
事業所名等 郵便番号 住所 電話 法人名 主たる障害 備考

相談支援事業所みのり 370-2455 富岡市神農原559-1 0274-89-2014 （医）大和会 全障害

富岡甘楽相談支援センター・もんじゅ 370-2304 富岡市後賀710 0274-64-1254 （社福）上州水土舎 全障害

相談支援わんせるふ 370-2343 富岡市七日市274-1 0274-67-7554 （株）ワンセルフ 全障害

相談支援事業所　糸ぐるま 370-2452 富岡市一ノ宮536 0274-67-7887 （社福）榛桐会 全障害

相談支援事業所アトム 370-2412 富岡市妙義町下高田115-1 0274-73-3852 （特非）アトム 知的

富岡市社会福祉協議会 370-2316 富岡市富岡1439-1 0274-62-6222 富岡市社会福祉協議会 全障害

ホーモンステーションゆめ 370-2344 富岡市黒川628-6 0274-63-2261 （有）希望 身体・知的・精神

ホームヘルパーステーション　シルク 370-2213 甘楽町大字白倉1384-1 0274-60-4151 （社福）かんら会 全障害

下仁田町社会福祉協議会 370-2622 下仁田町中小坂608 0274-82-5491
下仁田町社会福祉協議
会

身体

同行援護 ホームヘルパーステーション　シルク 370-2213 甘楽町大字白倉1384-1 0274-60-4151 （社福）かんら会 視覚

みらい 370-2456 富岡市上小林47 0274-60-2600 （社福）緑陽会 身体

妙義もみじ学園 379-0208 富岡市妙義町菅原2234 0274-73-3046 （社福）愛友会 知的

るふと 370-2316 富岡市富岡1077-2 0274-67-5277 （特非）わたげ 知的

富岡甘楽自立生活サポートセンター
ムゲン

370-2304 富岡市後賀710 0274-64-1254 （社福）上州水土舎 知的・精神

多機能型通所支援事業所　まゆ 370-2452 富岡市一ノ宮536 0274-67-7881 （社福）榛桐会 重心

多機能事業所　アトムフリート 370-2412 富岡市妙義町下高田115-1 0274-73-3852 （特非）アトム 知的

ワンセルフくろかわ 370-2344 富岡市黒川１６８６－１ 0274-67-7807 （株）ワンセルフ 知的

障害福祉サービス事業所　糸葉 370-2212 甘楽町大字福島字西神289-１ 0274-67-5177 （社福）富岡双葉会 知的・精神

水土舎 370-2304 富岡市後賀723 0274-64-1254 （社福）上州水土舎 知的

ＨＯＰＥ　ＧＡＲＤＥＮ富岡 370-2307 富岡市藤木276-1 0274-67-7951 （株）希望舎 身体・知的・精神

水土舎 370-2304 富岡市後賀723 0274-64-1254 （社福）上州水土舎 知的

るふと 370-2316 富岡市富岡1077-2 0274-67-5277 （特非）わたげ 知的

就労支援事業所　アトムフリート 370-2412 富岡市妙義町下高田1132-1 0274-67-1007 （特非）アトム 知的

クラリスファーム 370-2202 甘楽町大字小幡143-1 0274-67-7705 （株）埼玉復興 身体・知的・精神

プレパレ 370-2206 甘楽町大字善慶寺1415-4 0274-67-5280 （特非）プレパレ 精神

障害福祉サービス事業所　糸葉 370-2212 甘楽町大字福島字西神289-１ 0274-67-5177 （社福）富岡双葉会 知的・精神

就労移行支援

就労継続支援B型

富岡甘楽圏域の社会資源

相談支援

居宅介護
（重度訪問介護含む）

短期入所

生活介護（通所）



事業所名等 郵便番号 住所 電話 法人名 主たる障害 備考

富岡甘楽自立支援センター　稲含 370-2324 富岡市南後箇500-2 知的

富岡甘楽自立支援センター　ワラビー 370-2303 富岡市蕨74-1 知的

富岡甘楽自立支援センター　赤城館 370-2312 富岡市星田21-1 知的

富岡甘楽自立支援センター　マンダラ 370-2303 富岡市蕨74-2 知的

富岡甘楽自立支援センター　白岩荘 370-2305 富岡市白岩269-1 知的

富岡甘楽自立支援センター　第２白岩荘 370-2305 富岡市白岩270-3 知的

富岡甘楽自立支援センター　岡本荘 370-2321 富岡市岡本956-1 知的

富岡甘楽自立支援センター　第２岡本荘 370-2321 富岡市岡本956-1 知的

富岡甘楽自立支援センター　第３岡本荘 370-2321 富岡市岡本951-3 知的

オリーブ　ウェルカムホーム１ 370-2412 富岡市妙義町下高田950-1 知的

オリーブ　ウェルカムホーム２ 370-2412 富岡市妙義町下高田874-2 知的

オリーブ　ウェルカムホーム３ 370-2451 富岡市妙義町宇田427-1 知的

オリーブ　ウェルカムホーム４ 370-2412 富岡市妙義町下高田950-1 知的

オリーブ　ウェルカムホーム５ 370-2412 富岡市妙義町下高田120 知的

オリーブ　ウェルカムホーム６ 370-2412 富岡市妙義町下高田1280-1 知的

ガーデンプレイスあゆみ 370-2334 富岡市上高瀬1345－3 0274-67-7707 （一社）篤厚会 知的

みらい 370-2456 富岡市上小林47 0274-60-2600 （社福）緑陽会 身体

妙義もみじ学園 379-0208 富岡市妙義町菅原2234 0274-73-3046 （社福）愛友会 知的

くろーばーとみおか 370-2343 富岡市七日市1095-1 0274-67-7552
（株）ライフサポート
ＳＥＥＰ

障害児

ワンセルフなのかいち 370-2343 富岡市七日市396-8 0274-64-9997 （株）ワンセルフ 障害児

ワンセルフとみおか 370-2344 富岡市黒川1686-1 0274-67-7807 （株）ワンセルフ 障害児

カラフルかんら 370-2212 甘楽町大字福島972-20 0274-67-7766 （株）ソレイユ 障害児

放課後等デイサービス　双葉 370-2212 甘楽町大字福島289-1 0274-67-5177 （社福）富岡双葉会 障害児

多機能型通所支援事業所　まゆ 370-2452 富岡市一ノ宮536 0274-67-7881 （社福）榛桐会 障害児

多機能型通所支援事業所　まゆ 370-2452 富岡市一ノ宮536 0274-67-7881 （社福）榛桐会 障害児

めぶき園 370-2412 富岡市妙義町下高田788 0274-67-7442 （社福）高太会 障害児

保育所等訪問支援 保育所等訪問支援事業所　つむぎ 370-2452 富岡市一ノ宮536 0274-67-7881 （社福）榛桐会 障害児

心身障害児集団活動訓練 ぱすてる 370-2316 富岡市富岡1077-2 0274-67-5277 （特非）わたげ 障害児 富岡市在住

放課後等デイサービス

施設入所支援
（生活介護含む）

児童発達支援

グループホーム

0274-64-1254 （社福）上州水土舎

0274-73-3852 （特非）アトム



事業所名等 郵便番号 住所 電話 法人名 主たる障害 備考

上州水土舎 370-2304 富岡市後賀723 0274-64-1254 （社福）上州水土舎

るふと 370-2316 富岡市富岡1077-2 0274-67-5277 （特非）わたげ 知的

妙義もみじ学園 379-0208 富岡市妙義町菅原2234 0274-73-3046 （社福）愛友会 知的

アトム 370-2412 富岡市妙義町下高田950-1 0274-73-3852 （特非）アトム

上州水土舎 370-2304 富岡市後賀723 0274-64-1254 （社福）上州水土舎

ホーモンステーションゆめ 370-2344 富岡市黒川628-6 0274-63-2261 （有）希望

つくし学園 370-2316 富岡市富岡378 0274-64-1345 富岡市社会福祉協議会 知的 富岡市在住

地域活動支援センター　みのり 370-2455 富岡市神農原559－１ 0274-89-2014 （医）大和会 全障害

甘楽町地域活動支援センター　あゆみ 370-2202 甘楽町大字小幡699 0274-74-4454
（社福）甘楽町社会福
祉協議会

知的 甘楽町在住

下仁田町福祉作業所 370-2601 下仁田町下仁田682 0274-82-2111
下仁田町福祉作業所育
成会さわらび

知的
下仁田町在
住

西毛病院　精神科デイケア　きごの里 370-2455 富岡市神農原559-1 0274-62-3156 （医）大和会 精神

デイケア　アシジ 370-2343 富岡市七日市555-1 0274-62-3210 （医）こうない医院 精神
デイケア

日帰りショートステイ
（日中一時支援）

移動支援

地域活動支援センター


