
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人清心会さやかグループ 事業所所在地一覧表    平成28年4月1日現在 

障がい者支援施設さやか 
（施設入所支援30名・短期入所10名＋空床利用型・生活介護150名・就労継続Ｂ型70名・自立訓練10名・就労移行10名） 

さやか事業所 昭和58年4月開設(施設入所支援30名・短期入所10名+空床利用型・生活介護40名) 

   〒368-0004  秩父市山田1199-2 

   TEL 0494-24-9956 FAX 0494-22-7910 E-mail sayaka1@viola.ocn.ne.jp 

ふらわあ事業所 平成17年10月開設（生活介護70名・就労継続Ｂ型30名・自立訓練10名・就労移行10名）  

   〒368-0056 秩父市寺尾2825 

   TEL 0494-25-3000  FAX 0494-25-3347 E-mail flower@sayaka.or.jp 

とも事業所 平成13年4月開設（生活介護40名）  

   〒368-0051 秩父市中村町3-12-23 秩父市ふれあいセンター内 

   TEL 0494-21-6371   FAX 0494-26-7160 E-mail tomo@sayaka.or.jp 

さやかワークセンター事業所 平成24年4月開設（就労継続Ｂ型40名） 
   〒368-0072 秩父郡横瀬町横瀬4299-1 

   TEL 0494-26-6613   FAX 0494-22-1710 E-mail sayaka-work@sayaka.or.jp 

グループホームさやか（定員106名） 

①さやかホーム             平成10年4月開設  定員3名   

             〒368-0005  秩父市大野原976 市営宿東団地14号･15号・16号 

②フレグランスホーム        平成18年10月開設 定員4名    

             〒368-0005  秩父市大野原1147-1 フレグランス101号・102号 

③サンヒルズホームほし      平成18年4月開設 定員6名 

             〒368-0005  秩父市大野原80-71   TEL 0494-25-0061 

④サンヒルズホームそら      平成18年4月開設 定員6名 

             〒368-0005  秩父市大野原80-70   TEL 0494-25-0051 

⑤さんさんホーム         平成19年10月開設 定員5名 

             〒368-0004  秩父市山田559-7    TEL 0494-25-2625 

⑥りんごホーム           平成16年10月開設 定員5名 + サテライト型定員1名 

             〒368-0004  秩父市山田1850-7    TEL 0494-21-4122 

⑦ぴーす               平成20年4月開設 定員6名           

             〒368-0034  秩父市日野田町1-5-4  TEL 0494-21-0021 

⑧サンライズ中町          平成24年4月開設 定員6名 

             〒368-0043  秩父市中町19-2      TEL 0494-24-6811 

⑨きりきホーム            平成18年10月開設 定員6名  

             〒368-0005  秩父市大野原1923-9   TEL 0494-24-0081 

⑩のぞみ                平成21年9月開設 定員6名 

             〒368-0016  秩父市阿保町10-23    TEL 0494-25-2003 

⑪ひかり                   平成22年1月開設 定員6名 

                〒368-0016   秩父市阿保町10-23    TEL 0494-25-5552 

⑫つばさ                   平成22年2月開設 定員7名  

                〒368-0056   秩父市寺尾1893-3    TEL 0494-25-4000 

⑬やまびこ                   平成23年7月開設 定員7名 

                〒368-0062   秩父市蒔田2570-8    TEL 0494-25-2081 

⑭銀河                     平成24年4月開設  定員7名 

                〒368-0002   秩父市栃谷899-3     TEL 0494-25-3200 

⑮きらきらホーム              平成24年8月開設 定員4名  

                〒368-0004   秩父市山田559-8     TEL 0494-22-7300 

⑯すい星                     平成25年4月開設 定員6名 

                〒368-0002   秩父市栃谷896-6      TEL 0494-25-5090 

⑰下宿屋くまさん               平成25年4月開設  定員5名 

                〒368-0032   秩父市熊木町12-21    TEL 0494-25-4900 

⑱下宿屋R20                平成25年4月開設  定員4名  

                〒368-0045   秩父市道生町8-15     TEL 0494-25-0140 

⑲かがやき                  平成28年4月開設  定員6名  

                〒369-1871   秩父市下影森997-1    TEL 0494-25-2588 

 

 

訪問系事業所  
ちちぶわくわくクラブ  平成12年4月開設   TEL 0494-21-7171 FAX 0494-24-9963    

   E-mail wakwak@sayaka.or.jp 

わくわくハウス 〒368-0002 秩父市栃谷899-1 

さやかサポートセンター 
 〒368-0032 秩父市熊木町12-21 TEL 0494-21-7171 FAX 0494-24-9963  

秩父障がい者総合支援センターフレンドリー 平成10年10月開設 

   TEL 0494-21-7171 FAX 0494-24-9963  E-mail friendly@sayaka.or.jp 

秩父障がい者就労支援センターキャップ   平成16年6月開設 

就業・生活支援センター キャップ       平成20年４月開設  

    TEL 0494-21-7171 FAX 0494-24-9963   E-mail sayaka-cap@sayaka.or.jp 

埼玉県地域生活定着支援センター さやか 平成22年5月開設 

   TEL 0494-21-7171 FAX 0494-24-9963  

法人本部  
法人本部・事務局 〒368-0056 秩父市寺尾2825 

   TEL 0494-24-9951 FAX 0494-25-3347  E-mail info-sayaka@sayaka.or.jp 

店舗・売店 
ぽっぽ道の駅店 平成13年7月～ 〒368-0023  秩父市大宮4625 

    TEL 090-5407-9121 営業時間 10：00～19：00  年中無休 

ぽっぽのお店 ばらーど 平成20年7月～ 〒368-0044 秩父市本町7-4 

    TEL 0494-25-3100  営業時間 10：00～16：00 定休日 日･祭日・年末年始  

ぽっぽ長瀞店 平成26年5月～ 〒369-1305  長瀞町大字長瀞59 

    TEL 0494-69-2880  営業時間 10：30～17：00 定休日 土・日･祭日・年末年始 

ぽっぽ横瀬店  平成28年4月～ 〒368-0072 秩父郡横瀬町横瀬4299-1 

    TEL 0494-26-6613  営業時間 10：30～16：00 定休日 日･祭日・年末年始 

地域移行型ホームさやか（定員11名・短期入所空床利用型） 

①ぽてとハウス               平成24年3月開設  定員7名 

②いちごハウス                             定員4名 

           〒368-0004  秩父市山田1199-2    TEL 0494-24-9956 

長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター（長瀞町指定管理事業・就労継続Ｂ型20名） 

ぽっぽ長瀞店 平成26年4月開設 〒369-1305  長瀞町大字長瀞59 TEL 0494-69-2880 

放課後等デイサービス事業所（放課後等デイサービス10名） 

さやかキッズクラブ 平成27年4月開設  〒368-0002   秩父市栃谷899-4 TEL 0494-26-5758  

相談系事業所  



 


