:sekirei@ffk.jp

施設開設　平成22年4月1日
（所在地での開設 令和元年5月1日新築移転）

利用定員　就労継続支援B型･･･20名
　　　　　生活介護･･20名（休止中）

所在地

管理者(サービス管理責任者兼務)･･･
生活支援員･･････････････････････
職業指導員･･････････････････････

1名
1名
2名
計4名主な事業の内容

スタッフ構成

〒979-0201
いわき市四倉町字東１丁目68-24

就労継続支援B型
・生産活動（地元企業を中心とした受託作業）
・施設外就労（イチゴ生産会社への出向作業）
・各種相談援助　・健康管理支援　・送迎サービス（要相談）
・各種社会体験支援（社会見学研修旅行、各種イベント等参加）

生活介護
・休止中（令和3年度以降に再開予定）
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-38-8781
FAX.0246-38-8782
Mail:sekirei@ffk.jp

施設開設　平成22年4月1日
（所在地での開設 令和元年5月1日新築移転）

利用定員　就労継続支援B型･･･20名
　　　　　生活介護･･20名（休止中）

所在地

管理者(サービス管理責任者兼務)･･･
生活支援員･･････････････････････
職業指導員･･････････････････････

1名
1名
2名
計4名主な事業の内容

スタッフ構成

〒979-0201
いわき市四倉町字東１丁目68-24

就労継続支援B型
・生産活動（地元企業を中心とした受託作業）
・施設外就労（イチゴ生産会社への出向作業）
・各種相談援助　・健康管理支援　・送迎サービス（要相談）
・各種社会体験支援（社会見学研修旅行、各種イベント等参加）

生活介護
・休止中（令和3年度以降に再開予定）

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-38-9773
FAX.0246-38-8782
Mail:sakura-hubuki@ffk.jp

施設開設　平成19年4月1日
（所在地での開設 令和2年4月1日事業所移転）

施設開設　平成31年4月1日

事業所が入っている建物「せきれい」の全景

所在地

管理者（相談支援専門員兼務）･･･････
相談支援専門員･･････････････････

1名
1名
計2名

スタッフ構成

〒979-0201
いわき市四倉町字東１丁目68-24
（多機能型事業所 せきれい内）

TEL.0246-38-8781
FAX.0246-38-8782
Mail:gh-hama@ffk.jp

所在地

〒979-0201 
いわき市四倉町字東1丁目68-24
（多機能型事業所 せきれい内）

グループホーム下浅見川 グループホーム九反坪

利用定員　22名

指定特定相談支援
指定障がい児相談支援
指定一般相談支援
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-84-5505
FAX.0246-84-5507
Mail:nobi-yuyu@ffk.jp

施設開設   平成15年12月5日
（所在地での開設 令和2年2月1日新築移転）

利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
児童指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
1名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団指導サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりのとりかたなど基本的生活
習慣を学びます。

個別指導サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。（別途料金）

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんに言語聴覚士が専門的にお答えします。

〒970-0221
いわき市平下高久字川和久18-1
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-84-5505
FAX.0246-84-5507
Mail:nobi-yuyu@ffk.jp

施設開設   平成15年12月5日
（所在地での開設 令和2年2月1日新築移転）

利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
児童指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
1名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団指導サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりのとりかたなど基本的生活
習慣を学びます。

個別指導サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

送迎サービス
希望により、自宅または学校と事業所間を送迎します。（別途料金）

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行っていきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相談した
いことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんに言語聴覚士が専門的にお答えします。

〒970-0221
いわき市平下高久字川和久18-1

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0246-85-0760
FAX.0246-85-0761
Mail:nobiiwaki@ffk.jp

施設開設　平成9年10月1日
（所在地での開設 平成30年8月1日新築移転）

利用定員　10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
支援員･･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
1名
1名

主な事業の内容 スタッフ構成

〒979-0333
いわき市久之浜町久之浜字南町
34番地

集団指導サービス
6名程度の集団で、集団生活や、他者との関わりのとりかたなど基本
的生活習慣を学びます。

個別指導サービス
お子さんに合わせた支援を、スタッフと1対1で45分間行います。

ことばの訓練サービス
言語聴覚士によることばの訓練を、1対1で30分間行います。

保護者のための勉強会
母親教室、教育相談会、のびっこサロン等

その他の関連事業
保育所・幼稚園・学校との連携を図りながら専門的な支援を行って
いきます。
専門スタッフによる巡回相談・外来相談を行っておりますので、ご相
談したいことがありましたらご連絡ください。
なお、プライバシーは厳守いたします。

相談サービス（要予約）
ことばの発達が気になるお子さんに言語聴覚士が専門的にお答
えします。

プール
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-24-1233
FAX.0244-24-6786
Mail:jusan@ffk.jp

施設開設　昭和56年5月1日
利用定員　生活介護･････50名
　　　　　入所支援･････50名
　　　　　短期入所（空床型）

所在地

施設長･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
支援員･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　 計14名
嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･･････
給食業務･･･････････････････

1名
1名
1名
11名

3名
外部委託

主な事業の内容

スタッフ構成

〒975-0021
南相馬市原町区金沢字割田228

生活支援サービス
食事支援・排泄支援・入浴支援・健康管理等の基本サービスの提供

日中活動支援サービス
創作活動・資源ごみ分別作業・機能訓練等のサービスの提供

社会資源活用サービス
買物外食・散髪等の個別支援及び個別希望によるサービスの提供

相談・援助支援サービス
利用者さん及びご家族などからの相談サービスの提供

＊生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して
　おります。

-18-

相
馬
・
南
相
馬
地
区
事
業
所



←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-24-1233
FAX.0244-24-6786
Mail:jusan@ffk.jp

施設開設　昭和56年5月1日
利用定員　生活介護･････50名
　　　　　入所支援･････50名
　　　　　短期入所（空床型）

所在地

施設長･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
看護師･･････････････････････････
支援員･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　 計14名
嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･･････
給食業務･･･････････････････

1名
1名
1名
11名

3名
外部委託

主な事業の内容

スタッフ構成

〒975-0021
南相馬市原町区金沢字割田228

生活支援サービス
食事支援・排泄支援・入浴支援・健康管理等の基本サービスの提供

日中活動支援サービス
創作活動・資源ごみ分別作業・機能訓練等のサービスの提供

社会資源活用サービス
買物外食・散髪等の個別支援及び個別希望によるサービスの提供

相談・援助支援サービス
利用者さん及びご家族などからの相談サービスの提供

＊生活介護事業においては、年間スケジュール表により営業日を設定して
　おります。

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-36-4660
FAX.0244-26-7330
Mail:haragaku02@ffk.jp

施設開設　昭和43年11月1日

利用定員　30名
　　　　　短期入所（空床型）

所在地

施設長･･････････････････････････
児童発達支援管理責任者･･････････
事務員･･････････････････････････
児童指導員・保育士･･･････････････
介助員･･････････････････････････
職業指導員･･････････････････････

嘱託医師（精神科・内科・歯科）･･････
給食業務･･･････････････････

1名
1名
1名
8名
1名
1名

計13名
3名

外部委託

主な事業の内容
スタッフ構成

職業訓練コース
入所後、園内作業を一定期間訓練し、その後、複数の職場実習協力事業所にて
適性を把握するために企業実習を計画的に体験し、職業人としての意識の高
揚を図っていく。

高等部進学コース
県立相馬支援学校に通学しながら学びと生活自立訓練を主として支援を受
け、将来への社会自立に向けて意識の高揚を図っていく。
対象児  ～児童相談所の判断となります。
・身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童 
　（発達障害児を含む）
・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められ
　た児童
・手帳の有無は問わない。

手続き
まずは、お住まいの地域の児童相談所にご相談ください。
利用の可否については、児童相談所が調査して判断します。

〒979-2521
相馬市赤木字松ヶ沢160-4

現在の所在地に平成23年11月23日避難先として入所
その後購入し平成29年8月1日改築移転 ( ）
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-26-3338
FAX.0244-26-3338
Mail:ws-ashisto@ffk.jp

施設開設　平成21年6月25日
利用定員　30名

所在地

管理者･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
生活支援員･･････････････････････
職業指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計6名

1名
1名
1名
3名

主な事業の内容 スタッフ構成
・ 相談及び援助　・ 作業訓練　・ 生産活動　
・ 送迎サービス（要相談）　・ 健康管理　
・ 実習・求職等の支援

〒975-0032
南相馬市原町区桜井町1丁目
130番地

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-24-3553
FAX.0244-24-3527
Mail:shiensoso-sc@ffk.jp

所在地

スタッフ構成

〒975-0032
南相馬市原町区桜井町1丁目77-2

センター長（相談支援専門員兼務）・・・
サービス管理責任者（共同生活援助）・・
就業支援担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生活支援担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相談支援専門員（生活支援担当兼務）

世話人（委託契約）・・・・・・・・・・・・・・・・

1名
1名
3名
1名
1名
計7名
5名

（雇用安定等事業・生活支援等事業）

相双障害者就業・生活支援センター

（共同生活援助事業）

グループホーム原町事業所

（指定特定相談支援・指定障がい児相談支援・指定一般相談支援）

相談支援相馬事業所

働くことを希望する方や、今仕事をしている方を対象に、就職活動や職場
定着のための支援など、就業面における支援と併せて、福祉サービスの利
用調整や余暇支援などの生活面における支援を行政、雇用、福祉、教育な
ど関係機関との連携のもと、障がい者の身近な地域で一体的に行うところ
です。

障がい児（者）やその家族、介護している方からの悩みや困り事の相談は
もちろん、福祉サービスや支援に関わる様々な問題や課題について相談
に応じ、必要な情報提供や助言を行います。併せて市町村や障がい福祉
サービス事業者等との連絡調整や利用するための手続きなどを総合的に
行います。

グループホームは障がいのある方が「地域で自分らしく暮らす」ための場
です。地域で自立した生活を目指している方が共同生活を送っています。
食事の提供など日常生活上の支援を行いながら、ご本人の「できること」
を大切にし、それぞれの能力、状況に応じて職員が自立に向けての支援を
行っています。 グループホーム東寮

相
馬
・
南
相
馬
地
区
事
業
所
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-26-3338
FAX.0244-26-3338
Mail:ws-ashisto@ffk.jp

施設開設　平成21年6月25日
利用定員　30名

所在地

管理者･･････････････････････････
サービス管理責任者･･････････････
生活支援員･･････････････････････
職業指導員･･････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計6名

1名
1名
1名
3名

主な事業の内容 スタッフ構成
・ 相談及び援助　・ 作業訓練　・ 生産活動　
・ 送迎サービス（要相談）　・ 健康管理　
・ 実習・求職等の支援

〒975-0032
南相馬市原町区桜井町1丁目
130番地

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-24-3553
FAX.0244-24-3527
Mail:shiensoso-sc@ffk.jp

所在地

スタッフ構成

〒975-0032
南相馬市原町区桜井町1丁目77-2

センター長（相談支援専門員兼務）・・・
サービス管理責任者（共同生活援助）・・
就業支援担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生活支援担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相談支援専門員（生活支援担当兼務）

世話人（委託契約）・・・・・・・・・・・・・・・・

1名
1名
3名
1名
1名
計7名
5名

（雇用安定等事業・生活支援等事業）

相双障害者就業・生活支援センター

（共同生活援助事業）

グループホーム原町事業所

（指定特定相談支援・指定障がい児相談支援・指定一般相談支援）

相談支援相馬事業所

働くことを希望する方や、今仕事をしている方を対象に、就職活動や職場
定着のための支援など、就業面における支援と併せて、福祉サービスの利
用調整や余暇支援などの生活面における支援を行政、雇用、福祉、教育な
ど関係機関との連携のもと、障がい者の身近な地域で一体的に行うところ
です。

障がい児（者）やその家族、介護している方からの悩みや困り事の相談は
もちろん、福祉サービスや支援に関わる様々な問題や課題について相談
に応じ、必要な情報提供や助言を行います。併せて市町村や障がい福祉
サービス事業者等との連絡調整や利用するための手続きなどを総合的に
行います。

グループホームは障がいのある方が「地域で自分らしく暮らす」ための場
です。地域で自立した生活を目指している方が共同生活を送っています。
食事の提供など日常生活上の支援を行いながら、ご本人の「できること」
を大切にし、それぞれの能力、状況に応じて職員が自立に向けての支援を
行っています。 グループホーム東寮

相
馬
・
南
相
馬
地
区
事
業
所
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-36-0655
FAX.0244-36-6007
Mail:nobi-soma@ffk.jp

施設開設　平成19年7月1日
（所在地での開設 平成29年5月1日移転）

利用定員　10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名
非常勤職員（言語聴覚士）･･････････

1名
1名
2名

1名

主な事業の内容

スタッフ構成
集団支援サービス
　小集団で、おやつ支援や課題保育やリトミック、感覚統合等を通して集団
での他者との関わり方を実践的に支援します。また、基本的生活習慣を身に
つけられる様に、お子さんのニーズに応じて支援を行います。

個別支援サービス
　一定時間（45分）、職員1人に対してお子さん1人もしくは2人に向き合い個
別支援を行います。ポーテージ・コミュニケーションプログラムからお子さん
の発達に合わせた指導・支援を行います。

ことばの訓練
　お子さん一人に対して一定時間（30分）、言語聴覚士が1対1で向き合い
「ことばの訓練」を行います。発音指導など、お子さんのニーズに応じた訓練
を行います。

養育相談サービス
　事前に予約が必要となりますが、確かな知識で悩みの相談を受け止めま
す。（ことばの相談・・・言語聴覚士による）  〈お父さん、お母さんの為の勉強
会〉 年2回程度

その他の関連事業
　ご利用契約をされていない外部の方につきましても、専門職員による外
来相談（予約制）を行っておりますので、養育に関する悩みや相談事がござ
いましたら、ご相談ください。その際は別途料金を頂きます。尚プライバシー
は厳守いたします。

送迎サービス
　希望により自宅、保育園、幼稚園と事業所間の送迎を致します。送迎を希
望される方は、事業所にご相談ください。

〒976-0042
相馬市中村字桜ヶ丘195
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-36-0655
FAX.0244-36-6007
Mail:nobi-soma@ffk.jp

施設開設　平成19年7月1日
（所在地での開設 平成29年5月1日移転）

利用定員　10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名
非常勤職員（言語聴覚士）･･････････

1名
1名
2名

1名

主な事業の内容

スタッフ構成
集団支援サービス
　小集団で、おやつ支援や課題保育やリトミック、感覚統合等を通して集団
での他者との関わり方を実践的に支援します。また、基本的生活習慣を身に
つけられる様に、お子さんのニーズに応じて支援を行います。

個別支援サービス
　一定時間（45分）、職員1人に対してお子さん1人もしくは2人に向き合い個
別支援を行います。ポーテージ・コミュニケーションプログラムからお子さん
の発達に合わせた指導・支援を行います。

ことばの訓練
　お子さん一人に対して一定時間（30分）、言語聴覚士が1対1で向き合い
「ことばの訓練」を行います。発音指導など、お子さんのニーズに応じた訓練
を行います。

養育相談サービス
　事前に予約が必要となりますが、確かな知識で悩みの相談を受け止めま
す。（ことばの相談・・・言語聴覚士による）  〈お父さん、お母さんの為の勉強
会〉 年2回程度

その他の関連事業
　ご利用契約をされていない外部の方につきましても、専門職員による外
来相談（予約制）を行っておりますので、養育に関する悩みや相談事がござ
いましたら、ご相談ください。その際は別途料金を頂きます。尚プライバシー
は厳守いたします。

送迎サービス
　希望により自宅、保育園、幼稚園と事業所間の送迎を致します。送迎を希
望される方は、事業所にご相談ください。

〒976-0042
相馬市中村字桜ヶ丘195

←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-35-0033
FAX.0244-35-0071
Mail:kirara@ffk.jp

施設開設   平成22年5月1日
（所在地での開設 平成29年5月1日新築移転）

利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
児童指導員･･････････････････････
言語聴覚士（兼務）･･･････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名
外部委託（理学療法士）････････････

1名
3名

（1名）

2名

主な事業の内容

スタッフ構成

〒979-2521
相馬市赤木字松ヶ沢159-1

集団支援サービス
　小集団で、おやつ支援や課題保育やリトミック、感覚統合等を通して集団
での他者との関わり方を実践的に支援します。また、基本的生活習慣を身に
つけられる様に、お子さんのニーズに応じて支援を行います。

個別支援サービス
　お子さん一人一人に対して一定時間（45分）、職員1人が1対1で向き合い
個別支援を行います。ポーテージ・コミュニケーションプログラムからお子さ
んの発達に合わせた指導・支援を行います。

ことばの訓練
　お子さん一人に対して一定時間（30分）、言語聴覚士が1対1で向き合い
「ことばの訓練」を行います。発音指導など、お子さんのニーズに応じた訓練
を行います。

送迎サービス
　希望により自宅、保育園、幼稚園と事業所間の送迎を致します。送迎を希
望される方は、事業所にご相談ください。
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-26-3888
FAX.0244-26-3890
Mail:nobi-haramachi@ffk.jp

施設開設   平成30年4月1日
利用定員   10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
言語聴覚士･･････････････････････
保育士･･････････････････････････
　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1名
1名
2名

主な事業の内容 スタッフ構成
集団支援サービス
小集団で課題保育等を行い、集団内における他者との関わり方等を実践的
に支援していきます。

ことばの訓練
一人30分間、言語聴覚士と1対1で訓練を行います。
ブローイング（息の出し方）、舌の運動機能の訓練、構音訓練などを行います。

送迎サービス
希望により自宅又は指定の集合場所と事業所間を送迎します。

個別支援サービス
お子さんとスタッフが45分間1対1で向き合い、個別支援を行います。様々な
療育プログラムからお子さんの発達に合わせた指導・援助方法を選ぶこと
ができます。

〒975-0027
南相馬市原町区上北高平字高松
204番地の1
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←当施設の詳細はこちらのQRコードから
　ご確認ください。

TEL.0244-23-4690
FAX.0244-24-3750
Mail:nobi-aiai@ffk.jp

施設開設　平成16年4月1日
利用定員　10名

所在地

管理者（児童発達支援管理責任者兼務）･･･
保育士･･････････････････････････
児童指導員･･････････････････････
作業療法士（兼務）･･･････････････
　　　　　　　　　　　　　　　 計4名

1名
1名
2名

（1名）

主な事業の内容
スタッフ構成集団支援サービス

　小集団でのあそびや課題保育を通して、お友達との関わり方や日常生活に
必要な力を伸ばせるよう支援していきます。

個別支援サービス
　お子さんとスタッフが45分間1対1で、個別支援を行います。
　お子さんの発達に合わせた指導・援助方法を提供し、力を伸ばせるよう支
援します。

相談支援サービス
　運動・認知・ことばの発達が気になるお子さん、遊び、お子さんとの関わり
方など、作業療法士が専門的にお答えします。

送迎サービス
　希望により自宅又は、ご指定の場所と事業所間を送迎します。

〒975-0039
南相馬市原町区青葉町3丁目92

その他の関連事業
　保育園・幼稚園・学校との連携をとりながら専門的な支援を行います。 
また、専門スタッフによる外来相談を行っておりますので、子育てに関す
る悩み、ご心配等ありましたら、お気軽にご連絡ください。 なお、プライバ
シーは厳守いたします。
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施設のご案内

社会福祉法人 福島県福祉事業協会

協会設立時（昭和39年5月）からの基本理念
「慈」・「敬」・「愛」

https://f fk. jp

G u i d a n c e  o f  f a c i l i t y

TEL.0247-82-5731
FAX.0247-82-5656
Mail:honbu@ffk.jp

〒963-4312  田村市船引町船引字上中田33番地1

TEL.0246-38-7871　FAX.0246-38-7872　Mail:toyo-kanri@ffk.jp
所在地

所在地

所在地

〒979-0204  いわき市四倉町細谷字御廐13-3（東洋学園内）

TEL.0244-24-1233　FAX.0244-24-6786　Mail:jusan@ffk.jp
〒975-0021  南相馬市原町区金沢字割田228（原町共生授産園内）

令和2年2月
医療福祉建築賞2019 準賞受賞

平成30年1月
第34回福島県建築文化賞 県知事賞受賞

令和2年1月
第36回福島県建築文化賞 復興賞受賞

R2・6・3


