
社会福祉法人 この街福祉会
Social welfare corporation  konomachifukushikai

社会福祉法人 この街福祉会

お問い合わせ先一覧

法人本部

この街学園

第2この街学園/から揚げ屋真心

この街支援センター・ぽっけのおうち

この街相談支援センター

モモ

モモ（分室）

さくら
（グループホーム事業部事務所）

ぴっぴ

ぴっぴ（分室）

この街きっず学園

あおぞら工房諏訪

この街ホーム

ここんち

たんぽぽ

〒391-0012 茅野市金沢字御狩野5771-4
 TEL:0266-70-0532 FAX:0266-79-5503
 法人本部／houjin@konomachi.or.jp
 この街学園／mikarino-gakuen@konomachi.or.jp

〒393-0000 諏訪郡下諏訪町湖浜6129-7
 TEL:0266-27-8974 FAX:0266-27-8975
 dai2@konomachi.or.jp

〒392-0015 諏訪市中洲2710-5
 TEL:0266-54-1654 FAX:0266-54-1656
 この街支援センター／center-pokke@konomachi.or.jp
 この街相談支援センター／soudan@konomachi.or.jp

〒391-0013 茅野市宮川3247-1
 TEL/FAX:0266-73-8445
 day-momo@po32.lcv.ne.jp

〒399-0101 諏訪郡富士見町境7230-1
 TEL/FAX:0266-65-3022
 pippippi@hb.tp1.jp

〒399-0101 諏訪郡富士見町境7434-1

〒392-0012 諏訪市四賀388-7
 TEL:0266-58-2343 FAX:0266-58-2349
 【放課後等デイサービス ふ～もん】
 TEL:0266-78-1565  FAX:0266-58-2349
 kids@konomachi.or.jp

〒392-0027 諏訪市湖岸通り5-8-8
 TEL:0266-57-7130 FAX:0266-57-7144
 aozora05@po30.lcv.ne.jp

〒392-0012 諏訪市四賀普門寺212
 TEL:0266-54-7607

〒391-0215 茅野市中大塩20-28
 TEL/FAX:0266-82-0650

〒392-0015 諏訪市中洲2577-2
 TEL:0266-53-2760 FAX:0266-84-1044
konomachi-home@po31.lcv.ne.jp

〒392-0027 諏訪市湖岸通り1-19-7
 TEL:0266-53-4620

〒391-0013 茅野市宮川坂室7095-イ-1
 TEL/FAX:0266-55-6549
 momobunshitsu@outlook.jp

http://www.konomachi.or.jp/



第２この街学園/から揚げ屋真心

たんぽぽ

モモ(分室)

モモ

あおぞら工房諏訪

この街相談支援センター

この街支援センター・ぽっけのおうち
法人本部

この街学園

ぴっぴ分室

ぴっぴ

さくら

この街ホーム

この街きっず学園/放課後等デイサービスふ～もん

ここんち
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　この街福祉会は、障がいのある子をもつ親たちの子どもへの想いからはじまり、チャリティーコンサートなどで地域や

有志からの理解を得て、2001年に設立しました。「地域との共生をはかり、利用者の幸せのために、温かい支援を常にも

とめ、利用者の自立と尊厳の維持につとめます」という親心が基本理念となり、利用者さんの意思を尊重した福祉サービ

スは、諏訪圏域6市町村に9拠点14事業所を展開するまでとなりました。

　相談支援専門員による相談事業を含め、一人ひとりの個性を尊重する心をこめた様 な々サービスは、利用者さんはもとより、

そのご家族からも安心と信頼をいただいております。2011年からは就労継続支援Ｂ型事業所「あおぞら工房諏訪」の指定管

理者として、また2015年には、それまで同じく指定管理者として運営していた児童発達支援センター「諏訪市清水学園」を「こ

の街きっず学園」として、諏訪市から事業移行するなど、今や地域において欠かせない存在であるものと自負しております。

　これからも、「この街でずっと暮らせる」安心感のある心をこめたサービスを提供し、地域のみなさまと共に歩みを進め

てまいります。

1995年 ぽっけのおうちの活動を始動

2000年 「この街親の会」を設立し、社会福祉法人化へ向けて準備開始

2001年 社会福祉法人　この街福祉会認可・設立

2002年 授産施設（当時）「この街学園」設立（現在は生活介護事業所に移行）

2003年 居宅介護事業所「この街支援センター」設置

2003年 デイサービス「モモ」設置（現在は生活介護・就労継続支援B型の多機能型事業所に移行）

2004年 グループホーム「この街ホーム」設置

2006年 授産施設（当時）「第2この街学園」設置（現在は生活介護・就労継続支援B型の多機能型事業所に移行）

2007年 児童通園施設「諏訪市清水学園」を諏訪市より管理受託

2010年 グループホーム「ここんち」設置

2011年 就労継続支援B型事業所「あおぞら工房諏訪」を諏訪市より管理受託

2012年 相談支援事業所（児童）「えがお」設置

2013年 グループホーム「さくら」設置

2013年 相談支援事業所（特定・一般）「この街相談支援センター」設置

2014年 就労継続支援B型事業所「ぴっぴ」設置

2015年 諏訪市から諏訪市清水学園を民設民営として引き継ぎ、「この街きっず学園」として開設、同時に放課後等デイサービス「ふ～もん」     開設

2015年 グループホーム「たんぽぽ」をNPO法人より経営を引き継ぐ

2016年 相談支援事業所「えがお」と「この街相談支援センター」を統合し、「この街相談支援センター」として継続

2018年 生活介護事業所「モモ（分室）」設置

2020年 多機能型事業所モモを生活介護事業所「モモ」、就労継続支援B型事業所「ぴっぴ」へ移行

沿革

理事長

三井  常夫
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住み慣れた場所で、いつまでも安
心して暮らせるよう、在宅時や外
出時など多彩なサービスを

提供しています。

くらす
グループホーム・居宅介護

障がいのある方も、一人ひとりの
個性や特性を生かし働ける場

所を提供しています。

はたらく
就労継続支援B型

0歳から学齢期が終わるまで、継
続して受けられるサービスを提
供しています。放課後や休日
もお任せください。

じどう
障がい児支援

障がいのある方や、そのご家族の
不安や相談に応え、安心して過
ごせるよう寄り添い、サポー

トしています。

そうだん
相談支援

地域で生活する障がいのある方
が、毎日安心して通える場所を

提供しています。

かよう
生活介護・児童発達支援

サービス
内容

第2この街学園／
から揚げ屋真心……… P6
あおぞら工房諏訪 …… P7
ぴっぴ ………………… P9

この街学園…………… P5
第2この街学園／
から揚げ屋真心……… P6
モモ…………………… P8
モモ（分室）…………… P8
この街きっず学園 …… P10

この街支援センター・ぽっけのおうち P12
この街ホーム ……………………… P14
ここんち …………………………… P14
さくら ……………………………… P14
たんぽぽ…………………………… P14

この街きっず学園 ………………… P10
放課後等デイサービスふ～もん  … P11
この街支援センター・ぽっけのおうち P12

この街きっず学園 ………………… P10
この街相談支援センター ………… P13

Service contents

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒391-0012
茅野市金沢字御狩野5771-4
0266-70-0532
20名

月曜～金曜/9：30～16：00

　八ヶ岳を望む眺めの良い高原にあり、ラベンダーなど季節

の花が咲く自然豊かな事業所です。個性や要望に沿った主体

的なプログラムを組み、利用者さん一人ひとりが充実した楽し

い毎日が送れるよう環境を整えています。広い敷地には畑が

あり、農作業も活動のひとつ。また色彩鮮やかな作品で豊か

な創造力を発揮できるアート活動や、健康を目的とした運動

など、利用者さんがのびのびと過ごせるよう努めています。

この街学園
サービス内容：生活介護

Konomachigakuen

書道や絵を楽しむ

外には畑
が広がる

外観
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　諏訪市が精神障害者授産施設として開設した施設を、2011

年から指定管理者として事業移行し、運営しています。通所で

利用することにより、利用者さんが毎日の生活リズムを整え、

事業所での作業訓練や生活訓練、社会体験を通し、社会復帰

の促進を図ることを目的としています。手作りのクッキーや焼

き菓子、かわいい刺繍を縫い込んだ布製品などのオリジナル製

品を販売、受託作業やレクリエーション活動を行っています。

商品

クッキー作
りの様子

外観

　ポスティングやアルミ缶のリサイクル、町内の環境美化、地

域や企業の委託作業を行っているほか、テイクアウト専門のか

ら揚げ専門店「真心（しんしん）」を併設しています。「真心」は

店名の通り、安心・安全で真心こめた丁寧な手作りと美味しさ

にこだわり、社会とのかかわりや、自立につなげています。カ

ラッとジューシーな自慢のから揚げは、役場や学校、地域のお

祭りなどでも販売。地域で愛される味を目指しています。

真心でのから揚げ作り
アルミリサ

イクルの様
子

外観

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒392-0027
諏訪市湖岸通り5-8-8
0266-57-7130
20名

月曜～金曜/9:00～16:00

住所

T E L
定員

サービス
提供時間

〒393-0000
諏訪郡下諏訪町湖浜6129-7
0266-27-8974
生活介護 16名
就労継続支援B型 10名
月曜～金曜/9：30～16：00
（一部土曜通所あり）

第２この街学園 /から揚げ屋真心
サービス内容：生活介護・就労継続支援B型

Daini Konomachigakuen/Karaageya Shinshin

あおぞら工房諏訪
サービス内容：就労継続支援B型

Aozora kobo Suwa
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　山梨との県境にあり、ログハウスの建物が落ち着いたくつろ

ぎを創出する事業所です。アットホームな雰囲気の中で、機織

りや焼き菓子づくりなど、利用者さんの特技を生かした製品づ

くりを中心に、さまざまな製品の作成や販売をしています。作

業を通して得る役割を果たすことの責任や自信、就労に向け

た支援を行っています。

外観

ぴっぴ
サービス内容：就労継続支援B型

Pippi

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒399-0101
諏訪郡富士見町境7230-1
0266-65-3022
20名

月曜～金曜/9：00～16：00

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒391-0013
茅野市宮川坂室7095-イ-1
0266-55-6549
10名（モモと合わせて20名）

月曜～金曜/9：30～16：00

機織りをすることも
手芸の

様子

モモ
サービス内容：生活介護

Momo

モモ (分室 )
サービス内容：生活介護

Momo（bunshitsu）

　「モモ」の分室として2018年5月に開所。車い

すでも利用しやすいよう、ゆったりとした造り

の事業所内には、大画面で映画が楽しめる多

目的ルームがあり、リラックスして過ごすこと

ができます。また、毎日の散歩や様々な外出活

動、交流会などを通して積極的に地域とかか

わることを大切にしています。

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒391-0013
茅野市宮川3247-1
0266-73-8445
10名（分室と合わせて20名）

月曜～金曜/9：30～16：00

外観

　築100年を超える古民家を改修した、自宅のよ

うな居心地の良さがある事業所です。古くから地

域に溶け込んできた建物のおおらかな雰囲気の

中、地元のみなさんとの和やかな交流も多く、み

んながのんびりと過ごしています。季節の野菜を

畑で育てたり、日帰り旅行に出掛けたりと、地域

とかかわりながら充実した毎日を過ごしています。
外観

古民家を改装

絵を描いたり自
由にすごす

多目的ルーム 毎日の散歩
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住所

T E L

定員

サービス提供時間

〒392-0012
諏訪市四賀388-7
【この街きっず学園】0266-58-2343
【ふ～もん】0266-78-1565
【この街きっず学園】35名
【ふ～もん】10名
【この街きっず学園】
月曜～金曜/9：00～15：00
【ふ～もん】
月曜～金曜/放課後～18：30
長期休暇期間/9：00～16：00

この街きっず学園
サービス内容：児童発達支 援・保育所等訪問支援事業

Konomachi Kids gakuen

After Dayservice Fumon

放課後等デイサービス ふ～もん
サービス内容：放課後等デイサービス

　学校の放課後や休業日（土曜・長期など）に、圏域内
の特別支援学校や学級の子どもたちを受け入れていま
す。一人ひとりに合った支援を行うために、ご家庭や教
育現場、他の福祉サービスとの連携を大事にし、一貫
した発達支援を行います。

外観

　0歳から6歳までの障がい児を受け入れており、諏訪地域では児童の療育の拠点となる事業所です。一人ひとりの発達に適した基本
的な生活習慣や遊び、コミュニケーションなどの場を提供するとともに、運動や言語、食事などの個別指導を主体に、専門的な療育で次
のステップへつなげます。諏訪市清水学園として行われていた通園事業に、放課後デイサービスなどを併設し、2015年からこの街福祉
会が継承しています。

リズム室でのびの
びと遊ぶ

内観

バスでの登園
も可能

朝の会の様
子
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　地域で生活する皆さんのより良い暮らしを応援するために、

ホームヘルプ事業をはじめ、多種多様なニーズに応じていま

す。生活支援だけでなく、余暇の過ごし方にも力を入れてお

り、ピクニックやボウリングなどのサークル活動を通して学生

や地域のボランティアの方 と々の交流の場をつくっています。

施設と異なる個別サービスのため、利用される一人ひとりの障

がいの特性や希望に合わせたサービスが提供できます。一人

ひとりに寄り添う「この街福祉会」の福祉サービスの原点はこ

の事業所です。

Konomachishiencenter・Pokke no ouchi

笑顔があふれる

自由にす
ごす

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒392-0015
諏訪市中洲2710-5
0266-54-1654
なし
利用時間は
ご希望に合わせて営業

この街支援センター・ぽっけのおうち
サービス内容：居宅介護事業（ホームヘルプ）・タイムケア（一時預かり）・
移動支援・有償移送サービス・余暇活動サークル・障がい児童学童クラブ等

外観

　専門相談員がおり、さまざまな相談に対応しています。障が

いや年齢は問わずに幅広い利用者さん一人ひとりに寄り添い

ながら、日々のケアマネジメントを行っています。相談員はそれ

ぞれ専門性が高く、経験も豊富なため、知恵や知識の多彩な

引き出しを持っていることも強みです。小さな悩みや相談事で

も胸に留めることなく相談することで、解決の糸口が見つかる

はずです。お気軽にご相談ください。

この街相談支援センター
サービス内容：指定特定相談支援・障がい児相談支援・指定一般相談支援

Konomachisoudanshiencenter

電話での相談も可能

内観

住所

T E L
定員
サービス
提供時間

〒392-0015
諏訪市中洲2710-5
0266-54-1654
なし

月曜～金曜/9：00～18：00
「夢の実

現」を目指
す
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サービス内容：共同生活援助

　地域のみなさんと連携をとりながら、利用者さんと職員が
暮らすグループホーム。共同温泉施設を利用し、地域のみな
さんと生活の中で自然に交流していることが特長です。諏訪
ならではの良質な温泉で疲れを癒しています。

住所
T E L
定員
サービス提供時間

〒392-0012 諏訪市四賀普門寺212
0266-54-7607
7名
 24時間

外観

Konomachi Home

この街ホーム

　「ここんち」は「ここが私たちの家（うち）」を略したもの。
住宅街にあり、自宅のように暮らし、自分らしく楽しく過ごす
ことを目的とし、悩みを打ち明けたり相談にのったりと、家族
のように過ごしています。

住所
T E L
定員
サービス提供時間

〒391-0215 茅野市中大塩20-28
0266-82-0650
6名
 24時間

外観

Kokonchi

ここんち

　女性専用のグループホーム。就労や事業所など日中の活
動を終え帰宅した時、自宅のようにくつろげる雰囲気を大切
にしています。悩みや相談事を受け止め、一人ひとりの意思を
尊重し、その人らしく過ごせるよう支援しています。

住所
T E L
定員
サービス提供時間

〒392-0015 諏訪市中洲2577-2
0266-53-2760
4名
 24時間

外観

Sakura

さくら

　諏訪湖畔にあり、夏は部屋から大迫力の花火が望めま
す。自宅と同じように過ごせる雰囲気を大切にしており、帰っ
てきた時の利用者さんの表情には安堵感があり、リラックス
されていることがわかります。

住所
T E L
定員
サービス提供時間

〒392-0027 諏訪市湖岸通り1-19-7
0266-53-4620
5名
 24時間

外観

Tanpopo

たんぽぽ

グループホーム
 Group Home

地域との共生をはかり

利用者の幸せのために

温かい支援を常にもとめ

利用者の自立と尊厳の維持につとめます
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