西東京市内障害福祉サービス事業所の状況（平成30年3月22日現在～東京都障害サービス情報より）
【就労移行支援】 就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。
事業所名

住所

法人名

さくらの園

西原町４－５－６ 西東京市西原総合教育施設内

社会福祉法人さくらの園

【就労継続支援B型】 就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。
事業所名

住所

法人名

ほうや福祉作業所

ひばりが丘３－１－２３

社会福祉法人睦月会

コミュニティルーム友訪 ／ コミュニティルーム友訪

住吉町６－１１－１５

特定非営利活動法人友訪

コミュニティルーム友訪

住吉町６－１１－１６

特定非営利活動法人友訪

ワークステーションウーノ（おかし工房マーブル）

保谷町３－２０－４

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

ワークステーションウーノ（手づくり工房めぇ）

保谷町３－８－７

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

ラシーネ西東京

新町４－７－１

社会福祉法人トポスの会

パッソ西東京

柳沢６－１１－１３

特定非営利活動法人ミモザ

ワークステーションウーノ（石窯パン工房 ウーノ）

柳沢６－４－３－１０５

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

たなし工房

田無町３－３－７ 海老沢第１ビル８０１号

特定非営利活動法人ハートフィールド

富士町作業所

田無町５－５－１２

特定非営利活動法人ミモザ

サンワーク田無

緑町１－８－３－１０２

特定非営利活動法人燦燦会

さくらの園

西原町４－５－６ 西東京市西原総合教育施設内

社会福祉法人さくらの園

【生活介護】 常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供する。
事業所名

住所

法人名

たんぽぽ

向台町３－１－１１

社会福祉法人田無の会

ラシーネ西東京

新町４－７－１

社会福祉法人トポスの会

どろんこ作業所

東伏見６－１－３６

特定非営利活動法人どろんこ会

どろんこ作業所 ／ どろんこ作業所手づくり山

泉町２－２０－２０ サンハイツ泉１階

特定非営利活動法人どろんこ会

Ｐ.Ｆ.Ｐ.Ｃはたらきば

田無町３－３－２６ クレスト田無１Ｆ

特定非営利活動法人ピープルファースト東久留米

西東京市生活介護事業所くろーばー

田無町４－１７－１４

社会福祉法人睦月会

Ｐ.Ｆ.Ｐ.Ｃはたらきば ／ Ｐ・Ｆ・Ｐ・Ｃはたらきば

田無町５－６－２０ 第二和光ビル３０１

特定非営利活動法人ピープルファースト東久留米

さくらの園

西原町４－５－６ 西東京市西原総合教育施設内

社会福祉法人さくらの園

【自立訓練（生活訓練）】 自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行う。
事業所名

住所

法人名

YLひばりが丘カレッジ事業所

ひばりが丘北３－６－３

一般社団法人Your Lifestyle研究所

【短期入所】 家族の病気などにより一時的に保護が必要になった障害者に対し、障害者支援施設などに短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護などを行う。
事業所名

住所

法人名

たまみずきハウス

北原町１－３８－２ ２階

株式会社たまみずき

たんぽぽ

向台町３－１－１１

社会福祉法人田無の会

ケアこげら

新町１－１４－１０

特定非営利活動法人こげら会

夢スユア

泉町２－１７－１８NKビル２０３

特定非営利活動法人夢スユア

【施設入所支援】 その施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行う。
事業所名

住所

法人名

たんぽぽ

向台町３－１－１１

社会福祉法人田無の会

【共同生活援助】 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。
事業所名

住所

法人名

グループホーム マリーナ ／ 下保谷マリーナ

下保谷４－５－２７

特定非営利活動法人地域福祉マリーナ

グループホームにこっ ／ グループホームにこっ

住吉町１－１－２

特定非営利活動法人スマイルほうや

アットホームウーノ ／ グループホームららら

住吉町１－１０－１４

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

ケアホーム西東京 ／ ケアホーム西東京 Ａユニット

保谷町１－１８－１０

社会福祉法人睦月会

ケアホーム西東京 ／ ケアホーム西東京 Ｂユニット

保谷町１－１８－１０

社会福祉法人睦月会

ケアホーム西東京 ／ ケアホーム西東京 Ｃユニット

保谷町１－１８－１０

社会福祉法人睦月会

ピッピ ／ ピッピ

保谷町５－６－２１－３１８．５０５

特定非営利活動法人Ｐippi

田無寮 ／ 第一田無寮

南町１－１５－２

社会福祉法人さくらの園

田無寮 ／ 第四田無寮

南町１－６－６

社会福祉法人さくらの園

田無寮 ／ 第三田無寮

向台町４－１０－３８

社会福祉法人さくらの園

アットホームウーノ ／ グループホームわっはっは

栄町１－１０－５

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

田無寮 ／ 第五田無寮

田無町４－１１－７カーサエストゥペンダ１０６

社会福祉法人さくらの園

自立生活企画生活寮 ／ 自立生活企画生活寮

田無町５－６－２０ 第２和光ビル３０３号ほか

特定非営利活動法人自立生活企画
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西東京市内障害福祉サービス事業所の状況（平成30年3月22日現在～東京都障害サービス情報より）
グループホーム マリーナ ／ 緑町マリーナ

緑町２－１－４

特定非営利活動法人地域福祉マリーナ

芝久保どろっぷす ／ 芝久保どろっぷす

芝久保町１－２２－２

特定非営利活動法人こげら会

田無寮 ／ 第二田無寮

芝久保町３－１９－６１

社会福祉法人さくらの園

田無寮 ／ 第六田無寮

芝久保町５－１０－６３

社会福祉法人さくらの園

田無寮 ／ 第七田無寮

芝久保町５－１０－６３

社会福祉法人さくらの園

グループホームサンワーク ／ グループホームサンワーク

＊

特定非営利活動法人燦燦会

グループホーム住まいる ／ 住吉ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホーム住まいる ／ 保谷ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホーム住まいる ／ 谷戸ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホーム住まいる ／ 北原ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホーム住まいる ／ 滞在型西原ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホーム住まいる ／ 滞在型富士ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホーム住まいる ／ 滞在型東伏見ユニット

＊

特定非営利活動法人住まいる

グループホームわんど ／ グループホームわんど

＊

特定非営利活動法人ハートフィールド

グループホームわんど ／ グループホームわんど２

＊

特定非営利活動法人ハートフィールド

グループホームもやい ／ もやい

＊

特定非営利活動法人友訪

グループホームもやい ／ もやい向台

＊

特定非営利活動法人友訪

グループホームもやい ／ もやい北町

＊

特定非営利活動法人友訪

グループホームもやい ／ もやい向台?

＊

特定非営利活動法人友訪

グループホームもやい ／ もやい泉町

＊

特定非営利活動法人友訪

ミモザハウス ／ ミモザハウス

＊

特定非営利活動法人ミモザ

天神山グループホーム ／ こあらハイツ

＊

社会福祉法人東京コロニー

YLひばりが丘事業所 ／ 第一ひばり寮

＊

一般社団法人 Your Lifestyle研究所

YLひばりが丘事業所 ／ 第二ひばり寮

＊

一般社団法人 Your Lifestyle研究所
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【居宅介護】 ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行う。
事業所名

住所

法人名

介護支援事業所ボランテ

ひばりが丘北２－７－１２ ラークヒルズ１０６

一般社団法人ボランテ

ニチイケアセンターひばりが丘

ひばりが丘北３－３－３５ 稲富ビル１階

株式会社ニチイ学館

アースサポートひばりが丘

ひばりが丘北３－６－３４

アースサポート株式会社

ヘルパーステーションウーノ

住吉町３－１２－１９

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

一般社団法人アット・メディカル・サービス

向台町１－２－１ 日神パレス田無第二２０２

一般社団法人アット・メディカル・サービス

合同会社徳有企画

向台町６－１４－１６

合同会社徳有企画

かたくり保谷

東町２－１－２４

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社

特定非営利活動法人生活援助為センター

東町２－１－４芹澤ハイツ１０１

特定非営利活動法人生活援助為センター

ラ ヴィータ柳沢

柳沢１－１－６

株式会社La Vita

有限会社さくら介護サービス

柳沢６－１－２ 宮澤ビル３０１

有限会社さくら介護サービス

保谷苑ヘルパーステーション

栄町３－７－１３ 第一昭栄ハイツ１０２

社会福祉法人都心会

ヘルパーステーションすずらんの会

泉町２－１７－１８－Ｂ１０１

特定非営利活動法人すずらんの会

夢スユア

泉町２－１７－１８ ＮＫビル２０３

特定非営利活動法人夢スユア

ハミング訪問介護事業所

泉町３－１２－２５ パスレル保谷２階

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい保谷たすけあいワーカーズハミング

訪問サービスいずみ

泉町３－１５－２８

社会福祉法人悠遊

エルダリーケア２４西東京

田無町２－１０－２ ルースター田無４階

株式会社日本エルダリーケアサービス

ひばりケアサービス

田無町２－９－６ 野崎ビル５０６号

ひばり介護株式会社

ライフサービスぱーとなー

田無町３－３－７ 海老沢第１ビル３０３

有限会社ユピテル

ケア２１ 西東京

田無町３－３－８ 共栄ビル３階

株式会社ケア２１

あっとほーむヘルパーセンター

田無町４－２３－７－１０４

有限会社あっとほーむ

ＮＰＯ・アクトそよかぜ訪問介護事業所

田無町４－６－７ツカホーム１０２

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい田無たすけあいワーカーズそよかぜ

ジャパンケア西東京

田無町５－１１－１３ ハイセレサ田無本町シティハウス１０５号

株式会社ジャパンケアサービス

健光園ヘルパーステーション

田無町５－６－２０ 第２和光ビル４０１

社会福祉法人千曲会

自立生活企画

田無町５－６－２０第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人自立生活企画

株式会社ケアワーク北多摩

田無町５－８－１５

株式会社ケアワーク北多摩

アースサポート西東京

田無町６－１７－１４

アースサポート株式会社

グリーンリーフ西東京

田無町７－４－５ キャビンＮ２０２

株式会社ナカムラ・コーポレーション

プログレスケアセンター

芝久保町１－２３－２４ 第一五月コーポ１０１

特定非営利活動法人西東京自立支援センター

ＮＰＯ法人ととろクラブ

芝久保町２－２２－３３

ＮＰＯ法人ととろクラブ

ケアリッツ田無

西原町１－２－４ ケープロックパレス１階

株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ
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【重度訪問介護】 重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者の住居等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供する。
事業所名

住所

法人名

介護支援事業所ボランテ

ひばりが丘北２－７－１２ ラークヒルズ１０６

一般社団法人ボランテ

ニチイケアセンターひばりが丘

ひばりが丘北３－３－３５ 稲富ビル１階

株式会社ニチイ学館

アースサポートひばりが丘

ひばりが丘北３－６－３４

アースサポート株式会社

ヘルパーステーションウーノ

住吉町３－１２－１９

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

一般社団法人アット・メディカル・サービス

向台町１－２－１ 日神パレス田無第二２０２

一般社団法人アット・メディカル・サービス

合同会社徳有企画

向台町６－１４－１６

合同会社徳有企画

かたくり保谷

東町２－１－２４

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社

特定非営利活動法人生活援助為センター

東町２－１－４芹澤ハイツ１０１

特定非営利活動法人生活援助為センター

ラ ヴィータ柳沢

柳沢１－１－６

株式会社La Vita

有限会社さくら介護サービス

柳沢６－１－２ 宮澤ビル３０１

有限会社さくら介護サービス

保谷苑ヘルパーステーション

栄町３－７－１３ 第一昭栄ハイツ１０２

社会福祉法人都心会

エルダリーケア２４西東京

田無町２－１０－２ ルースター田無４階

株式会社日本エルダリーケアサービス

ひばりケアサービス

田無町２－９－６ 野崎ビル５０６号

ひばり介護株式会社

ライフサービスぱーとなー

田無町３－３－７ 海老沢第１ビル３０３

有限会社ユピテル

ケア２１ 西東京

田無町３－３－８ 共栄ビル３階

株式会社ケア２１

あっとほーむヘルパーセンター

田無町４－２３－７－１０４

有限会社あっとほーむ

ジャパンケア西東京

田無町５－１１－１３ ハイセレサ田無本町シティハウス１０５号

株式会社ジャパンケアサービス

健光園ヘルパーステーション

田無町５－６－２０ 第２和光ビル４０１

社会福祉法人千曲会

自立生活企画

田無町５－６－２０第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人自立生活企画

株式会社ケアワーク北多摩

田無町５－８－１５

株式会社ケアワーク北多摩

アースサポート西東京

田無町６－１７－１４

アースサポート株式会社

グリーンリーフ西東京

田無町７－４－５ キャビンＮ２０２

株式会社ナカムラ・コーポレーション

プログレスケアセンター

芝久保町１－２３－２４ 第一五月コーポ１０１

特定非営利活動法人西東京自立支援センター

ＮＰＯ法人ととろクラブ

芝久保町２－２２－３３

ＮＰＯ法人ととろクラブ

ケアリッツ田無

西原町１－２－４ ケープロックパレス１階

株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ

【行動援護】 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な援護を行う。
事業所名

住所

法人名

ヘルパーステーションウーノ

住吉町３－１２－１９

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

特定非営利活動法人生活援助為センター

東町２－１－４芹澤ハイツ１０１

特定非営利活動法人生活援助為センター

自立生活企画

田無町５－６－２０第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人自立生活企画

プログレスケアセンター

芝久保町１－２３－２４ 第一五月コーポ１０１

特定非営利活動法人西東京自立支援センター

【同行援護】 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を受けられるサービス。
事業所名

住所

法人名

ニチイケアセンターひばりが丘

ひばりが丘北３－３－３５ 稲富ビル１階

株式会社ニチイ学館

訪問介護センター花

下保谷１－７－２２

株式会社佐々木由惠事務所

ヘルパーステーションウーノ

住吉町３－１２－１９

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

ラ ヴィータ柳沢

柳沢１－１－６

株式会社La Vita

ヘルパーステーションすずらんの会

泉町２－１７－１８－Ｂ１０１

特定非営利活動法人すずらんの会

訪問サービスいずみ

泉町３－１５－２８

社会福祉法人悠遊

ライフサービスぱーとなー

田無町３－３－７ 海老沢第１ビル３０３

有限会社ユピテル

ケア２１ 西東京

田無町３－３－８ 共栄ビル３階

株式会社ケア２１

あっとほーむヘルパーセンター

田無町４－２３－７－１０４

有限会社あっとほーむ

株式会社ケアワーク北多摩

田無町５－８－１５

株式会社ケアワーク北多摩

グリーンリーフ西東京

田無町７－４－５ キャビンＮ２０２

株式会社ナカムラ・コーポレーション

プログレスケアセンター

芝久保町１－２３－２４ 第一五月コーポ１０１

特定非営利活動法人西東京自立支援センター

【計画相談支援】 支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後の利用状況の検証を行い計画の見直し（モニタリング）やサービス事業所等との連絡調整を行う。
事業所名

住所

法人名

ＹＬひばりが丘相談所

ひばりが丘北３－４－３－３０４

一般社団法人 Your Lifestyle研究所

相談室 こころ

住吉町３－１２－１９

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

テラスこだいら

住吉町６－１４－７

社会福祉法人武蔵野会

保谷障害者福祉センター

保谷町１－６－２０

特定非営利活動法人ミモザ

たまみずき相談支援ひばり

北原町１－３８－２

株式会社たまみずき

ミモザ

南町１－１４－１３－２０３

特定非営利活動法人ミモザ

相談支援事業所スワロウ

東町４－１０－２３フレックスヴィラ１１０号

一般社団法人ささえる手

相談支援センターたなし

田無町３－３－７－８０１

特定非営利活動法人ハートフィールド
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西東京市内障害福祉サービス事業所の状況（平成30年3月22日現在～東京都障害サービス情報より）
地域活動支援センター ハーモニー

田無町４－１７－１４ 西東京市障害者総合支援センターフレンドリー 医療法人薫風会

地域活動支援センター ブルーム

田無町５－５－１２

社会福祉法人睦月会

自立生活企画

田無町５－６－２０ 第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人自立生活企画

株式会社ケアワーク北多摩

田無町５－８－１５

株式会社ケアワーク北多摩

ととろクラブ 相談室

芝久保町２－２２－３２－２０５

ＮＰＯ法人 ととろクラブ

さくらの園

西原町４－５－６ 西東京市西原総合教育施設内

社会福祉法人さくらの園

資料7

【地域移行支援】 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への動向支援等を行う。
事業所名

住所

法人名

西東京市保谷障害者福祉センター

保谷町１－６－２０

西東京市

地域活動支援センター・ハーモニー

田無町４－１７－１４ 西東京市障害者総合支援センターフレンドリー 医療法人薫風会

自立生活企画

田無町５－６－２０ 第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人自立生活企画

プログレスケアセンター

芝久保町１－２３－２４ 第一五月コーポ１０１号

特定非営利活動法人西東京自立支援センター

【地域定着支援】 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行うサービス。
事業所名

住所

法人名

西東京市保谷障害者福祉センター

保谷町１－６－２０

西東京市

自立生活企画

田無町５－６－２０ 第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人自立生活企画

プログレスケアセンター

芝久保町１－２３－２４ 第一五月コーポ１０１号

特定非営利活動法人西東京自立支援センター

【障害児相談支援】 障害児支援利用援助及び継続障害児利用援助を行う。
事業所名

住所

法人名

ＹＬひばりが丘相談所

ひばりが丘北３－４－３－３０４

一般社団法人ＹｏｕｒＬｉｆｅｓｔｙｌｅ研究所

相談室 こころ

住吉町３－１２－１９

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートウーノの会

たまみずき相談支援ひばり

北原町１－３８－２

株式会社たまみずき

株式会社 ケアワーク北多摩

田無町五丁目8番15号

株式会社 ケアワーク北多摩

地域活動支援センター ブルーム

田無町５－５－１２

社会福祉法人 睦月会

自立生活企画

田無町５－６－２０ 第２和光ビル２０２

特定非営利活動法人 自立生活企画

ととろクラブ 相談室

芝久保町２－２２－３２－２０５

ＮＰＯ法人ととろクラブ

さくらの園

西原町４－５－６ 西東京市西原総合教育施設内

社会福祉法人さくらの園

【児童発達支援】 障害児につき、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与する。
事業所名

住所

法人名

西東京市こどもの発達センターひいらぎ

住吉町６－１５－６

西東京市

児童発達支援事業みらい

田無町７－８－１４

社会福祉法人睦月会

【放課後等デイサービス】 学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
事業所名

住所

法人名

Pur aile ひばりが丘

ひばりが丘北３－７－１４ メゾンウィステリア １階

株式会社高齢者住環境研究所

シュプロスひばりヶ丘教室?

ひばりが丘１－４－２５ メゾンピレネ１階１－Ａ

一般社団法人シュプロス

ジョブチャレンジひばり

ひばりが丘３－１－２３

社会福祉法人睦月会

ＳＴＥＰ西東京

保谷町１－８－４

株式会社ウェルクス

りぼん

保谷町２－１０－１２ 菊池ビル１０２号

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートすまいるウイズ

たまみずきひばり

北原町１－３８－２

株式会社たまみずき

放課後等デイサービス らぷあ田無

向台町１－１６－２０ ふじマンション２階Ｂ号

株式会社キッズコーポレーション

ウイング西東京

東伏見２－４－１０

特定非営利活動法人空の翼

くまさん 保谷教室

東町二丁目９番７号

くまさん合同会社

ＳＴＥＰ保谷

東町３－５－５ イーストファイブビル２０２

株式会社ウェルクス

りぼんＵ

柳沢６－４－３－１０６

特定非営利活動法人ハンディキャップサポートすまいるウイズ

くろーばーきっず

田無町４－１７－１４

社会福祉法人睦月会

療育型児童デイサービスさざんか第５

田無町５－５－１２

社会福祉法人睦月会

療育型児童デイサービスさざんか第１

田無町７－８－１４

社会福祉法人睦月会

ととろクラブ

芝久保町２-２２-３３

ＮＰＯ法人 ととろクラブ

ととろキッズ

芝久保町２－２２－３２－１０２

ＮＰＯ法人 ととろクラブ

シュプロスひばりヶ丘教室

谷戸町二丁目１５番１３号

一般社団法人シュプロス

ペアパレスインひばりヶ丘２０１号室
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