
ワークセンターあんしん ( 就労継続支援 B型 )

きぼうワークス ( 就労継続支援 B型 )

ケアセンターハーモニー ( 生活介護 )

障がい者デイサービスセンターあんしん ( 地域生活支援事業 )

日中一時支援

グループホーム ( 共同生活援助 )

送迎サービス ( 児童・生徒・保育園・市営バス )

特定非営利活動法人
支援センターあんしん

本部　〒948-0065 新潟県十日町市高田町 3丁目西 371 番地 1
TEL  (025)757-5511  FAX  (025)757-1144
(http://www.npo-ansin.jp/)
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グループホーム  榎の家

グループホーム  やすらぎの家

グループホーム  
　いなりの家

グループホーム  みずならの家

グループホーム  やすらぎの家

グループホーム  逢坂の家

ワークセンターあんしん

グループホーム  沢田寮

あんしんケアセンター  ハーモニー

グループホーム  金剛荘
グループホーム  ちよだの家

グループホーム  まごころの家

グループホーム 共同生活援助事業
地域で暮らす支援
　障がいを持つ人たちが、作業所などで自分が働いて得た給料と障がい者年金で
自立して暮らせる生活環境を提供。グループホームで共同生活を営んでいます。

グループホーム  やすらぎの家
〒948-0073
十日町市稲荷町4丁目328番地1
定員5名

グループホーム  みずならの家
〒948-0073
十日町市稲荷町4丁目836番地10
定員5名

グループホーム  若竹
〒948-0073
十日町市稲荷町4丁目336番地11
定員5名

グループホーム  まごころの家
〒948-0078
十日町市千代田町309番地1
定員8名

グループホーム  榎の家
〒948-0061
十日町市昭和町1丁目130番地1
定員5名

グループホーム  逢坂の家
〒948-0073
十日町市稲荷町4丁目332番地3
定員5名

グループホーム  金剛荘
〒948-0055
十日町市高田町5丁目553番地6
定員5名

グループホーム  沢田寮
〒948-0078
十日町市稲千代田町316番地2
定員4名

グループホーム  いなりの家
〒948-0073
十日町市稲荷町4丁目328番地1
定員4名

グループホーム  ちよだの家
〒948-0078
十日町市千代田町310番地9
定員7名

グループホーム  ふれあいの家

グループホーム  坂ノ上の家

〒948-0065
十日町市高田町3丁目西87番地1
定員4名

〒948-0073
十日町市稲荷町4丁目435番地1
定員4名

(管理者　小山　里美)
所在地(事務所)　
十日町市稲荷町4丁目333番地1(2F)
TEL・FAX(025)761-7502



運営する事業

 就労継続支援事業B型

TEL   (025)757-5511  FAX   (025)757-1144

　障がいがあるため就職することが困難な方々が、地域社会において自立した生活を送ることができるよ
うに様々な作業を提供しています。
親亡き後、障がいがある方が自立するには障がい者年金プラス2～5万円の給与が必要となります。その

ための働く場がどうしても必要なのです。

ワークセンターあんしん きぼうワークス

トイレットペーパーの製造・販売を中心とした作業の他に、
商品の中へ入れる絵手紙描きもしています。その他に点字名刺
や融雪パネル・ペレット、リネン交換、清掃作業など施設外の
作業にも取り組んでいます。令和3年から近隣の田んぼや畑を
お借りして、農作業をスタートしました。

ワークセンターあんしん平均工賃(令和2年度)

障がい者が安心して暮らせる世の中を目指して－

生活介護事業　あんしんケアセンター『ハーモニー』
(管理者　阿部　百合子)

所在地　十日町市千代田町76番地5

(管理者 金崎　恵美)
所在地　十日町市高田町3丁目西371番地3
定員20名     TEL(025)757-5511  FAX(025)757-1144

(管理者 樋口　功)
所在地　十日町市稲荷町4丁目367番地3
定員45名     TEL(025)755-5621  FAX(025)755-5622

定員20名　TEL(025)761-7441  FAX(025)761-7442
　重度障がいのある方にも、安心で充実した毎日をいきいきと過ごせる
ようにサポートします。利用者ひとりひとりに合わせた「個別支援計画」
を作成し、目標に向かい様々な活動を行っています。

入浴サービス

給食サービス 

活動プログラム

送迎サービス 

寝たままの姿勢で入浴できる特殊浴槽と一般浴槽が
あり、身体の状態に合わせて入浴できます。
ひとりひとりに合わせた食べやすい形態の食事を
ご提供します。
レクリエーション、創作活動、散歩、外出など、楽
しい活動を行います。
ご自宅まで送迎に伺います。

地域生活支援事業　デイサービスセンター『あんしん』
　土曜日余暇支援として、ドライブや買い物、カラオケなどを行います。

十日町市委託事業

日中一時支援事業

　放課後、土曜日、春、夏、秋、冬休み中の見守り支援サービスです。

児童送迎サービス
ふれあいの丘支援学校と川西高等特別支援学校の児童生徒の登校下校
の送迎、市内2ヶ所の保育園園児の送迎、市営バスの運営等を行っています。

所在地　十日町市水口沢71番地（中央町）
（はあとふる）他1ヶ所

沿革概要
平成14年

11月 1日　小規模作業所(支援センターあんしん)開所式

平成15年

 4月 1日　小出養護学校ふれあいの丘分校児童の通学送迎開始

(十日町市・川西町・中里村委託事業)

 6月24日　新潟県勤労者福祉財団よりNPO助成事業の100万円助成決定

(トイレットペーパー製造機械及び設置工事費の一部)

平成16年

 7月20日　障がい者支援制度基準該当居宅支援事業所登録申請

(十日町市・津南町・川西町・中里村・松代町・松之山町)

 9月 1日　知的障がい者デイサービス事業開始

10月23日　午後5時56分に発生した中越地震(震度6強)

によりワークセンターあんしんの被害が甚大

幸い地震の発生が土曜日の夕方であったため

利用者、職員とも施設内に居なかったため

人的被害は免れた。

11月 1日　ワークセンター作業及びデイサービスを再開。

ワークセンターの建物が半壊のため隣接の

「まごころの家」を借りて作業再開する。

平成19年

 4月 1日　就労継続支援事業B型作業所

「ワークセンターあんしん」開始

 6月 1日　グループホーム若竹開始

 7月 1日　日中一時支援事業(十日町市・津南町)開始

平成20年

 8月24日　グループホームやすらぎの家 開始

平成21年

 4月 1日　ケアホーム逢坂の家 開始

11月 1日　グループホームみずならの家 開始

平成22年

 4月 1日　多機能型事業所 開始

 (就労継続支援B型事業・生活介護事業)

平成23年

 4月 1日　生活介護事業

 「あんしんケアセンターハーモニー」開始

 グループホーム榎の家 開始

平成24年

10周年記念沖縄旅行

平成27年

 9月 1日　グループホーム金剛荘 開始

平成28年

 4月 1日　就労継続支援B型事業ワークセンターあんしん 移転開所式

 6月 1日　ハーモニー単独営業 開始

 8月 1日　グループホーム沢田寮 開始

平成29年

 7月 1日　グループホームまごころの家 開始

 有料老人ホームちよだの家 開始

平成30年

 4月 1日　就労継続支援B型事業きぼうワークス 開始 

 7月 1日　グループホームいなりの家 開始

10月 1日　グループホームふれあいの家 開始

令和元年　

 9月 1日　グループホーム坂ノ上の家 開始

12月 1日　グループホームちよだの家 開始

法人概要
会　長　樋口　功
役　員　理事7名　監事2名
所在地　十日町市高田町3丁目西371番地1

　施設外就労を中心に、作業メニューを組み立てていま
す。主に、「ひまわり福祉給食」さんでの野菜切りや食器
洗い、「あんしんらんどりー」でのクリーニング作業、近
隣の農家さんの作業支援等、利用者さんからは主に外へ出
て作業をしていただいています。

きぼうワークス平均工賃(令和2年度)　　　　　　　
　　　25,040円(新潟県平均14,325円)20,283円(新潟県平均14,325円)
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