
福 祉 施 設 等 一 覧     

        令和４年１０月１日現在 

ＮＯ 施 設 名 対 象 者 法 人 名 所 在 地 電話番号 備      考 

1 狭山市立青い実学園 障害児 狭山市 狭山市柏原 758-1 ２９５２－３３０２ 

児童発達支援 

保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援 

2 
児童発達支援ｾﾝﾀｰ 

あんず 
障害児 （福）みのり福祉会 狭山市東三ツ木 223-26 ２９６９－３３５５ 

児童発達支援 

保育所等訪問支援 

放課後等デイサービス 

3 大樹の家 身体・知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市狭山 47-29 ２９５５－２９４１ 

生活介護 

施設入所支援 

短期入所 

4 大樹の森 知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市加佐志 244-1 ２９５８－２９４１ 

生活介護 

施設入所支援 

短期入所 

5 中新田自立ｽｸｴｱ 知的障害者 （福）新 狭山市中新田 73-3 ２９５８－７８３２ 

生活介護 

就労継続支援（Ｂ型） 

施設入所支援 

短期入所 

6 結 知的障害者 （福）新 狭山市入間川 1-22-12 ２９６８－４７９５ 短期入所 

7 
多機能型支援施設 

みのり 
知的障害者 （福）みのり福祉会 狭山市入間川 3273-23 ２９５４－８５６６ 

生活介護 

就労継続支援（B型） 

8 さやま大樹作業所 知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市狭山 47-28 ２９５５－８００８ 就労継続支援（Ｂ型） 

9 
多機能型支援施設 

はばたき 
知的障害者 （福）みのり福祉会 狭山市新狭山 3-8-5 ２９６８－６９７０ 

就労継続支援（Ｂ型） 

就労移行支援 ﾜｰｸｱｯﾌﾟ狭山 

10 ｵｱｼｽ作業所 身体・知的障害者 NPO法人ぶどうの会 狭山市笹井 3260-2 ２９５５－８９００ 就労継続支援（Ｂ型） 

11 ｳｪﾙﾌｪｱ D狭山 身体・知的・精神 （株）ｳｪﾙﾌｪｱ D 
狭山市祇園 5-12 

甲田ﾋﾞﾙ B 棟 
２９４６－９６９７ 就労継続支援（A型） 

 



ＮＯ 施 設 名 対 象 者 法 人 名 所 在 地 電話番号 備      考 

12 しののめ 身体・知的・精神 (福)東雲会 狭山市加佐志 139-1 ２９６８－６６８０ 
短期入所 

生活介護 

13 しろつめ 知的・精神 (株)旭野 

狭山市柏 1158-1 

リバティースクウェア 2号

室 

２９６８－８６５５ 就労継続支援（Ｂ型） 

15 ライフベースさやま 知的 千佳株式会社 狭山市東三ツ木 351-15 ２９３５―３２８７ 短期入所 

16 ｳｪﾙﾌｪｱ D狭山Ⅱ 身体・知的・精神 （株）ｳｪﾙﾌｪｱ D 
狭山市入間川 2-6-22 

第 2甲田ﾋﾞﾙ 2B 
２９４６－８９３４ 就労継続支援（A型） 

17 ａｌｏｈａ狭山 
身体・知的・精神・

難病 
（株）モードファイブ 狭山市南入曽 459-1 ２９３７－４５０３ 

就労継続支援（Ｂ型） 

就労移行支援 

18 aloha 新狭山 
身体・知的・精神・

難病 
（株）モードファイブ 

狭山市新狭山 2-14-2 

レクセル新狭山 111 
２９３７－５９３７ 

就労継続支援（Ｂ型） 

就労移行支援 

19 ルッカ 
身体・知的・精神・

難病 
（福）こぶし福祉会 

狭山市入間川 2-6-22 

第 2甲田ビル 3階 A·B 
２９４１－６４２２ 就労継続支援（Ｂ型） 

20 Design Base 知的・精神 （株）メルフィス 
狭山市狭山台 1-11-3 

アマン狭山台１F 
２９３７－６５６３ 就労継続支援（Ｂ型） 

21 
就労定着支援事業 

ワークアップサポート 

身体・知的・精神・

難病 
（福）みのり福祉会 狭山市新狭山 3-8-5 ２９６８－６９７０ 就労定着支援 

22 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさやま大樹 知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市狭山 47-29 ２９５５－２９４４ 共同生活援助 

23 
グループホームさやま

大樹第二 A 
知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市狭山 47-29 ２９５５－２９４４ 共同生活援助 

24 
グループホームさやま

大樹第二 B 
知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市狭山 47-29 ２９５５－２９４４ 共同生活援助 

25 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかざし大樹 知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市加佐志 246-1 ２９５８－００８８ 共同生活援助 

26 桜 知的障害者 （福）新 狭山市広瀬台 1-5-17 ２９５２－１０２１ 共同生活援助 

27 葵 知的障害者 （福）新 狭山市富士見 1-22-5 ２９５６－８３５６ 共同生活援助 

28 結 知的障害者 （福）新 狭山市入間川 1-22-12 ２９６８－４７９５ 共同生活援助 

29 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみどり 知的障害者 （福）みのり福祉会 狭山市入間川1469-57 ２９４６－９３７１ 共同生活援助 

30 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあかね 知的障害者 （福）みのり福祉会 狭山市入間川1442-4 ２９４１－３６６５ 共同生活援助 

31 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあおぞら 知的障害者 （福）みのり福祉会 狭山市入間川1442-3 ２９４１－２７６１ 共同生活援助 



ＮＯ 施 設 名 対 象 者 法 人 名 所 在 地 電話番号 備      考 

32 グループホームあおば 知的障害者 （福）みのり福祉会 狭山市入間川1731-1 ２９５０－０３１１ 共同生活援助 

33 グループホームひなた 知的・精神 (株)ウィステリア 狭山市広瀬台1-24-14 ０９０－４４１０－０６７３ 共同生活援助 

34 
グループホームひなた

2号棟 
知的・精神 (株)ウィステリア 狭山市中央4-28-2 ０９０－４４１０－０６７３ 共同生活援助 

35 蓮 知的障害者 （福）新 狭山市柏原3405-144 ２９４１－３４０７ 共同生活援助 

36 木蓮 知的障害者 （福）新 狭山市柏原3405-214 ２９６８－６６２４ 共同生活援助 

37 桜並木まふ 知的障害者 （福）新 狭山市柏原4237 ２９６８－４８０８ 共同生活援助 

38 ポプラ 知的障害者 （福）新 狭山市堀兼2376-4 ２９３７－７７５４ 共同生活援助 

39 
ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙﾎｰﾑ狭山

上赤坂Ⅰ 
身体・知的・精神 

ソーシャルインクルー

㈱ 
狭山市上赤坂 471-23 ２９３６－６２５１ 共同生活援助 

40 
ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙﾎｰﾑ狭山

上赤坂Ⅱ 
身体・知的・精神 

ソーシャルインクルー

㈱ 
狭山市上赤坂 471-23 ２９３６－６２５１ 共同生活援助 

41 1号棟ラフォーレ 知的・精神 
医療法人 森田クリニ

ック 
狭山市東三ツ木 182-21 ０７０－２２３６－１８１３ 共同生活援助 

42 ｽﾍﾟｰｽきずな 精神障害者 （福）こぶし福祉会 狭山市鵜ノ木 28-9 ２９００－３３３１ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ 

43 こぶしの家 精神障害者 （福）こぶし福祉会 狭山市南入曽 935 ２９５９－５９７７ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ（精神小規模型） 

44 ｼｮｯﾌﾟみちくさ 精神障害者 （福）こぶし福祉会 狭山市東三ツ木 275-3 ２９５５－４０４６ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ（精神小規模型） 

45 あいろこいろ 精神障害者 （福）こぶし福祉会 狭山市新狭山 2-9-11 ２９５３－２２５０ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ（精神小規模型） 

46 リバーサイド 精神障害者 （福）こぶし福祉会 狭山市鵜ノ木 28-9 ２９００－３３０１ 就労継続支援（Ｂ型） 

47 ほりがね大樹作業所 知的障害者 （福）茶の花福祉会 狭山市堀兼 969-1 ２９５０－２９４１ 就労継続支援（Ｂ型） 

49 こどもの家ひだまり 障害児 一般社団法人夢工房 狭山市入間川 1-24-19 ２９５２－７０７０ 児童発達支援 

50 ほめてこ入曽教室 障害児 （株）ｷｰﾎｰﾑｽﾞ 
狭山市水野 440-3 

狭山ﾋﾞﾙ 2F 
２９６８－８７４１ 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

51 まるっこ 障害児 （福）新 狭山市中新田 73-3 ２９５８－７８３２ 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 

52 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

「ぽしぇっと」 
障害児 NPO法人ぽしぇっと 狭山市笹井 3086-16 ２９５３－６４７０ 放課後等デイサービス 

53 くみちゃんﾗﾝﾄﾞ 障害児 （株）くみちゃんち 狭山市南入曽 297-11 ２９４１－４３１４ 放課後等デイサービス 

 

 



ＮＯ 施 設 名 対 象 者 法 人 名 所 在 地 電話番号 備      考 

54 

東京家政大学かせい森

の放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

「つくし」 

障害児 学校法人渡辺学園 狭山市稲荷山 2-15-1 ２９５５－６９６９ 放課後等デイサービス 

55 キッズサポートぱれっと 障害児 （株）メルフィス 
狭山市新狭山 2-15-7 

高橋ﾋﾞﾙ 2F 
２９３６－９４６０ 放課後等デイサービス 

56 キッズサポートにじいろ 障害児 （株）メルフィス 狭山市富士見 2-4-8 ２９３５－４２９４ 
放課後等デイサービス 

児童発達支援 

57 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

ウィズ・ユー狭山 
障害児 （株）ヴィヴァン 

狭山市入間川 2-7-2 

沖山ﾋﾞﾙ 1F 
２００１－６２６３ 放課後等デイサービス 

58 スタディサポート MJ 障害児 （株）メルフィス 
狭山市富士見 1-1-7 

ﾐﾄｴﾎﾟｯｸ１階１号室 
２９３７－４０２３ 放課後等デイサービス 

59 ほめてこ広瀬教室 障害児 （株）ｷｰﾎｰﾑｽﾞ 
狭山市広瀬東 1-3-10 

ﾄﾞｴﾘﾝｸﾞﾌﾗｯﾄ 101号室 
２９３７－３３３３ 

放課後等デイサービス 

児童発達支援 

60 オハナピース狭山 障害児 （株）ｱﾛﾊﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

狭山市広瀬東 1-3-10 

ﾄﾞｴﾘﾝｸﾞﾌﾗｯﾄ 101号室 

狭山市南入曽 459-1 

北田ビル１F 

２９３７－５４７８ 

放課後等デイサービス 

児童発達支援 

61 Study Station Viｖ 障害児 （株）顧愛 狭山市堀兼 2112-3 ２９５０－１５１５ 
放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

62 サスティナ 障害児 NPO法人 ぶどうの会 狭山市笹井 3212-11 ２９５３－３００１ 放課後等デイサービス 

63 はっぴいばく 障害児 
一般社団法人 

とらいあんぐる 

狭山市南入曾 464 

OK館 
２９６８－４５８９ 放課後等デイサービス 
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ＮＯ 施 設 名 法 人 名 所 在 地 電話番号 

1 障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 狭山市 狭山市富士見 1-1-11 ２９３７－７７７１ 

2 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ 狭山市 狭山市富士見 1-1-11 ２９３７－７８６４ 

ＮＯ 施 設 名 法 人 名 所 在 地 電話番号 

1 大樹の家 生活支援室 （福）茶の花福祉会 狭山市狭山 47-29 ２９５５－２９４６ 

2 
地域生活支援ｾﾝﾀｰ 

ｽﾍﾟｰｽきずな 
（福）こぶし福祉会 狭山市鵜ノ木 28-9 ２９００－３３３１ 

3 生活支援ｾﾝﾀｰ日向 （福）みのり福祉会 狭山市東三ツ木 223-26 ２９６９－７７５５ 

4 相談支援事業所あさひ (福)東雲会 狭山市加佐志 139-1 ２９４１－２１２２ 

5 相談支援事業所 寿 （株）顧愛 狭山市中央 1-46-8 ２９９９－３０３０ 

6 相談支援ｾﾝﾀｰ 優愛 （株）ﾒﾙﾌｨｽ 
狭山市富士見 2-22-32 

ｻﾝｳﾞｪｰﾙ富士見 201 
２９３５－３４０２ 

7 LS狭山 （株）ｱﾛﾊﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
狭山市南入曽 459-1 

北田ﾋﾞﾙ 2F 
２９３７－４５０４ 


