
大津市内
グループホーム

一覧



名称 運営法人 名称 運営法人

南志賀ひまわりホーム （福）おおつ福祉会 グループホーム みなも （医）明和会

粟津ホーム （福）おおつ福祉会 BASE CAMP#00 Camp Fire（株）

中庄ホーム （福）おおつ福祉会 ケアホームともる （福）びわこ学園

苗鹿荘 （福）おおつ福祉会 グリツィーニ （医）　藤樹会

今宿ホーム （福）おおつ福祉会 第１･第２夢の木苑 (NPO)夢の木

下阪本さつきホーム （福）おおつ福祉会 鎮守の郷 (NPO)夢の木

坂本ホーム （福）おおつ福祉会 maison de Reve (NPO)夢の木

つむぎの家 （福）おおつ福祉会
グループホーム
びわこダルク

(NPO)びわこダルク

桜野ホーム （福）おおつ福祉会
ステップハウス・

おりーぶ
(NPO)リバティー・

ウィメンズハウス・おりーぶ

第2桜野ホーム （福）おおつ福祉会 グループホームるみえ （株）オールスマイル

伊香立の杜ケアホーム （福）おおつ福祉会 青山寮 (NPO)未来

山百合ホーム （福）おおつ福祉会 ぽのハウス （福）障害児協会

グリーンハウス （福）和光会 りんご （株）りんごの木

グループホームすずか （福）ノエル福祉会 りんご2号店 （株）りんごの木

グループホームぜぜ （福）ノエル福祉会 はぴねす瀬田 (株)MYR

グループホームはるか （福）ノエル福祉会 らぽーる梅林 (株)レグザーク

グループホームわかば （福）ノエル福祉会 らぽーる秋葉台 (株)レグザーク

グループホームにじいろ （福）ノエル福祉会 らぽーる瀬田 (株)レグザーク

スマイル （福）しが夢翔会 らぽーる大江 (株)レグザーク

ゆりかもめ （福）しが夢翔会 らぽーる長等 (株)レグザーク

えがお （福）しが夢翔会 やすら樹の森 （株）ベディカル

さくらんぼ （福）しが夢翔会 レ・セーナ （株）ベディカル

ぷれりゅーど （福）しが夢翔会 わおん坂本 （株）ゼストヒューマンケア

ぱうぜ （福）しが夢翔会 にゃおん穴太 （株）ゼストヒューマンケア

第二スマイル （福）しが夢翔会
わおん El Sol (エルソル)

 1番館
（株）和来堂　(ワライドウ)

グループホーム大空 （福）美輪湖の家大津 グループホームひまわり スマイルケア（株）

グループホーム瑞穂 （福）美輪湖の家大津 わおんおごと温泉 一般社団法人　創祐会

グループホーム大地 （福）美輪湖の家大津 ラシエル南志賀 （株）ラシエル

大津市内グループホーム一覧（2022.11.1現在）

＊この一覧表は、大津市のホームページを元に作成しました。
＊次ページより提出に同意いただいた事業所のみ詳細がかかれています。



運営法人名

女性（11）名 男性（27）名

女性（　）名 男性（  ）名

ホームの所在地

連絡先　TEL・FAX

メールアドレス

ホームページ

開所日

○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 25,000円 食費 朝150円/昼250円/夕500円

光熱水費 基本1,100円＋1日260円 日用品費 基本1,400円＋1日150円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

→（　特別な支援に要する　）費用

伊香立の杜　ケアホーム

空室

支
援
内
容
・
設
備
等

知的障害 身体障害 重症心身障害

TEL　077-598-8055基
本
情
報

精神障害

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

法人全体で研修・研究の部会を設け、研修の企画・運営をを行っている。ま
た、職員の育成としてブラザーシスター制度を設けている。

見学・体験の受け入れについて

利用料のめやす

55,000円程度

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

利用者のいない平日昼間の時間帯であれば見学可能です。事前に連絡を下さい。体験についてはケース
の緊急度等を勘案して検討します。

法人全体で虐待防止委員会を設置している。また、年に一回、法人内研修と
して人権研修を実施している。

加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

利
用
料

男女問わず（　）名

定員 男女問わず（　）名

伊香立の杜　ケアホームの入居にあたっては、同じ敷地内にある生活介護事業所の「伊香立の
杜」木輝への通所をしていただきます。24時間の視点でアセスメントと支援を進めながら、地域の
生活・日中事業所への移行を目指していきます。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

生活リズムを整えていくことで、豊かに生活を広げていくための土台作りを行います。また、小集
団を意識した空間の中で、いろいろな人と安定した関係が築けるような取り組みを大切にしていま
す。

http://www.otsuf.org

グループホーム名

発達障害

大津市内グループホーム情報シート

社会福祉法人おおつ福祉会

365日開所

（令和４）年（８）月（１）日現在の情報
1

健康に留意しながら美味しい食事の提供を行います。そのために、管理栄養
士の管理・指導を受けながら食事の提供を行います。

　重度知的障害の方が中心で、基本的日常生活動作の中の更衣・排泄・入浴・整容などについて
は一部介助の方もおられます。手段的日常生活動作（IADL）については全介助の方がほとんどで
す。個別の外出や通院などについては、外部サービスをご利用いただくこととなります。
　行動障害の状態にある方が多くおられ、刺激調整、コミュニケーション、スケジュールなどについ
て、本人の特性を基に支援を組み立てています。本人の状態が良くない時期（急性期）には必要
に応じて個別的な支援を行いながら、小集団での暮らしへと生活を整えていく事を目指していま
す。住環境的には小集団を意識した作りとなっており、個別の環境調整が必要な場合は、設備等
について相談させてもらう場合がございます。

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
☑平屋　☑2階建て　□3階建て以上　□段差あり　☑バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

（最寄り駅・バス停）　江若バス堅田葛川線 山百合の丘　　　（学区）伊香立学区

FAX　077-598-8021

ikadachi@otsuf.org

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

mailto:ikadachi@otsuf.org
mailto:ikadachi@otsuf.org
mailto:ikadachi@otsuf.org
http://www.otsuf.org/
http://www.otsuf.org/
http://www.otsuf.org/
http://www.otsuf.org/
http://www.otsuf.org/
mailto:ikadachi@otsuf.org


運営法人名

女性（４）名 男性（　）名

女性（１）名 男性（　）名

ホームの所在地 非公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20，000円 食費 円

光熱水費 円 日用品費 円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

1 大津市内グループホーム情報シート
（2023）年（1）月（10）日現在の情報

グループホーム名
中庄ホーム

社会福祉法人おおつ福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　中ノ庄駅　（学区）膳所学区

TEL　０７７－５７９－５６２０ FAX　０７７－５７９－５６２２

bcd03405@nifty.com

おおつ福祉会のホームページあり

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

一人一人が希望する充実した生活に向けて支援出来たらと思っています。

58歳～７８歳と比較的高齢期(介護保険併用の方もおられます。)の女性ばかりなので、この年代
の利用者といても違和感のない方の方が良いと思います。空いている部屋が2階のため、急な階
段を上れることが条件になります。みなさんおしゃべりが大好きなので、話し好きの人の方が居心
地はよいかもしれません。就労継続Ｂ型のお風呂が狭く、庭を通って洗濯機があるため、歩行は
安定されている人を希望します。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

■一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

タイヘイの配達食材による食事

利
用
料

利用料のめやす

５０，５００円程度
加えて週末、祝日の昼食代金と個人
の趣味・嗜好品頻や遊興費等が必要
です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 随時（コロナの状況によって、時期を相談させてもらうことがあります）

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

■法人内研修の実施　　■外部研修への参加　　■自立支援協議会主催研修への参加

法人内で、実践研究集会や、人権研修、職歴に合わせて中堅研修新
任研修に取り組んでいます。また本人理解を深めるためのカンファレン
ス（発達相談）などにも参加しています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

■法人内虐待防止研修の実施　　■外部虐待防止研修への参加

当事者の人権を守る支援を基本に置きながら、虐待の芽になるような不適切
な関わりになっていないか振り返りを折りに触れて意識している。

mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com


運営法人名

女性（４）名 男性（４）名

女性（0）名 男性（0）名

ホームの所在地 非公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20，000円 食費 円

光熱水費 円 日用品費 円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

1 大津市内グループホーム情報シート
（2023）年（１）月（１０）日現在の情報

グループホーム名
桜野ﾎｰﾑ、第2桜野ﾎｰﾑ

社会福祉法人おおつ福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　大津京駅　（学区）滋賀学区

TEL　０７７－５７９－５６２０ FAX　０７７－５７９－５６２２

bcd03405@nifty.com

おおつ福祉会のホームページあり

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自立支援ホームは、一人暮らしに向けて自分なりの生活づくりを応援するのが目的です。また、
共同生活の中で自身の自立を模索し、利用者同士が良い刺激をし合ったり、社会の仕組みや人
との関わりを知る機会になるよう働きかけを行っています。

一人暮らしを目指す方を支援するため、利用者は比較的若く（20～30代）、一般就労やA型、高収
入のB型事業所を日中利用されている方が中心。軽度の方特有の社会的なトラブル（金銭、性的
なトラブル）に対応することが多く、生育歴も相まってコミュニケーションの課題のある方も一定数
おられる。社会とのつきあい方、人とのつきあい方を一緒に模索し、支援し、2年で次の生活ス
テージに送り出すホーム。

昼間は通所施設（就労先）に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

■一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

タイヘイの配達食材による食事

自立支援ホームのルールがおおよそ守れる方

利
用
料

利用料のめやす

４５０００～５００００円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 来年度、継続の見通しが立たないため、来年度以降の受け入れ希望は断っています。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

■法人内研修の実施　　■外部研修への参加　　■自立支援協議会主催研修への参加

法人内で、実践研究集会や、人権研修、職歴に合わせて中堅研修新
任研修に取り組んでいます。また本人理解を深めるためのカンファレン
ス（発達相談）などにも参加しています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

■法人内虐待防止研修の実施　　■外部虐待防止研修への参加

当事者の人権を守る支援を基本に置きながら、虐待の芽になるような不適切
な関わりになっていないか振り返りを折りに触れて意識している。

mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com


運営法人名

女性（）名 男性（）名

女性（）名 男性（）名

ホームの所在地 非公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20，000円 食費 円

光熱水費 円 日用品費 円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

1 大津市内グループホーム情報シート
（2023）年（１）月（１０）日現在の情報

グループホーム名
苗鹿荘

社会福祉法人おおつ福祉会

定員 男女問わず（４）名

空室 男女問わず(２）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　バス：おごと温泉ホテル前　（学区）雄琴学区

TEL　０７７－５７８－０８３４ FAX　同左

bcd03405@nifty.com

おおつ福祉会のホームページあり

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

一人一人が希望する充実した生活に向けて支援出来たらと思っています。

平屋1階建ての建物で、スプリンクラーを整備しています。現在40～50代の男性2人が生活されて
います。交通の便があまりよくないため、出来れば送迎車で日中に通うことを想定していただけた
らと思っています。今はコロナで控え気味ですが、キーパーさんと一緒におしゃべりが大好きなの
で、話し好きの人の方が居心地はよいかもしれません。

昼間は通所施設（就労先）に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
■平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

タイヘイの配達食材による食事

利
用
料

利用料のめやす

５０５００円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 随時（コロナの状況によって、時期を相談させてもらうことがあります）

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

■法人内研修の実施　　■外部研修への参加　　■自立支援協議会主催研修への参加

法人内で、実践研究集会や、人権研修、職歴に合わせて中堅研修新
任研修に取り組んでいます。また本人理解を深めるためのカンファレン
ス（発達相談）などにも参加しています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

■法人内虐待防止研修の実施　　■外部虐待防止研修への参加

当事者の人権を守る支援を基本に置きながら、虐待の芽になるような不適切
な関わりになっていないか振り返りを折りに触れて意識している。

mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com
mailto:bcd03405@nifty.com


運営法人名

女性（１３）名 男性（　）名

女性（4）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 37,000円 食費 27,000円

光熱水費 13,000円 日用品費 4,000円

その他 30,000円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

2 大津市内グループホーム情報シート
（令和5）年（1）月（12）日現在の情報

グループホーム名
ステップハウス・おりーぶ・近江舞子

特定非営利活動法人リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR湖西線近江舞子駅　　　　（学区）　小松学区

TEL：０７７－５３５－０３１３ FAX：０７７－５７５－２７６７

info@stephouseolive.com

https://stephouseolive.com/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の自立のための支援

薬物依存、アルコール依存、摂食障害、DV被害等の生き辛さを抱えた女性が共同生活をされて
います。
障害支援区分は現在２～５の方がいらっしゃいます。
食事やお風呂等の介助はなく、自立訓練の一環として調理も利用者さん自ら行います。
利用者さんが将来一人暮らしをして自立ができるように、職員は相談援助や金銭管理等支援をお
こなっています。
必要に応じ通院同行もおこなっております。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

通常食です。自立訓練を兼ねているので、献立の作成や買い物・調理まで、
職員の支援を受けながら利用者が自らおこないます。

自分の身の回りのことは自分でしていただくので、ADL自立の方が条件になります。
日中は、同法人内の自立訓練（生活訓練）事業所に通所しプログラムに参加します。
依存症の回復プログラムに専念するため、携帯電話の使用は禁止しております。

利
用
料

利用料のめやす

111,000円程度
同法人の自立訓練事業所に日中通所
する費用を含む。

→（共益費、日中活動費、生活向上費）費用

見学・体験の受け入れについて あり。詳細については要相談。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

多様性に富みながらも同じ方向を向いた支援ができるよう、連絡を密にし、外
部研修にはなるべく参加するようにしている。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

女性専用施設なので、男性スタッフについては特に性的虐待にあたらないよ
う取り組んでいる。

mailto:info@stephouseolive.com
mailto:info@stephouseolive.com
mailto:info@stephouseolive.com
https://stephouseolive.com/
https://stephouseolive.com/
https://stephouseolive.com/
https://stephouseolive.com/
mailto:info@stephouseolive.com
https://stephouseolive.com/


運営法人名

女性（0）名 男性（4）名

女性（0）名 男性（1）名 男女問わず（0）名

ホームの所在地 非公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 ３９，０００円 食費(朝夕２食) ３０，０００円

光熱水費 １５，０００円 日用品費 ５，０００円

その他 ６，０００円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

見学・体験の受け入れについて
随時可能。相談員を介してでも構いませんし、知人の方でしたら直接問い合わせ頂いても構いま
せん。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

■法人内研修の実施　　■外部研修への参加　　■自立支援協議会主催研修への参加

福祉的な研修のみならず、社会経験や他業種の方とも話したり学んだりして、
ヒトとして多くの経験を身につけれる環境を整えています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

□法人内虐待防止研修の実施　　■外部虐待防止研修への参加

新規事業なので、介護業界全体での学びとグループホームでの学び、両方
しっかりと学んでいく予定です。

社会経験豊富な職員や実務者研修の講師資格のある職員、あらゆる業種と連携できる人脈のあ
る職員　多種多様な特性を発揮した支援が可能です。
日常生活(衣食住)から、本人の強み・弱みや特性などを考慮し、小さなことからチャレンジし成功
体験を増やし、一歩ずつ目標達成への支援を行っていきます。
食事や入浴は一部介助程度なら対応できます。
おおらかな方が住んでおられます。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

■一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　■静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　■2階建て　□3階建て以上　■段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→急勾配の立地です。玄関までに十数段の階段あり。足腰が鍛えれます。

宅配食材(ヨシケイやオイシックスなど)を調理して提供。
栄養バランスの摂れた食事です。

5年後、10年後、親亡き後も豊かに暮らせ、支援者も長く働き続けれる、地域に根ざしたグループ
ホーム運営に共感頂ける方。
まずご相談ください、その中で、今出来ること、出来ないこと、今後の方針などを、出来る範囲で調
整させて頂きます。

利
用
料

利用料のめやす

９５，０００円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　維持・修繕　）費用

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の未来・支援者の未来・地域の未来　全てにおいて、持続可能なカタチを目指します。
利用者様・利用者様家族・その他関係者とも風通しの良い関係性を大切にします。

定員 男女問わず（0）名

空室 ※全て体験利用中のため、変更の可能性あり

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　おごと温泉駅　　　　（学区）雄琴

TEL　077-507-3595 FAX　077-507-3595

camp.fire.0830@gmail.com

無し

3 大津市内グループホーム情報シート
2022年8月8日現在の情報

グループホーム名
BASE CAMP#00　【ベースキャンプ　ゼロゼロ】

Camp Fire株式会社 【キャンプファイア（カ　】

mailto:camp.fire.0830@gmail.com
mailto:camp.fire.0830@gmail.com
mailto:camp.fire.0830@gmail.com
mailto:camp.fire.0830@gmail.com


運営法人名

女性（　）名 男性(　10　）名

女性（　）名 男性（　0　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

      　　 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 33000円 食費 600～1000円/日

光熱水費 5000円 日用品費 5000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

4 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（8）日現在の情報

グループホーム名
グリツィーニ

医療法人　藤樹会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　　　　京阪滋賀里駅　　　　　　　（学区）

www.shigasato.or.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

小さな変化を共有する

・精神障害者がメインのグループホームです
・精神科に長期入院していた方は、再入院をして病院に戻らず、グループホームで入居を継続し
ていくことが目標です。実家から独立してアパート等で一人暮らしをすることを目標とされる方もい
ます
・身体介護が必要な方はいません。ADLは問題ないけれど、幻聴や妄想で生活がしづらい、被害
的になってしまいしんどくなってしまう、といった方が入居されています。統合失調症の方が多いで
す

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
■平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

滋賀里病院(精神科)のすぐ隣にグループホームがあるので、病院の給食をも
らっています。お肉、お魚がメインの献立が毎日交互にあります。

かかりつけが滋賀里病院以外の方：かかりつけ病院に紹介状をかいてもらう→滋賀里病院担当
医師が確認→滋賀里病院で診察→グループホーム体験外泊→入居という流れです。
滋賀里病院入院中・かかりつけの方：担当ワーカーと相談のうえ見学→体験外泊→入居となりま
す。

利
用
料

利用料のめやす

55000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 現在満員のため体験の受け入れはしていません

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

■法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

■法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

http://www.shigasato.or.jp/
http://www.shigasato.or.jp/
http://www.shigasato.or.jp/
http://www.shigasato.or.jp/
http://www.shigasato.or.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（4）名

女性（　）名 男性（0）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してください）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20,000円 食費 20,000円

光熱水費 7,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

5 大津市内グループホーム情報シート
（令和4）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名
グループホームすずか

社会福祉法人　ノエル福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR石山駅  京阪バス「南谷口（西部団地口）」　　（学区）　石山学区

TEL　077-533-0519 FAX　同じ

suzuka-noeru@dream.jp

http://www.noel-fukushi.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の人権を尊重し、健康で安心・安全な暮らしをつくる。
利用者が生活の主人公となり自分らしい暮らしがつくれるよう支援する。

食事～一部介助は可能
着替え～見守り、声掛け、一部介助
入浴・洗面～見守り、声掛け、一部介助
排泄面～見守り、仕上げふき取り、定時の声掛け
服薬～ホームで管理。職員の見守りの元、服薬実施
洗濯～自分の能力に合わせて、洗濯物をハンガーに掛ける、干すなどをして頂く。職員が全介助
も有。
通所～日中事業所の送迎車を利用して通所。または条件により、自力通所も可能。
休日～居宅介護事業の契約をされ、余暇支援、日中一時などを利用して外出することが可能。
通院～通院介助を利用される場合や、ホーム職員の付添の場合もある。
リハビリ～契約されている場合は訪問リハビリも受けることが可能。
実家帰省～土日や日中事業所の長期休暇を利用して帰省されている。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→段差が多く、階段が狭く勾配が急なため、身体障害の状態によっては住居として
合わない場合がある。

（朝食）パン食週4日、ご飯週食3日。副菜・ヨーグルト・スープなど組み合わ
せ。
（夕食）月～土曜は、ヨシケイ食材による手作り。和食・洋食どんぶり、鍋風な
ど。日曜は生協食材による手作り。
（昼食）土日祝は、自費で個人購入。平日は各通所事業所の給食。

利
用
料

利用料のめやす

４０，０００円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 現在はしていない。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

◎外部研修には、自ら探すことや、研修の情報を伝え、参加したい研修を申し
出ていただけるようにしている。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

◎世話人がいつでも管理者に相談できるよう連絡体制を取っている。
◎「キーパー会議」を2か月に一度実施し、利用者への支援方法を共有した
り、相談し合う。
◎年に2回、講師を招いて学習し、年に1回は「支援の振り返りチェックシート」
により自身の支援を確認できるようにしている。

mailto:suzuka-noeru@dream.jp
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
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mailto:suzuka-noeru@dream.jp
http://www.noel-fukushi.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（4）名

女性（　）名 男性（0）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してください）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20,000円 食費 20,000円

光熱水費 7,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

6 大津市内グループホーム情報シート
（令和4）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名
グループホームはるか

社会福祉法人　ノエル福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR石山駅  京阪バス「南谷口（西部団地口）」　　（学区）　石山学区

TEL　077-537-8877 FAX　同じ

suzuka-noeru@dream.jp

http://www.noel-fukushi.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の人権を尊重し、健康で安心・安全な暮らしをつくる。
利用者が生活の主人公となり自分らしい暮らしがつくれるよう支援する。

食事～一部介助は可能
着替え～見守り、声掛け、一部介助
入浴・洗面～見守り、声掛け、一部介助
排泄面～見守り、仕上げふき取り、定時の声掛け
服薬～ホームで管理。職員の見守りの元、服薬実施
洗濯～自分の能力に合わせて、洗濯物をハンガーに掛ける、干すなどをして頂く。職員が全介助
も有。
通所～日中事業所の送迎車を利用して通所。または条件により、自力通所も可能。
休日～居宅介護事業の契約をされ、余暇支援、日中一時などを利用して外出することが可能。
通院～通院介助を利用される場合や、ホーム職員の付添の場合もある。
リハビリ～契約されている場合は訪問リハビリも受けることが可能。
実家帰省～土日や日中事業所の長期休暇を利用して帰省されている。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→段差が多く、階段が狭く勾配が急なため、身体障害の状態によっては住居として
合わない場合がある。

（朝食）パン食週4日、ご飯週食3日。副菜・ヨーグルト・スープなど組み合わ
せ。
（夕食）月～土曜は、ヨシケイ食材による手作り。和食・洋食どんぶり、鍋風な
ど。日曜は生協食材による手作り。
（昼食）土日祝は、自費で個人購入。平日は各通所事業所の給食。

利
用
料

利用料のめやす

４０，０００円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 現在はしていない。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

◎外部研修には、自ら探すことや、研修の情報を伝え、参加したい研修を申し
出ていただけるようにしている。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

◎世話人がいつでも管理者に相談できるよう連絡体制を取っている。
◎「キーパー会議」を2か月に一度実施し、利用者への支援方法を共有した
り、相談し合う。
◎年に2回、講師を招いて学習し、年に1回は「支援の振り返りチェックシート」
により自身の支援を確認できるようにしている。

mailto:suzuka-noeru@dream.jp
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運営法人名

女性（5）名 男性（　）名

女性（2）名 男性（0）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20,000円 食費 20,000円

光熱水費 7,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

7 大津市内グループホーム情報シート
（令和4）年（9）月（1）日現在の情報

グループホーム名
グループホームぜぜ

社会福祉法人　ノエル福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　京阪電車　膳所本町駅　　　　　　　　　（学区）　膳所学区

TEL　077-527-2000 FAX　同じ

suzuka-noeru@dream.jp

http://www.noel-fukushi.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の人権を尊重し、健康で安心・安全な暮らしをつくる。
利用者が生活の主人公となり自分らしい暮らしがつくれるよう支援する。

食事～一部介助は可能
着替え～見守り、声掛け、一部介助
入浴・洗面～見守り、声掛け、一部介助
排泄面～見守り、仕上げふき取り、定時の声掛け
服薬～ホームで管理。職員の見守りの元、服薬実施
洗濯～自分の能力に合わせて、洗濯物をハンガーに掛ける、干すなどをして頂く。職員が全介助
も有。
通所～日中事業所の送迎車を利用して通所。または条件により、自力通所も可能。
休日～居宅介護事業の契約をされ、余暇支援、日中一時などを利用して外出することが可能。
通院～通院介助を利用される場合や、ホーム職員の付添の場合もある。
リハビリ～契約されている場合は訪問リハビリも受けることが可能。
実家帰省～土日や日中事業所の長期休暇を利用して帰省されている。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→段差が多く、階段が狭く勾配が急なため、身体障害の状態によっては住居として
合わない場合がある。

（朝食）パン食週4日、ご飯週食3日。副菜・ヨーグルト・スープなど組み合わ
せ。
（夕食）月～土曜は、ヨシケイ食材による手作り。和食・洋食どんぶり、鍋風な
ど。日曜は生協食材による手作り。
（昼食）土日祝は、自費で個人購入。平日は各通所事業所の給食。

利
用
料

利用料のめやす

４０，０００円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 見学受付中です。ご相談ください。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

◎外部研修には、自ら探すことや、研修の情報を伝え、参加したい研修を申し
出ていただけるようにしている。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

◎世話人がいつでも管理者に相談できるよう連絡体制を取っている。
◎「キーパー会議」を2か月に一度実施し、利用者への支援方法を共有した
り、相談し合う。
◎年に2回、講師を招いて学習し、年に1回は「支援の振り返りチェックシート」
により自身の支援を確認できるようにしている。
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運営法人名

女性（4）名 男性（　）名

女性（0）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してください）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20,000円 食費 30,000円

光熱水費 7,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

8 大津市内グループホーム情報シート
（令和4）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名
グループホームわかば

社会福祉法人　ノエル福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR石山駅　帝産バス「永大団地」　　　　　　（学区）　富士見学区

TEL　077-537-3120 FAX　同じ

suzuka-noeru@dream.jp

http://www.noel-fukushi.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の人権を尊重し、健康で安心・安全な暮らしをつくる。
利用者が生活の主人公となり自分らしい暮らしがつくれるよう支援する。

食事～一部介助は可能
着替え～見守り、声掛け、一部介助
入浴・洗面～見守り、声掛け、一部介助
排泄面～見守り、仕上げふき取り、定時の声掛け
服薬～ホームで管理。職員の見守りの元、服薬実施
洗濯～自分の能力に合わせて、洗濯物をハンガーに掛ける、干すなどをして頂く。職員が全介助
も有。
通所～日中事業所の送迎車を利用して通所。または条件により、自力通所も可能。
休日～居宅介護事業の契約をされ、余暇支援、日中一時などを利用して外出することが可能。
通院～通院介助を利用される場合や、ホーム職員の付添の場合もある。
リハビリ～契約されている場合は訪問リハビリも受けることが可能。
実家帰省～土日や日中事業所の長期休暇を利用して帰省されている。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→段差が多く、階段が狭く勾配が急なため、身体障害の状態によっては住居として
合わない場合がある。

（朝食）毎日パン食。副菜・ヨーグルト・スープなど組み合わせ。
（夕食）月～土曜はヨシケイ食材のレンジ・湯せん調理による、和食・洋食な
ど。日曜は生協食材のレンジ・湯せん調理によるメニュー。
（昼食）土日祝は、自費で個人購入。平日は各通所事業所の給食。

利
用
料

利用料のめやす

5０，０００円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 現在はしていない。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

◎外部研修には、自ら探すことや、研修の情報を伝え、参加したい研修を申し
出ていただけるようにしている。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

◎世話人がいつでも管理者に相談できるよう連絡体制を取っている。
◎「キーパー会議」を2か月に一度実施し、利用者への支援方法を共有した
り、相談し合う。
◎年に2回、講師を招いて学習し、年に1回は「支援の振り返りチェックシート」
により自身の支援を確認できるようにしている。

mailto:suzuka-noeru@dream.jp
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
http://www.noel-fukushi.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（5）名

女性（　）名 男性（0）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してください）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 40,000円 食費 30,000円

光熱水費 7,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

9 大津市内グループホーム情報シート
（令和4）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名
グループホームにじいろ

社会福祉法人　ノエル福祉会

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR石山駅　京阪バス「大石小学校前」徒歩15分　（学区）　大石学区

TEL　077-536-5085 FAX　同じ

suzuka-noeru@dream.jp

http://www.noel-fukushi.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→土・日・祝・夏季冬季休暇期間・利用希望あれば調整　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者の人権を尊重し、健康で安心・安全な暮らしをつくる。
利用者が生活の主人公となり自分らしい暮らしがつくれるよう支援する。

食事～一部介助は可能
着替え～見守り、声掛け、一部介助
入浴・洗面～見守り、声掛け、一部または全介助
排泄面～見守り、仕上げふき取り、定時の声掛け
服薬～ホームで管理。職員の見守りの元、服薬実施
洗濯～職員が行なう。また、自分の能力に合わせて、洗濯物をハンガーに掛ける、干すなどをして
頂く。
通所～日中事業所の送迎車を利用して通所。
休日～居宅介護事業の契約をされ、余暇支援、日中一時などを利用して外出することが可能。
通院～通院介助を利用される場合や、ホーム職員の付添の場合もある。
訪問リハビリ・訪問看護～契約されている場合は受けることが可能。
実家帰省～土日や日中事業所の長期休暇を利用して帰省されている。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　☑GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
☑平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　☑バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→個室9室完備。将来定員増の際は空き室を使用。

（朝食）パン食。副菜・ヨーグルト・スープなど組み合わせ。
（夕食）月～土曜はヨシケイ食材のレンジ・湯せん調理による、和食・洋食な
ど。日曜は生協食材のレンジ・湯せん調理によるメニュー。
（昼食）土日祝は、自費で個人購入。平日は各通所事業所の給食。

利
用
料

利用料のめやす

7０，０００円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 現在はしていない。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

◎外部研修には、自ら探すことや、研修の情報を伝え、参加したい研修を申し
出ていただけるようにしている。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

◎世話人がいつでも管理者に相談できるよう連絡体制を取っている。
◎「キーパー会議」を2か月に一度実施し、利用者への支援方法を共有した
り、相談し合う。
◎年に2回、講師を招いて学習し、年に1回は「支援の振り返りチェックシート」
により自身の支援を確認できるようにしている。

mailto:suzuka-noeru@dream.jp
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
http://www.noel-fukushi.jp/
mailto:suzuka-noeru@dream.jp
http://www.noel-fukushi.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（　）名

女性（　）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 45，000円 食費 21，000円

光熱水費 10，000円 日用品費 4，000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

10 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（6）日現在の情報

グループホーム名
青山寮

特定非営利活動法人　未来

定員 男女問わず（6）名

空室 男女問わず（ ）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　　滋賀里駅　　　　　　　　　　　　（学区）

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者が楽しみをもって健康でいきいきしたと暮らせるような環境づくりに寄与すること

現在は男性2名６０代、女性２名５０代と６０代の方の計4名で暮らしています。
身体面では男性の方1名車椅子にて移動されており、トイレ介助、食事介助、入浴介助等はさせ
て頂いております。
4名とも開かれた質問で会話ができ、リビングでは職員交えて楽しく会話しております。

皆さん演歌がお好きで、テレビで演歌をきいたり、週末はカラオケなどをして過ごされています。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　☑GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
☑平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　☑バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

朝　毎日トースト、コーヒー、ヨーグルト、卵
昼（土日祝）　希望をきいて調理
夕　ヨシケイキッチンで健康に配慮したメニュー

利
用
料

利用料のめやす

80，000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（休日の昼食別途1食300円掛かります。）

見学・体験の受け入れについて

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加



運営法人名

女性（4）名 男性（　）名

女性（　）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 25,000円 食費 20,000円

光熱水費 10,000円 日用品費 5,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

見学・体験の受け入れについて 現在は新たに入居者を受け入れる予定はございません。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

障がい者に対しての理解と、他の事業所との情報共有を大切にしています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

毎月の支援者会議で学習会を行い、虐待防止に対する支援意識を高めています。

知的障がい者に対しての理解と関わり方については、柔軟に対応した支援が出来ます。
ただし、入浴やトイレ介助には支援者の個々の状況によっては対応が難しい場合があります。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

株式会社ヨシケイの食材宅配の、キーパーによる手作り食事

女性限定のグループホームです。

利
用
料

利用料のめやす

60,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

キーパーによって支援に違いがないように、支援の統一化と情報共有を大切にしています。

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

滋賀県大津市若葉台29-23

TEL：077-537-8701 FAX：077-537-8701

https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/

11 大津市内グループホーム情報シート
2022年8月8日現在の情報

グループホーム名
グループホーム　瑞穂

社会福祉法人　美輪湖の家大津

https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/


運営法人名

女性（4）名 男性（　）名

女性（1）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 25,000円 食費 20,000円

光熱水費 10,000円 日用品費 5,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

見学・体験の受け入れについて ご連絡いただければ、体験利用は可能です。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

障がい者に対しての理解と、他の事業所との情報共有を大切にしています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

毎月の支援者会議で学習会を行い、虐待防止に対する支援意識を高めています。

知的障がい者に対しての理解と関わり方については、柔軟に対応した支援が出来ます。
ただし、入浴やトイレ介助には支援者の個々の状況によっては対応が難しい場合があります。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
☑平屋　□2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

株式会社ヨシケイの食材宅配の、キーパーによる手作り食事

女性限定のグループホームです。

利
用
料

利用料のめやす

60,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

365日開所/　　or     閉所日あり（作業所の都合により、帰省される方がいれば閉所します）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

キーパーによって支援に違いがないように、支援の統一化と情報共有を大切にしています。

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

〒520-0113　滋賀県大津市坂本6丁目16-6

TEL：077-579-3767 FAX：077-579-3767

https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/

12 大津市内グループホーム情報シート
2022年9月1日現在の情報

グループホーム名
グループホーム　大空

社会福祉法人　美輪湖の家大津

https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（4）名

女性（　）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 30,000円 食費 18,000円

光熱水費 9,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

見学・体験の受け入れについて 現在は新たに入居者を受け入れる予定はございません。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

障がい者に対しての理解と、他の事業所との情報共有を大切にしています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

毎月の支援者会議で学習会を行い、虐待防止に対する支援意識を高めています。

知的障がい者に対しての理解と関わり方については、柔軟に対応した支援が出来ます。
ただし、入浴やトイレ介助には支援者の個々の状況によっては対応が難しい場合があります。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

株式会社ヨシケイの食材宅配の、キーパーによる手作り食事

男性限定のグループホームです。

利
用
料

利用料のめやす

60,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

365日開所/　　or     閉所日あり（作業所の都合により、帰省される方がいれば閉所します）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

キーパーによって支援に違いがないように、支援の統一化と情報共有を大切にしています。

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

〒520-2341　滋賀県大津市大平2丁目1-19

TEL：077-532-7211 FAX：077-532-7211

https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/

13 大津市内グループホーム情報シート
2022年8月8日現在の情報

グループホーム名
グループホーム　大地

社会福祉法人　美輪湖の家大津

https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/
https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/


運営法人名

女性（4）名 男性（　）名

女性（0）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 38，000円 食費 約27，000円

光熱水費 10，000円 日用品費 5，000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

14 大津市内グループホーム情報シート
（R4）年（7）月（15）日現在の情報

グループホーム名
はぴねす瀬田

株式会社MYR

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR瀬田駅　　　　　　　　　（学区）　瀬田東

TEL　077－572－8208 FAX　077－572－8212

shigaseta11515@yahoo.co.jp

「障がい者グループホームはぴねす　滋賀」検索

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入居されている皆さん一人一人の思い描く「暮らし」の実現を共に目指していきます。

料理が得意な方、経験豊富なスタッフが多数在籍しております。支援については機械浴等の設備
はございませんが、ご本人が苦手な事や訴え等に対して、サポートさせていただきます。利用者
様は明るいお話好きな方が多数おられます。主に知的障害者の方で区分2～4の方です。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　☑アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅の近く
□平屋　□2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

手作りのお食事

利
用
料

利用料のめやす

80,000
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 空き部屋があれば随時可能

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

協調性、謙虚さ、誠実さ、明るさを忘れず

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

各利用者様個人としての尊厳、尊重

mailto:shigaseta11515@yahoo.co.jp
mailto:shigaseta11515@yahoo.co.jp
mailto:shigaseta11515@yahoo.co.jp
mailto:shigaseta11515@yahoo.co.jp


運営法人名
女性（　）名 男性（　）名
女性（　）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開
連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開
ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等
（介護度や身の回りのことについて、どの程

度支援が可能か記入してください）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支援専
門員が紹介する時にわかりやすいように書

いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応
は
→　〇可能

その他、入居にあたっての条件等
があれば記入してください。

合計金額
（内訳） 家賃 50,000円 食費 20,000円

光熱水費 10,000円 日用品費 3,000円
その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視
している事等

見学・体験の受け入れについて 見学はOKですが、既に定員はいっぱいです。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

重度・重心タイプの方への研修内容

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加
言葉による表出ができない方々のため、そのことへの配慮を重視している。以下よう
な細かな点も見えない身体的苦痛に該当するので、それが起きない取り組みに重き
をおいている。
例：①ホットカーペットに長時間⇒低温やけど。
②とろみお茶をレンジした後、しかっかりと中の温度を確認していない⇒口のやけど

主な対象者は以下の方々。
①日常生活支援（食事、排泄、入浴等）がほぼ全介助の方
②言葉での表出がうまくできない方
③医療的ケアが必要な方
よって、スタッフも上記の方々への対応には慣れている方が多いです。

〇昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

□一戸建て　□アパートタイプ　☑GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い
□駅の近く　☑平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベー
ター有
＜その他建物の特徴＞→　新幹線の真下ですが、建物内に防音対策があり、音はあまり気に
ならない。

お弁当屋さんから副食が届く。主食はGH内で炊く。それを利用者さんに合
わせて、2次加工（ペースト、きざみ、一口大等）をし、提供する。

健康的に安定化している重度・重心タイプの方々（医療的ケアの対応内容は面談等で確認する）

利
用
料

利用料のめやす

83,000円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

〇365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：喀痰吸引、浣腸、発作対応　　）

ぽのハウスの「ぽの」とはハワイ語で『心地よい』の意味。『心地よい家』を常に心がけ
ています。そのために必要な安心安全なハード面と人員体制。そして寄り添う支援等
を充実できるように整えていきます。

定員 男女問わず（8）名
空室 男女問わず（0）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　瀬田駅　　　　　　　　（学区）瀬田（月輪）
TEL：077-548-7058 FAX：077-548-7068

endou@open-mind.jp
http://www.open-mind.jp/

15 大津市内グループホーム情報シート
（4）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名 ぽのハウス　
社会福祉法人　滋賀県障害児協会

mailto:endou@open-mind.jp
mailto:endou@open-mind.jp
mailto:endou@open-mind.jp
http://www.open-mind.jp/
http://www.open-mind.jp/
http://www.open-mind.jp/
http://www.open-mind.jp/
mailto:endou@open-mind.jp
http://www.open-mind.jp/


運営法人名
女性（４）名 男性（４）名

女性（２）名 男性（０）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ
開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、どのようなタ
イプの人たちが住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、
どの程度支援が可能か記入してくだ

さい）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談
支援専門員が紹介する時にわかり

やすいように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応は
→　可能　or　要相
談

その他、入居にあたっての
条件等があれば記入してく
ださい。

合計金額
（内訳） 家賃 ２７，０００円 食費 ３９，０００円

光熱水費 １０，０００円 日用品費 １，０００円
その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視
している事等

16 大津市内グループホーム情報シート
（4）年（8）月（8）日現在の情報

グループホーム名 グループホームみなも
医療法人明和会

定員 男女問わず（８）名

空室 男女問わず（２）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）京阪電車　坂本比叡山口駅　　　（学区）
TEL　０７７－５２６ー７７２５ FAX　０７７－５２６ー７７２５

ｇｈminamo@basil.ocn.ne.jp
https://biwako.or.jp/facility/minamo.html

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「自分でしたい」を大切に
「自分でしたい」という気持ちを大切にしています。自分でできることを増やし、自立して自分ら
しい生活を送っていただくのは、スタッフの願いでもあります。

・主に精神科病院に長期入院されていた方が入居されています。
・開設して１年未満のため、利用者様も様々な年代の方がおられます。
・障害のある方の自立をサポートします。障害を抱えながら一人暮らしを始めるのは、精神的に
も体力的にも、そして金銭的にも大きな負担がかかります。まずはスタッフのサポートを受け
て・・・そして将来的には「一人暮らしができる」と実感できるまでサポートします。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑
駅の近く　□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター
有

＜その他建物の特徴＞→男性棟、女性棟に分かれています。

・一日三食食事提供していますが、家庭的な食事を提供するよう心がけています。
・メニュー例）朝食：パン、サラダ、ハムエッグ、ヨーグルト等。昼食：パスタ(おにぎ
り)、サラダ、スープ等。配達弁当を注文する時もあります。夕食：唐揚げ、米飯、サ
ラダ、煮物、汁物等。

グループホームみなもは、精神障害を抱えている方々が共同生活を送る住居です。
食事の提供や家事全般、金銭管理、服薬管理・・・など困りごとに合わせて、スタッフがサポート
させていただきます。また「自分でしたい」という気持ちを大切にしています。ご希望に合わせ
て、できることから一緒に始めてみましょう。

利
用
料

利用料のめやす

７７，０００円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興費
等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 見学、体験利用も随時受付してますので、気軽にご相談下さい。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

・権利擁護。利用者への対応。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

・虐待防止委員会の設置、定期開催。
職員に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施。成年後見
制度の利用支援。

mailto:ｇｈminamo@basil.ocn.ne.jp
mailto:ｇｈminamo@basil.ocn.ne.jp
mailto:ｇｈminamo@basil.ocn.ne.jp
https://biwako.or.jp/facility/minamo.html
https://biwako.or.jp/facility/minamo.html
https://biwako.or.jp/facility/minamo.html
https://biwako.or.jp/facility/minamo.html
mailto:ｇｈminamo@basil.ocn.ne.jp
https://biwako.or.jp/facility/minamo.html


運営法人名

女性（　）名 男性（　）名

女性（　）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 25,000円 食費 20,000円

光熱水費 10,000円 日用品費 5,000円

その他 5,500円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

17 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（7）月（16）日現在の情報

グループホーム名
りんご、りんご2号店

りんごの木株式会社

定員 男女問わず（８）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　　　　　　　　　　　　　　　　（学区）瀬田

FAX

https://ringo-noki.co.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　特定行為以外の医行為（看護師等が実施）　）

利用者ひとりひとりがストレスなく、自分らしく生活できるような支援を目指しています。

知的障害区分３から５の利用者さんと精神障害の利用者さんが中心に住んでいます。
介助は全般対応が可能です。
りんごのグループホームの特徴としては自由度が高いので、利用者さんご本人やご家族の意向
をできる限り考慮してサポートを行います。
りんごのグループホームでは健康かつ清潔に日々を楽しく過ごしていただくことをモットーとしてい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ
の為、利用者さんの健康面には特に配慮を行っており、最低月1回以上の専任看護師の面談や
サポートを提供しています。
また食事は3食すべて手作り（主菜1品、副菜1品、汁物、ごはん）のおいしい食事を管理栄養士指
導の下、提供しています。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

■一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

管理栄養士の指導の下、3食すべて手作り
主食、主菜1品、副菜3品、汁物（メニューは日替わり）の提供です。

特になし

利
用
料

利用料のめやす

65,500円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　修繕積立金、火災保険料　）費用

見学・体験の受け入れについて 空室ができ次第、もしくは新設（2023年3月予定）でき次第、受け入れ可能。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

■法人内研修の実施　　■外部研修への参加　　■自立支援協議会主催研修への参加

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

■法人内虐待防止研修の実施　　■外部虐待防止研修への参加

https://ringo-noki.co.jp/
https://ringo-noki.co.jp/
https://ringo-noki.co.jp/
https://ringo-noki.co.jp/
https://ringo-noki.co.jp/


運営法人名

女性（ 4 ）名 男性（ 0 ）名

女性（ 3 ）名 男性（ 0 ）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 27500円 食費 30000円

光熱水費 10000円 日用品費 5000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

18 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（9）日現在の情報

グループホーム名
らぽーる秋葉台

株式会社レグザーク

定員 男女問わず（ 0 ）名

空室 男女問わず（ 0 ）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　京阪膳所本町徒歩11分　　　　　　　　　　　　　　（学区）富士見

TEL 077-548-6992 FAX 077-548-6992

rapport-umebayashi@rexarc.co.jp

http://rexarc.co.jp

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援不可能

ご利用者様に安心・安全・ポジティブに家庭的な地域生活を送っていただくこと。

クロスステッチ刺繍等の手芸、園芸をスタッフと一緒に行っていきましょう。

昼間は通所施設に通う

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→駐車場あり

手作り（朝・夕）

夕刻の入浴中はその日の衣類を、朝食中にはパジャマを洗濯し、自室に干してから外出しています。

利
用
料

利用料のめやす

72500円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（Wi-Fi・金銭管理・服薬管理）費用

見学・体験の受け入れについて 随時歓迎

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

コンプライアンス重視

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/


運営法人名

女性（0　）名 男性（7　）名

女性（0　）名 男性（2　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 34000円 食費 30000円

光熱水費 10000円 日用品費 5000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

19 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（9）日現在の情報

グループホーム名
らぽーる梅林

株式会社レグザーク

定員 男女問わず（0　）名

空室 男女問わず（0　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR大津駅徒歩4分　　　　　　　　　　　　　　（学区）逢坂

TEL 077-548-6992 FAX 077-548-6992

rapport-umebayashi@rexarc.co.jp

http://rexarc.co.jp

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援不可能

ご利用者様に安心・安全・ポジティブに家庭的な地域生活を送っていただくこと。

土日祝日も職員がおります。休日の昼食は事前予約でご用意いたします。大津駅から徒歩4分で
買い物も便利です。

昼間は通所施設に通う

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅
の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→駐車場あり

手作り（朝・夕）

利
用
料

利用料のめやす

79000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（Wi-Fi・金銭管理・服薬管理）費用

見学・体験の受け入れについて 随時歓迎

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

コンプライアンス重視

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/


運営法人名

女性（ 0 ）名 男性（ 4 ）名

女性（ 0 ）名 男性（ 4 ）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 37500円 食費 30000円

光熱水費 10000円 日用品費 5000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

20 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（9）日現在の情報

グループホーム名
らぽーる大江

株式会社レグザーク

定員 男女問わず（ 0 ）名

空室 男女問わず（ 0 ）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR瀬田駅徒歩10分　　　　　　　　　　　　　（学区）瀬田

TEL 077-548-6992 FAX 077-548-6992

rapport-umebayashi@rexarc.co.jp

http://rexarc.co.jp

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援不可能

ご利用者様に安心・安全・ポジティブに家庭的な地域生活を送っていただくこと。

書類申請等の様々な入居者様サポートをします。オンコール体制が整っており、休日も安心して
お過ごしいただけます。

昼間は通所施設に通う

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→駐車場あり

手作り（朝・夕）

喫煙は屋外になります。

利
用
料

利用料のめやす

82500円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（Wi-Fi・金銭管理・服薬管理）費用

見学・体験の受け入れについて 随時歓迎

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

コンプライアンス重視

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/


運営法人名

女性（ 0 ）名 男性（ 0 ）名

女性（ 0 ）名 男性（ 0 ）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 38940円 食費 30000円

光熱水費 10000円 日用品費 5000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

21 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（9）日現在の情報

グループホーム名
らぽーる瀬田

株式会社レグザーク

定員 男女問わず（ 6 ）名

空室 男女問わず（ 3 ）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　JR瀬田駅徒歩4分　　　　　　　　　　　　　（学区）瀬田東

TEL 077-548-6992 FAX 077-548-6992

rapport-umebayashi@rexarc.co.jp

http://rexarc.co.jp

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援不可能

ご利用者様に安心・安全・ポジティブに家庭的な地域生活を送っていただくこと。

書類申請等の様々な入居者様サポートをします。アパートを利用した独り暮らしを満喫できるタイ
プです。

昼間は通所施設に通う

□一戸建て　☑アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅
の近く
□平屋　□2階建て　☑3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→駐車場あり

手作り（朝・夕）

喫煙は屋外となります。洗濯機水栓はベランダにあり。

利
用
料

利用料のめやす

83940円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（Wi-Fi・金銭管理・服薬管理）費用

見学・体験の受け入れについて 随時歓迎

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

コンプライアンス重視

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/


運営法人名

女性（ 0 ）名 男性（ 6 ）名

女性（ 0 ）名 男性（ 4 ）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 30000円 食費 30000円

光熱水費 10000円 日用品費 5000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

22 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（9）日現在の情報

グループホーム名
らぽーる長等

株式会社レグザーク

定員 男女問わず（ 0 ）名

空室 男女問わず（ 0 ）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　京阪三井寺駅徒歩2分　　　　　　　　　　　　　（学区）長等

TEL 077-548-6992 FAX 077-548-6992

rapport-umebayashi@rexarc.co.jp

http://rexarc.co.jp

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援不可能

ご利用者様に安心・安全・ポジティブに家庭的な地域生活を送っていただくこと。

健康面を考慮し、温かくおいしい料理を提供しています。

昼間は通所施設に通う

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅
の近く
□平屋　□2階建て　☑3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→駐車場あり

手作り（朝・夕）

居室での喫煙はご遠慮願います。

利
用
料

利用料のめやす

75000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（Wi-Fi・金銭管理・服薬管理）費用

見学・体験の受け入れについて 随時歓迎

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

コンプライアンス重視

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
http://rexarc.co.jp/
mailto:rapport-umebayashi@rexarc.co.jp
http://rexarc.co.jp/


運営法人名

女性（10）名 男性（10）名

女性（　）名 男性（　）名 現在調整中

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応は
→　可能

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 45,000円 食費 30,000円

光熱水費 12,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

23 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（18）日現在の情報

グループホーム名
ラシエル南志賀

株式会社ラシエル

定員 男女問わず（  ）名

空室 男女問わず（  ）名

基
本
情
報

大津市南志賀3丁目　（最寄り駅・バス停）　南志賀駅　　　　（学区）

https://rasiel.jp/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　2023年明け予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　応相談
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コミュニケーションを重視した安全・安心・快適なサービスのご提供を重視しています。

居室でゆっくり過ごされる方や、リビングで他の利用者と交流されている方など様々です。掃除や
洗濯、食事、排泄行為、入浴など全介助の方でも相談可能です。入浴は一般浴ですので、立位の
取れる方が対象になります。ご自身で入れなくても職員が介助いたしますのでご安心ください。エ
レベーターや手すりスロープなど車いすの方でも生活しやすい設計になっています。生活保護を
受けていても自治体の判断にもよりますが可能です。入居中に65歳を迎えられた場合でも、介護
保険利用がない限り継続してご利用可能です。

日中サービス支援型

□アパートタイプ　☑GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅の近く
☑2階建て　☑バリアフリー　☑エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→新築

栄養士考案のバランスの取れた料理です。
ごはんとみそ汁は毎食ついています。

18～64歳の方で障害区分が３以上の方が対象です。区分2以下の方で申請中の方は応相談となります。

利
用
料

利用料のめやす

90,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて 2023年2月に開所予定

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

□法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

強度御行動障害支援者養成など資格取得実施

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

□法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

各フロアに職員を複数人配置しており、共有スペースには監視カメラを設置しています。
何かあった際には映像記録から確認しております。

https://rasiel.jp/
https://rasiel.jp/
https://rasiel.jp/
https://rasiel.jp/
https://rasiel.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（　）名

女性（　）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 公開

ホームページ

開所日

〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 39,000円 食費 12,000円

光熱水費 14,000円 日用品費 1,000円

その他 5,000円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

24 大津市内グループホーム情報シート
（R4）年（8）月（8）日現在の情報

グループホーム名
第1夢の木苑、第2夢の木苑

特定非営利活動法人夢の木

定員 男女問わず（14）名

空室 男女問わず（　2）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　　JR比良駅　　　　　　　（学区）　小松

TEL　077-596-0858 FAX　077-535-6050

info@yumenoki2003.jp

http://yumenoki2003.jp

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

画一的な支援ではなく、常に話し合い利用者本人が必要と納得できる支援を行います。

　病院から退院先として来られる方や、地域で生活していたが難しくなり来られた方など。支援区
分は２～４の方が住まれています。
掃除・洗濯を一緒にしたり、着替えや入浴の声掛け見守りなど、必要に応じて服薬管理や金銭管
理も可能です。また、病院や役所、買い物の付添いも状況に応じて対応しています。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

季節の物を取り入れ、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく調理担当が
毎日献立を考え、手作りの料理を提供します。

利
用
料

利用料のめやす

70,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（旅行積立、レク代等　）費用

見学・体験の受け入れについて 初回の見学・体験は平日に対応

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

mailto:info@yumenoki2003.jp
mailto:info@yumenoki2003.jp
mailto:info@yumenoki2003.jp
http://yumenoki2003.jp/
http://yumenoki2003.jp/
http://yumenoki2003.jp/
http://yumenoki2003.jp/
mailto:info@yumenoki2003.jp
http://yumenoki2003.jp/


運営法人名

女性（　）名 男性（6）名

女性（　）名 男性（1）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃（部屋による) 25,000～35,000円 食費(朝・夕) 27,000円

光熱水費(実費) 12,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

25 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名
わおん坂本

株式会社ゼストヒューマンケア

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

滋賀県大津市坂本7丁目3-30
（最寄り駅・バス停）JR比叡山坂本駅徒歩6分・京阪坂本比叡山口駅徒歩9分

FAX

https://zesthumancare.com/facilities/waonsakamoto/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者様が不自由なく、快適に長期間過ごせるようなホームづくりを心掛けています。

小型犬をホームで飼っています。
2021年8月開設のホームです。
ご利用者様の年齢幅は広く30代～60代の方までいらっしゃいます。
入居経緯として、将来を見据え自宅以外での場所をお探しの方やご家族が高齢になり自宅での
生活が困難なってきた方が多いです。
ホームのスタッフの配置は基本1名であるため、原則日常生活動作が自立している方が対象とな
ります。
区分の目安として1～4の方が入居されています。
基本的には自室はご自身でお掃除していただきますが、難しい方や汚れてしまいがちな方は一緒
に掃除も行います。
ホームに乾燥機付の洗濯機がありますが、洗濯の支援も必要に応じて行います。
買物は徒歩圏内に商業施設があり、ほとんどのものが揃います。
ホームにはネット環境があり、無料でWIFI利用できます。
家具・寝具レンタルも可能です。(有償)

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

弊社の親会社が飲食業を営んでおり、そちらのセントラルキッチンで調理した
お食事をホームに持ってきて提供しております。朝以外は簡単なデザートもつ
きます。利用者様に好評いただいております。
昼食の提供も可能です。(500円/食)

原則日常生活動作が自立している方が対象となります。
自傷行為・他害行為や他人への迷惑行為は厳禁です。

利
用
料

利用料のめやす

67,000円～77,000円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて
お部屋が空いていれば見学・体験可能です。
体験利用時は寝具及び家具の無料貸出を行っていますので、身軽にご利用いただけます。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

利用者様の特性を理解するための研修を入職時に行っています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

https://zesthumancare.com/facilities/waonsakamoto/
https://zesthumancare.com/facilities/waonsakamoto/
https://zesthumancare.com/facilities/waonsakamoto/
https://zesthumancare.com/facilities/waonsakamoto/
https://zesthumancare.com/facilities/waonsakamoto/


運営法人名

女性（5）名 男性（  ）名

女性（3）名 男性（  ）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 非公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

○ ○ ○

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃（部屋による) 25,000～30,000円 食費(朝・夕) 27,000円

光熱水費(実費) 12,000円 日用品費 3,000円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

26 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（8）月（1）日現在の情報

グループホーム名
にゃおん穴太

株式会社ゼストヒューマンケア

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

滋賀県大津市坂本1丁目15-33
（最寄り駅・バス停）京阪穴太駅徒歩3分、JR唐崎駅徒歩11分

FAX

https://zesthumancare.com/facilities/nyaonanou/

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者様が不自由なく、快適に長期間過ごせるようなホームづくりを心掛けています。

猫をホームで飼っています。
2022年5月開設のホームです。
今はご利用者様は若い方が多いです。(20代～30代)
入居経緯として、将来を見据え自宅以外での場所をお探しの方や自宅での生活が困難なってき
た方が多いです。
ホームのスタッフの配置は基本1名であるため、原則日常生活動作が自立している方が対象とな
ります。
区分の目安として1～4の方が入居されています。
基本的には自室はご自身でお掃除していただきますが、難しい方や汚れてしまいがちな方は一緒
に掃除も行います。
ホームに乾燥機付の洗濯機がありますが、洗濯の支援も必要に応じて行います。
ホームにはネット環境があり、無料でWIFI利用できます。
家具・寝具レンタルも可能です。(有償)

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　☑駅の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

弊社の親会社が飲食業を営んでおり、そちらのセントラルキッチンで調理した
お食事をホームに持ってきて提供しております。朝以外は簡単なデザートもつ
きます。利用者様に好評いただいております。
昼食の提供も可能です。(500円/食)

原則日常生活動作が自立している方が対象となります。
自傷行為・他害行為や他人への迷惑行為は厳禁です。

利
用
料

利用料のめやす

67,000円～72,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて
お部屋が空いていれば見学・体験可能です。
体験利用時は寝具及び家具の無料貸出を行っていますので、身軽にご利用いただけます。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

利用者様の特性を理解するための研修を入職時に行っています。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

https://zesthumancare.com/facilities/nyaonanou/
https://zesthumancare.com/facilities/nyaonanou/
https://zesthumancare.com/facilities/nyaonanou/
https://zesthumancare.com/facilities/nyaonanou/
https://zesthumancare.com/facilities/nyaonanou/


運営法人名

女性（　7　）名 男性（　7　）名

女性（　　）名 男性（　　）名

ホームの所在地 公開・非公開

連絡先　TEL・FAX 公開・非公開

メールアドレス 公開・非公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？
刻み食等の対応は
→可能（詳細は要相
談）

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 45，000　円 食費 30，000　円

光熱水費 12，000　円 日用品費 3，000　円

その他 円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

27 大津市内グループホーム情報シート
（R4）年（10）月（6）日現在の情報

グループホーム名
グループホームひまわり

スマイルケア株式会社

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅）　ＪＲ蓬莱　　　　　　　　　　　　　（学区）

TEL FAX

365日開所

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「常時」の支援体制を確保することを目的とし、必要な居宅設備等を提供し、相談や生活援助を
図りながら地域生活を支援する。

各行事はみんなで楽しむ。（お正月はおせち、クリスマスはケーキ、土用の丑の日はうなぎなど）
買物などの余暇支援は買物などの余暇支援は現在ご利用中の事業所をそのままご利用いただ
けます。ご利用が難しい場合は、スマイルケアが担当させていただきます。
お部屋でゆっくりされる方や、リビングで他の方と交流される方などご自身のスタイルで過ごしてい
ただけます。
ベッドはグループホームで用意いたします。パラマウント眠りSCANで、睡眠・呼吸・心拍をリアルタ
イムモニターで見守りが出来ます。（記録もしていきます）
入浴は一般浴と機械浴があり職員が介助致します。
車イスの方でも生活出来るようになっています。家事、身体など全介助も可能です。

通うかホームで過ごすか選択可能　（検討中のため確定ではありません）
介護包括型でするか日中サービス支援型でするかは利用対象者が通所先を確保できるかどうかで検討し

ます。基本は現在利用している通所事業所の継続利用が可能ならそちらを優先していただきます。

□一戸建て　□アパートタイプ　■GHとして新たに建設　　■静かな場所　■幹線道路沿い
■駅の近く　□平屋　■2階建て　□3階建て以上　□段差あり　■バリアフリー　■エレベーター
有

＜その他建物の特徴＞→

食材宅配サービス ヨシケイの材料を調理して提供。ヘルシー、キザミ、ミキ
サー食OK。ごはんとみそ汁はおかわり自由です。

18才～64才の方で障害区分5以上の方が対象です。
視覚障害、行動援護対象者の方は要相談。

利
用
料

利用料のめやす

90，000　円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

見学・体験の受け入れについて
住まいの場の取りまとめ会経由で募集をかけ、2022.11月に集約を行い各自面談を行わせていた
だき入居を検討予定です。開所日は3月を予定しており、利用者の入居決定は2月頃で予定してい
ます。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

□法人内研修の実施　　■外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

強度行動障害研修、喀痰吸引研修　受講

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

■法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

施設内での見える化による虐待事案の防止



運営法人名

女性（　）名 男性（４）名

女性（　）名 男性（４）名

ホームの所在地 公開

連絡先　TEL・FAX 公開

メールアドレス 非公開

ホームページ

開所日

◯ ◯ ◯

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

合計金額

（内訳） 家賃 30,000円 食費 24,000円

光熱水費 12,000円 日用品費 3,000円

その他(通信費) 3,000円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視している事
等

28 大津市内グループホーム情報シート
（2022）年（10）月（17）日現在の情報

グループホーム名
わおん El Sol (エルソル) 1番館

株式会社　和来堂　(ワライドウ)

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）JR比叡山坂本駅 徒歩８分　（学区）

TEL：077-579-4577 FAX：077-579-4578

https://www.waon-elsol.com

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

グループホーム運営において
大切にしていること

「あたたかい見守り」+「快適な住環境」+「地域とのつながり」+「代表者の顔が見える福祉」

快適な住環境で、爽やかな毎日を過ごせるように、そして、地域とのつながり、社会とのつながりを大切に、「代表者の顔
が見える」運営で実現していく事を理念としています。「El Sol = 太陽」のように、あたたかく見守るグループホームを。

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

当社は異業種からの参入ですが、障がい福祉施設の経営者としての豊富な経験を積んだサービス管理責任者を職員に
迎え、入居者様の一貫した見守りとサポートを実施しています。就労支援施設を探す際にも、スタッフおよび代表者が常
に見守り、必要な支援を行います。また、金銭面での管理に不安がある入居者様にはお小遣い帳の管理をスタッフが共
にさせて頂き、お買い物が不安な方には、一緒に出向くなど、生活面で、とことん「寄り添い」「見守る」グループホームを
実現させて参ります。その他、運営の特色を以下に抜粋いたします。ぜひご一報頂き、ご見学して頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

●住環境の基本となるベットやマット等の寝具を入居時１セットご用意(無償)。

●14平米以上のゆとりある綺麗なリビング。

●WiFiは強力なハイクオリティのものをご用意。

●洗濯や掃除は、ご自身で取り組んで頂きますが、必要に応じて支援いたします。

●ドラッグユタカが目の前(徒歩２分)ですので、日用品のお買い物も便利。

●地域のボランティア活動へ参加し、地域との繋がりを大切にいます。

●毎月の食費内でBBQやすき焼きなど、入居者様どうしの交流を。

●会社所有のクルーザーヨットでアウトドア活動(無償)でリフレッシュ。

●共有スペースで、小型犬(保護犬)と癒しのひと時を。

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　□静かな場所　□幹線道路沿い　□駅の近く
□平屋　□2階建て　□3階建て以上　□段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有

＜その他建物の特徴＞→

ライセンス契約の会社から届くメニューの他、独自のメニューを織り混ぜてご提供します。すき焼
きや季節の鍋料理等、皆で一緒に楽しめるお食事もご用意していきます。休日にはアウトドア活
動を兼ねて、BBQ等も予定しています。

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

●日常生活に最低限必要な行動が自立している方が対象です。

●共同生活に支障のある行為(自傷行為、他害行為、器物損壊)がある場合はご入居できません。

利
用
料

利用料のめやす

72,000円程度 加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興費等が必
要です。

→（　　　　　　　　　　　　　　　　）費用

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

見学・体験の受け入れについて ホームページの「お問合せ」から、事前にご連絡を頂ければ、日程調整をさせて頂きます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

□法人内研修の実施　　□外部研修への参加　　□自立支援協議会主催研修への参加

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

□法人内虐待防止研修の実施　　□外部虐待防止研修への参加

職員の着任前後に、虐待防止の研修を外部研修も含めて実施すると共に、経営者でもある管理
者が、日々現場で厳しい目でチェックを行います。また、職員の執務室、共用スペースには、クラ
ウドに映像を記録するセキュリティカメラを設置、万一、虐待の疑いが生じた場合に、客観的に調
査する体制も強化して参ります。

☑一戸建て □アパートタイプ □GHとして新たに建設 ☑静かな場所 □幹線道路沿い ☑駅の近く □平屋
☑2階建て □3階建て以上 ☑段差あり □バリアフリー □エレベーター有

☑法人内研修の実施 ☑外部研修への参加 ☑自立支援協議会主催研修への参加

☑法人内虐待防止研修の実施 ☑外部虐待防止研修への参加

職員が着任する前に必ず、障がいを正しく理解するための専門知識、障がい福祉に従
事する者の心得について、徹底的な研修を行っています。また、専門家を交え、毎月定
期的な研修を実施しています。

https://www.waon-elsol.com/
https://www.waon-elsol.com/
https://www.waon-elsol.com/
https://www.waon-elsol.com/
https://www.waon-elsol.com/


運営法人名

女性（ 4 ）名 男性（　）名

女性（ 2 ）名 男性（　）名

ホームの所在地 公開・非公開

連絡先　TEL・FAX 公開・非公開

メールアドレス 公開・非公開

ホームページ

開所日

〇 〇 〇

グループホーム運営において
大切にしていること

職員が得意な支援や、
どのようなタイプの人たちが

住んでいるか等

（介護度や身の回りのことについて、ど
の程度支援が可能か記入してくださ

い）
（ご本人やご家族が選ぶ時や、相談支
援専門員が紹介する時にわかりやす

いように書いてください）

ホームのタイプ

立地環境や建物

どんな食事内容ですか？ 刻み食等の対応は
→　可能　or　要相談

その他、入居にあたっての条件
等があれば記入してください。

合計金額

（内訳） 家賃 20,000～30,000円 食費 27,000円

光熱水費 12,000円 日用品費 4,000円

その他 4,000円

その他研修や、
職員の育成で
重視している事等

虐待防止で重視してい
る事等

見学・体験の受け入れについて
見学は随時受け付けておりますので、電話もしくはメールよりお気軽にお問合せください。
体験入居につきましては、1泊2日、2泊3日、1週間など様々な期間行うことができます。

＊ご本人の収入によっては、国の制度により1万円の補助が出ます。

職員研修の実施状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内研修の実施　　☑外部研修への参加　　☑自立支援協議会主催研修への参加

障がい特性の理解、個々に合わせた支援の確立。

虐待防止の取り組み状況
（あてはまるものに☑）

☑法人内虐待防止研修の実施　　☑外部虐待防止研修への参加

・虐待防止委員会、虐待防止マネージャーの設置。
・適宜、職員のメンタルケアを行っています。

・知的障がい、発達障がいの支援において経験豊富な職員、また看護師や介護福祉士の資格を
持つ職員が勤務しています。
・定期的に、障がいへの知識を深めるための研修を実施しております。
・食事、入浴、排泄等の部分介助を行うことが可能です。
・夜間時は職員を常に配置しておりますので、安心して過ごしていただけます。
・食事は手作りをしています。（朝・夕食の提供）

昼間は通所施設に通う　　or　　日中サービス支援型　　or　　通うかホームで過ごすか選択可能

☑一戸建て　□アパートタイプ　□GHとして新たに建設　　☑静かな場所　□幹線道路沿い　□駅
の近く
□平屋　☑2階建て　□3階建て以上　☑段差あり　□バリアフリー　□エレベーター有
＜その他建物の特徴＞→階段、浴室には手すりがあります。エアコン完備。全室鍵付きでプライ
バシーを守ります。Wi-Fi完備。

朝食：サンドウィッチやおにぎりなど日によって職員が手作りします。
夕食：ヨシケイを利用。職員が調理し提供しています。

女性のみのグループホームになります。
職員も女性職員を常に配置しております。
ウサギを一羽飼っています。

利
用
料

利用料のめやす

70,000円程度
加えて個人の趣味・嗜好品頻や遊興
費等が必要です。

→（　　通信　　）費用

365日開所/　　or     閉所日あり（→いつ閉所？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
援
内
容
・
設
備
等

主な対象者
（受け入れ可能に〇）

知的障害 身体障害 重症心身障害 精神障害 発達障害

　　医療的ケアについて　→　支援可能　　・　　支援不可能
（可能な場合の支援内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

全入居者数は4名となっていますので、とてもアットホームな環境になっており、より家に近い空間
を大切にしています。またひとつずつの居室は広さを確保しておりますので、入居者さんそれぞれ
がリラックスして過ごせるよう心掛けています。

定員 男女問わず（　）名

空室 男女問わず（　）名

基
本
情
報

（最寄り駅・バス停）　ＪＲ湖西線おごと温泉駅　（学区）　山の下

TEL 077-526-5218 FAX 077-526-5219

souyukaidaihyou@wine.ocn.ne.jp

http://www.instagram.com/waon.ogotoonsen

1 大津市内グループホーム情報シート
（ 2022 ）年（ 11 ）月（ 18 ）日現在の情報

グループホーム名
わおんおごと温泉

一般社団法人　創祐会
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