
１２　事業所一覧  

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

木戸障害者相談支援センター
社会福祉法人
大津市社会福祉事業団

大津市木戸709 077-592-8022 077-592-8018

ここ・ステップ 株式会社アバンザール 大津市和邇中125-5 090-9988-5162 -

彩葉ケアサポート 合同会社三善 大津市清和町20-8 050-3786-9027 077-502-2131

ブリッジ 株式会社ドリーム 大津市真野二丁目27-1 077-575-7858 077-575-7858

相談支援事業所ひびき 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市唐崎三丁目1-15 077-578-5720 077-578-5740

相談支援事業所トモ 合同会社共 大津市穴太三丁目2-12 077-572-5207 077-572-5207

精神障害者地域生活支援センター
オアシスの郷

医療法人藤樹会 大津市桜野町一丁目10-5 077-510-5725 077-510-5726

(やまびこ総合支援センター内)
生活支援センター

大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0486 077-527-0334

障害者生活支援センターいるか
社会福祉法人
大津におの浜障害者福祉協会

大津市におの浜四丁目2-33
大津市立障害者福祉センター内

077-527-2355 077-527-2355

障害者相談生活支援センター
やすらぎ

医療法人藤樹会
大津市中庄一丁目15-18
クレストビル２階

077-526-7802 077-526-7803

ひなた 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市中庄二丁目2-11 077-525-9520 077-525-3290

Quocare 株式会社LSH 大津市晴嵐一丁目３-21 077-535-5852 077-575-3553

相談支援事業所ぐっど 株式会社グッドライフ 大津市大江三丁目11-17 077-543-6288 077-572-6233

相談支援センターすまいる・らふ スマイルケア株式会社 大津市大萱四丁目3-7 077-545-2525 077-545-2526

そうだんオフィス 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市大萱七丁目6-43
びわこ共生モール2F

077-536-5543 077-548-7860

障がい児者相談センターみゅう 社会福祉法人しが夢翔会
大津市大萱七丁目6-43
びわこ共生モール2F

077-548-7444 077-548-7144

地域生活サポートセンターじゅぷ 特定非営利活動法人りあん 大津市一里山二丁目2-8 077-548-3511 077-548-3515

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

木戸障害者相談支援センター
社会福祉法人
大津市社会福祉事業団

大津市木戸709 077-592-8022 077-592-8018

ここ・ステップ 株式会社アバンザール 大津市和邇中125-5 090-9988-5162 -

（北部子ども療育センター内）
わくわく相談支援事業所

大津市 大津市和邇中176-1 077-594-8415 077-594-8416

彩葉ケアサポート 合同会社三善 大津市清和町20-8 050-3786-9027 077-502-2131

ブリッジ 株式会社ドリーム 大津市真野二丁目27-1 077-575-7858 077-575-7858

らん相談支援事業所 合同会社Ranju 大津市今堅田二丁目31-27 080-3809-9107 077-573-9107

相談支援事業所ひびき 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市唐崎三丁目1-15 077-578-5720 077-578-5740

相談支援事業所トモ 合同会社共 大津市穴太三丁目2-12 077-572-5207 077-572-5207

(やまびこ総合支援センター内)
生活支援センター

大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0486 077-527-0334

(やまびこ総合支援センター内)
やまびこ相談支援事業所

大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0467 077-527-0293

ひなた 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市中庄二丁目2-11 077-525-9520 077-525-3290

Quocare 株式会社LSH 大津市晴嵐一丁目３-21 077-535-5852 077-575-3553

　　　　 事業所一覧

■　計画相談支援事業所

■　障害児相談支援事業所
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１２　事業所一覧

相談支援事業所ぐっど 株式会社グッドライフ 大津市大江三丁目11-17 077-543-6288 077-572-6233

相談支援センターすまいる・らふ スマイルケア株式会社 大津市大萱四丁目3-7 077-545-2525 077-545-2526

障がい児者相談センターみゅう 社会福祉法人しが夢翔会
大津市大萱七丁目6-43
びわこ共生モール２F

077-548-7444 077-548-7144

地域生活サポートセンターじゅぷ 特定非営利活動法人りあん 大津市一里山二丁目2-8 077-548-3511 077-548-3515

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

木戸障害者相談支援センター
社会福祉法人
大津市社会福祉事業団

大津市木戸709 077-592-8022 077-592-8018

精神障害者地域生活支援センター
オアシスの郷

医療法人藤樹会 大津市桜野町一丁目10-5 077-510-5725 077-510-5726

（やまびこ総合支援センター内）
生活支援センター

大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0494 077-527-0334

障害者生活支援センターいるか
社会福祉法人
大津におの浜障害者福祉協会

大津市におの浜四丁目2-33
大津市立障害者福祉センター内

077-527-2355 077-527-2355

障害者相談生活支援センター
やすらぎ

医療法人藤樹会
大津市中庄一丁目15-18
クレストビル２階

077-526-7802 077-526-7803

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

ステップ広場ガル 社会福祉法人しが夢翔会 大津市石山千町270-3 077-534-4477 077-534-4479

杉山寮 社会福祉法人すぎやまの家 高島市今津町杉山253 0740-24-0045 0740-24-0054

清湖園 社会福祉法人ゆたか会 高島市今津町南新保87-14 0740-22-3490 0740-22-6228

藤美寮 社会福祉法人たかしま会 高島市マキノ町西浜1415番地 0740-28-1128 0740-28-0075

滋賀県立むれやま荘 滋賀県 草津市笠山八丁目5-130 077-565-0294 077-565-0295

湖南ホームタウン
社会福祉法人
滋賀県障害児協会

守山市守山町168-1 077-514-1685 077-514-1702

蛍の里 社会福祉法人湖南会 守山市洲本町字井関52 077-585-8850 077-585-8891

もみじ 社会福祉法人大木会 湖南市石部が丘2丁目1-1 0748-77-2532 0748-77-4437

あざみ 社会福祉法人大木会 湖南市石部が丘2丁目1-1 0748-77-2532 0748-77-4437

一麦 社会福祉法人大木会 湖南市東寺2丁目2-1 0748-77-3029 0748-77-2380

落穂寮 社会福祉法人椎の木会 湖南市東寺２丁目2-2 0748-77-2299  0748-77-5588

信楽青年寮　しん 社会福祉法人しがらき会 甲賀市信楽町神山534番地8 0748-82-0588 0748-82-0961

信楽青年寮　らく 社会福祉法人しがらき会 甲賀市信楽町神山534番地8 0748-82-2877 0748-82-0961

るりこう園 社会福祉法人瑠璃光会 甲賀市土山町野上野497 0748-66-1345 0748-66-1065

あかね 社会福祉法人蒲生野会 東近江市小脇町字栄2089 0748-23-6776 0748-23-7155

止揚学園 社会福祉法人汀会 東近江市佐野町885 0748-42-0635 0748-42-0806

かいぜ寮 社会福祉法法人かすみ会 彦根市海瀬町255 0749-43-6111 0749-43-4111

彦根学園 社会福祉法人青い鳥会 彦根市高宮町2671 0749-22-2266 0749-22-9767

ふるさと 社会福祉法人近江ふるさと会 彦根市開出今町1343-3 0749-21-2660 0749-22-4343

湖北会あそしあ 社会福祉法人湖北会 長浜市大戌亥町415-1 0749-68-2666 0749-68-2668

湖北タウンホーム
社会福祉法人
滋賀県障害児協会

長浜市月ケ瀬町525番地 0749-73-3910 0749-73-3920

湖北まこも 社会福祉法人湖北会 長浜市湖北町海老江1073 0749-79-1150 0749-79-1218

■　地域相談支援事業所

■　施設入所支援事業所

-60-



１２　事業所一覧  

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

茗荷塾ワークショップさかもと 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市坂本六丁目26-4 077-578-0147 077-536-6335

ひまわりはうす 大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0492 077-527-0334

花きりん 医療法人藤樹会 大津市湖城が丘28-23 077-575-8782 077-575-8784

セレンディップ 一般社団法人セレンディップ
大津市晴嵐一丁目8-1
晴嵐ビル2階

077-531-1786 077-536-6355

くれおカレッジ 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市一里山一丁目8-29
一里山中央ビル501号

077-543-3662 077-543-3664

滋賀県立むれやま荘 滋賀県 草津市笠山八丁目5-130 077-565-0294 077-565-0295

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

多機能型事業所ふうね 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市和邇北浜555 077-594-8555 077-594-4200

美輪湖マノーナファーム 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市真野四丁目22-51 077-574-6234 077-574-6235

らくわ 社会福祉法人洛和福祉会 大津市横木二丁目5-5 077-510-0112 077-510-0206

Shake Hands 合同会社ふくろう
大津市浜大津三丁目10-3
ハイツ浜大津201号

077-511-9296 077-511-9111

Joblead大津 ＮＰＯ法人江朋会
大津市春日町2-1
COCOLAS大津201

077-522-2707 077-522-2808

ウェルビー大津センター ウェルビー株式会社
大津市中央三丁目2-1
セザール大津森田ビル２階

077-572-5195 077-572-5196

瑞穂 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市中庄二丁目2-11 077-525-9520 077-525-3290

花きりん 医療法人藤樹会 大津市湖城が丘28-23 077-575-8782 077-575-8784

Quocare 株式会社LSH 大津市晴嵐一丁目３-21 077-535-5852 077-575-3553

就労移行支援事業所エール 合同会社Ｃｉｅｌ
大津市晴嵐一丁目17-1
大八ビル２０１号室

077-548-6250 ー

障害福祉サービス事業所
れもん会社

社会福祉法人湘南学園 大津市平津二丁目4-9 077-537-0046 077-537-0061

くれおカレッジ 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市一里山一丁目8-29
一里山中央ビル501号

077-543-3662 077-543-3664

多機能型事業所さくら 社会福祉法人めぶき福祉会 大津市一里山五丁目20-32 077-544-5400 077-544-5442

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

資生園 資生園株式会社 大津市真野四丁目17-26 077-574-5562 077-574-5563

フォレスト石山 合同会社フォレスト 大津市晴嵐一丁目17-1-101 077-536-5458 077-536-5459

WAQUA 株式会社クオリード 大津市石山寺三丁目13-5 077-572-8841 077-572-8847

がんばカンパニー 社会福祉法人共生シンフォニー 大津市大将軍二丁目31-5 077-543-2766 077-543-2651

共生ＯＦＦＩＣＥ 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市大萱七丁目6-43
びわこ共生モール2階

077-543-1111 077-543-2651

はっぴぃミール 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市一里山二丁目8-29
一里山中央ビル１階

077-543-2231 077-543-2232

■　自立訓練事業所

■　就労移行支援事業所

■　就労継続支援事業所Ａ型
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１２　事業所一覧

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

夢の木 特定非営利活動法人夢の木 大津市北比良1043-146 077-596-2782 077-535-6050

蓬莱の家共同作業所 特定非営利活動法人蓬莱の家 大津市南船路271-1 077-592-0185 077-592-0185

働き教育センター大津 学校法人関西福祉学園 大津市南船路40-1 077-592-1717 077-592-1718

多機能型事業所ふうね 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市和邇北浜555 077-594-8555 077-594-4200

ぴあ☆らぼ
特定非営利活動法人
滋賀県精神障害者家族会連合会 大津市和邇今宿892-3 077-575-5648 077-575-5648

ウッディ伊香立
特定非営利活動法人
滋賀県社会就労事業振興センター

大津市伊香立向在地町187-1 077-598-2067 077-598-2067

美輪湖マノーナファーム 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市真野四丁目22-51 077-574-6234 077-574-6235

障害者福祉サービス事業所
おおぎの里

社会福祉法人おおつ福祉会 大津市仰木の里東四丁目1-2 077-572-3366 077-572-3367

いしづみ（いしづみの家） 社会福祉法人いしづみ会 大津市日吉台一丁目14-6 077-577-2360 077-577-2361

イロハニトイロ 合同会社なぎの木 大津市坂本一丁目18-45 077-577-1188 077-577-1191

みどり園 社会福祉法人和光会 大津市坂本四丁目8-50 077-579-3915 077-579-4468

若鮎の家 特定非営利活動法人若鮎の家 大津市坂本六丁目1-11 077-577-2455 077-577-3109

茗荷塾ワークショップさかもと 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市坂本六丁目26-4 077-578-0147 077-536-6335

医療法人藤樹会　ぎんいろ 医療法人藤樹会 大津市桜野町一丁目10-5 077-526-7703 077-526-7704

いしづみ 社会福祉法人いしづみ会 大津市錦織二丁目9-28 077-510-5712 077-510-5713

しえんからさき
一般社団法人
滋賀県介護支援協会

大津市見世一丁目21-11 077-526-7299 077-526-7299

らくわ 社会福祉法人洛和福祉会 大津市横木二丁目5-5 077-510-0112 077-510-0206

はぴねすファーム
株式会社Ｇｅｎ＆Ｈａｐｐ
ｉｎｅｓｓ

大津市浜大津三丁目2-4 077-572-5762 077-572-5762

Shake Hands 合同会社ふくろう
大津市浜大津三丁目10-3
ハイツ浜大津201号

077-511-9296 077-511-9111

PON 合同会社のっとあろーん 大津市石場7-8 077-515-2244 077-515-4107

社会就労センターこだま 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市馬場二丁目13-51 077-527-3789 077-527-4700

ぽっとらっく 株式会社創美 大津市中庄一丁目18-1 077-548-7124 077-548-7125

瑞穂 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市中庄二丁目2-11 077-525-9520 077-525-3290

クロスロード
特定非営利活動法人 ＬＯＶＥ
and ＰＥＡＣＥ Ｐｒａｙ

大津市秋葉台23-7 077-509-8208 077-509-8010

QUO 株式会社クオリード
大津市粟津町7-21
シティコーポせいらん201号

077-572-8841 077-572-8847

Ｑuocare 株式会社LSH 大津市晴嵐一丁目3-21 077-535-5852 077-575-3553

障害福祉サービス事業所
れもん会社

社会福祉法人湘南学園 大津市平津二丁目4-9 077-537-0046 077-537-0061

ノエルしごとの家 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市三大寺1-8 077-545-4121 077-543-9194

ほわいとクラブ 社会福祉法人共生シンフォニー 大津市大江五丁目3-20 077-547-6391 077-547-6392

こ☆らぼ
特定非営利活動法人
滋賀県精神障害者家族会連合会

大津市大萱一丁目13-4
深田ビル1階101号

077-535-9200 077-535-9199

りんごの作業所 りんごの木株式会社
大津市大萱一丁目17-14
松政ビル3階

070-3547-3975 ー

夢創舎 社会福祉法人共生シンフォニー 大津市大将軍二丁目33-6 077-544-6692 077-544-6695

多機能型事業所さくら 社会福祉法人めぶき福祉会 大津市一里山五丁目20-32 077-544-5400 077-544-5442

■　就労継続支援事業所Ｂ型
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１２　事業所一覧  

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

働き教育センター大津 学校法人関西福祉学園 大津市南船路40-1 077-592-1717 077-592-1718

美輪湖マノーナファーム 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市真野四丁目22-51 077-574-6234 077-574-6235

花きりん 医療法人藤樹会 大津市湖城が丘28-23 077-575-8782 077-575-8784

くれおカレッジ 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市一里山一丁目8-29
一里山中央ビル501号

077-543-3662 077-543-3664

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

デイセンター楓 社会福祉法人しが夢翔会 大津市和邇北浜68-2 077-572-9307 077-572-9308

和邇の里 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市和邇今宿815-1 077-535-9030 077-535-9041

社会就労センターあおぞら 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市湖青一丁目1-2 077-594-8411 077-594-8412

「伊香立の杜」木輝 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘1-1 077-598-8001 077-598-8021

小規模多機能型居宅介護事業所
真野の家歩歩

社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市真野四丁目18-8 077-573-8203 077-573-8213

障害者福祉サービス事業所
おおぎの里

社会福祉法人おおつ福祉会 大津市仰木の里東四丁目1-2 077-572-3366 077-572-3367

デイセンターすみれ 社会福祉法人しが夢翔会 大津市坂本五丁目17-25 077-577-3656 077-577-3657

IL Garden
特定非営利活動法人
IL逢坂福祉会

大津市坂本一丁目3-7 077-574-7590 077-574-7591

唐崎やよい作業所 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市弥生町15-10 077-579-5950 077-579-8952

さくらはうす 大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0495 077-527-0348

ひまわりはうす 大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0492 077-527-0334

瑞穂 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市中庄二丁目2-11 077-525-9520 077-525-3290

愛育苑 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市北大路三丁目24-12 077-572-7787 077-572-7782

ステップ広場ガル 社会福祉法人しが夢翔会 大津市石山千町270-3 077-534-4477 077-534-4479

ぽかぽか 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市石山千町281-1 077-537-8550 077-537-8553

生活介護つなぐ 特定非営利活動法人結づ 大津市稲津二丁目3-30 077-548-8120 077-546-7126

いちばん星桐生 社会福祉法人しが夢翔会 大津市桐生二丁目13-5 077-549-0585 077-549-0585

生活介護事業所office-cosiki
特定非営利活動法人
BRAH=art.

大津市瀬田二丁目1-4 077-535-1090 077-535-1090

ノエルしごとの家 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市三大寺1-8 077-545-4121 077-543-9194

生活介護すまいる スマイルケア株式会社 大津市大萱四丁目3-7 077-545-3688 077-545-3688

まちかどプロジェクト 社会福祉法人共生シンフォニー 大津市大萱五丁目6-8 077-543-2844 077-543-2900

ふぁんテンポ 社会福祉法人共生シンフォニー
大津市大萱七丁目6-43
びわこ共生モール1階

077-543-1111 077-543-2651

夢創舎 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市大将軍二丁目33-6 077-544-6692 077-544-6695

がんばカンパニー 社会福祉法人共生シンフォニー 大津市大将軍二丁目31-5 077-543-2766 077-543-2651

■　就労定着支援事業所

■　生活介護事業所・共生型生活介護事業所
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１２　事業所一覧

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

Find 医療法人藤樹会 大津市滋賀里一丁目18-41 077-522-5426 077-522-8291

自立生活援助事業所
オアシスの郷

医療法人藤樹会 大津市桜野町一丁目10-5 077-510-5725 077-510-5726

自立生活援助事業所
やすらぎ

医療法人藤樹会
大津市中庄一丁目15-18
クレストビル２階

077-526-7802 077-526-7803

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

伊香立の杜ショートステイ 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘1-3 077-598-8066 077-598-8037

小規模多機能型居宅介護事業所
真野の家歩歩

社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市真野四丁目18-8 077-573-8203 077-573-8213

ショートスティむくの木 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市杉浦町10-32 077-537-0646 077-537-0675

ステップ広場ガル 社会福祉法人しが夢翔会 大津市石山千町270-3 077-534-4889 077-534-4488

ぽのハウス短期入所
社会福祉法人
滋賀県障害児協会

大津市月輪四丁目17-17 077-548-7058 077-548-7068

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

今宿ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市和邇今宿334-2 077-594-5881 -

グループホーム和楽 資生園株式会社 大津市和邇今宿816-1 077-574-5562 077-574-5563

鎮守の郷 特定非営利活動法人夢の木 大津市北比良957-23 077-596-0084 -

グループホーム第１夢の木苑 特定非営利活動法人夢の木 大津市北比良958-3 077-596-0858 -

グループホーム第２夢の木苑 特定非営利活動法人夢の木 大津市北比良958-3 077-596-0858 -

maison de Reve 特定非営利活動法人夢の木 大津市南小松119-1 077-596-1144 -

ステップハウス・おりーぶ・
南小松

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

大津市南小松1594-273 077-535-0313 077-575-2767

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

大津市南小松1594-357 077-535-0313 077-575-2767

伊香立の杜ケアホーム1 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘1-2 077-598-8055 -

伊香立の杜ケアホーム2 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘1-2 077-598-8055 -

伊香立の杜ケアホーム3 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘1-2 077-598-8055 -

伊香立の杜ケアホーム4 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘1-2 077-598-8055 -

山百合ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市山百合の丘23-13 077-598-8055 -

ステップハウス・おりーぶ・
仰木の里

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 大津市仰木の里六丁目２-９ 077-535-0313 077-575-2767

苗鹿荘 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市苗鹿二丁目28-28 077-578-0834 -

ゆうやけホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市坂本二丁目4-37 077-579-5620 -

グリーンハウス 社会福祉法人和光会 大津市坂本四丁目９-６・９-７ 077-578-7136 -

グループホームみなも 医療法人明和会 大津市坂本四丁目10-38 077-578-2023 077-579-5487

グループホーム大空 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市坂本六丁目16-6 077-579-3767 077-579-3767

坂本ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市坂本七丁目27-15 077-579-5620 -

つむぎの家 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市坂本七丁目27-15 077-579-5620 -

■　自立生活援助事業所

■　短期入所事業所・共生型短期入所事業所

■　グループホーム
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１２　事業所一覧  

わおん障がい者グループホーム坂本 株式会社ゼストヒューマンケア 大津市坂本七丁目3-30 077-535-9021 077-535-9020

下阪本さつきホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市下阪本二丁目17-10 077-578-4038 -

桜野ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市桜野町二丁目10-6 077-521-0138 -

第２桜野ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市桜野町二丁目10-6 077-521-1259 -

南志賀ひまわりホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市南志賀二丁目9-21 077-523-5966 -

青山寮 特定非営利活動法人未来 大津市見世一丁目21-35 077-548-6700 077-548-6700

大津みどりの家 特定非営利活動法人ＡＪＡ 大津市長等三丁目6-16 077-599-0152 077-599-0153

らぽーる梅林 株式会社レグザーク 大津市梅林一丁目4-12 077-548-6992 077-548-6992

中庄ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市膳所一丁目19-17 077-521-1308 -

グループホームぜぜ 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市膳所一丁目24-11 077-527-2000 -

グループホームびわこダルク
特定非営利活動法人
びわこダルク

大津市丸の内町8-9 077-521-2944 -

粟津ホーム 社会福祉法人おおつ福祉会 大津市杉浦町10-32 077-537-0704 -

グループホーム瑞穂 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市若葉台29-23 077-537-8701 077-537-8701

グループホームわかば 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市北大路三丁目８-８ 077-537-3120 077-537-3120

さくらんぼ 社会福祉法人しが夢翔会 大津市赤尾町4-22 077-533-3222 077-533-3222

えがお 社会福祉法人しが夢翔会 大津市石山千町一丁目7-18 077-537-8158 -

スマイル 社会福祉法人しが夢翔会 大津市大平二丁目30-21 077-534-6988 -

第二スマイル 社会福祉法人しが夢翔会 大津市大平二丁目30-21 077-534-6988 077-534-6988

グループホーム大地 社会福祉法人美輪湖の家大津 大津市大平二丁目1-19 077-532-7211 077-532-7211

グループホームすずか 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市石山寺四丁目7-10 077-533-0519 -

グループホームはるか 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市石山寺四丁目4-8 077-537-8877 -

ゆりかもめ 社会福祉法人しが夢翔会 大津市千町一丁目4-25 077-537-9781 -

グループホームにじいろ 社会福祉法人ノエル福祉会 大津市大石龍門一丁目8-1 077-536-5085 077-536-5085

グリツィーニ1 医療法人藤樹会 大津市滋賀里一丁目18-6 077-522-5426 -

グリツィーニ2 医療法人藤樹会 大津市滋賀里一丁目18-6 077-522-5426 -

グリツィーニ3 医療法人藤樹会 大津市滋賀里一丁目18-3 077-522-5426 -

グリツィーニ4 医療法人藤樹会 大津市滋賀里一丁目19-19 077-522-5426 -

ケアホームともる 社会福祉法人びわこ学園 大津市松が丘七丁目15-5 077-507-2373 077-507-2373

りんご２号店 りんごの木株式会社 大津市大江六丁目44-12 070-3547-3975 -

やすら樹の森 ベネディカル株式会社 大津市大萱二丁目19-28 090-2836-0245 -

グループホームるみえ オールスマイル株式会社 大津市大萱四丁目3-7 077-579-5622 077-579-5622

ぷれりゅーど 社会福祉法人しが夢翔会 大津市大将軍一丁目15-6
077-534-4477
(社会福祉法人）

-

ぱうぜ 社会福祉法人しが夢翔会 大津市大将軍一丁目15-4
077-534-4477
(社会福祉法人）

-

はぴねす瀬田 株式会社MYR
大津市一里山一丁目15-15-
102

077-572-8208 077-572-8208

ぽのハウス
社会福祉法人
滋賀県障害児協会

大津市月輪四丁目17-17 077-548-7058 077-548-7068

りんご りんごの木株式会社 大津市月輪五丁目32-12 077-535-5591 077-535-5591
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１２　事業所一覧

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

そら
一般社団法人
ライフサポートえんじぇるす

大津市荒川718-2 077-576-0945 077-576-0945

（北部子ども療育センター内）
わくわく教室

大津市 大津市和邇中176-1 077-594-8415 077-594-8416

放課後等デイサービス・児童発
達支援　ＫＡＯＫＡＯ

株式会社　太栄
大津市長等二丁目1-10
朝日プラザ浜大津103号

077-599-4406 077-599-4409

こぱんはうすさくら
大津京教室

Step S.P.F株式会社 大津市柳が崎9-17-101号 077-526-9550 077-526-9550

らく相談室　まなえだ 株式会社ブライト
大津市梅林一丁目３-１３
リンカーンビル２階

077-524-0717 077-526-5605

やまびこ園・教室 大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0467 077-527-0293

放課後等デイサービス
ハイタッチ

株式会社ピースラボ 大津市富士見台54-40 077-576-9517 077-576-9393

コペルプラス　瀬田教室 株式会社コペル
大津市大萱一丁目18-34
中川ビル３階Ｄ号室

077-526-5793 077-526-5794

（東部子ども療育センター内）
のびのび教室

大津市 大津市萱野浦1-11 077-547-3535 077-544-1415

■　放課後等デイサービス事業所・共生型放課後等デイサービス事業所

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

そら
一般社団法人
ライフサポートえんじぇるす

大津市荒川718-2 077-576-0945 077-576-0945

ここ・チャット 株式会社アバンザール 大津市和邇高城22-4 077-594-0530 077-594-0530

放課後等デイサービス・
キララ

有限会社明日香
大津市真野一丁目10-24
西口ビル1階

077-573-8248 077-573-8250

あかねの家
放課後等デイサービス

有限会社あかねはうす 大津市真野五丁目12-19 080-2452-2575 077-571-6336

放課後等デイサービス
フレンズ　真野

一般社団法人スマイルコム 大津市真野六丁目6-23 077-574-7713 077-502-2234

放課後等デイサービス・みくる 有限会社　明日香 大津市堅田一丁目７-１５ 077-572-1170 077-572-1171

放課後等デイサービス
フレンズ

一般社団法人スマイルコム 大津市本堅田三丁目11-12 077-571-6446 077-571-6117

放課後等デイサービス
さーくる

株式会社マルタヤファーム 大津市本堅田三丁目17-5 077-574-6120 077-574-6121

ぷっぷ
株式会社
ヘルパーステーションみのり

大津市本堅田三丁目29-5 077-572-5515 077-572-5515

このこのガーデン 株式会社一咲
大津市本堅田五丁目16-12
コマザワビル201

077-573-5495 077-573-5496

ここ・すたーと 株式会社アバンザール 大津市衣川二丁目32-21 077-548-7533 077-548-7533

るぴなす
一般社団法人
オールヒューマン

大津市衣川三丁目6-28 077-548-7212 077-548-7212

放課後等デイサービス風和々 株式会社グランデグランデ 大津市坂本六丁目16-58 077-577-1001 077-577-1001

はな  有限会社ゆいゆい 大津市唐崎一丁目34-1 077-577-1869 077-577-1870 

こぱんはうすさくら
ＵＮ工房

Step S.P.F株式会社 大津市桜野町二丁目10-32 077-509-8162 077-509-8162

こぱんはうすさくら
大津京教室

Step S.P.F株式会社 大津市柳が崎9-17-101 077-526-9550 077-526-9550

放課後等デイサービス
ハレソラ～はれわたる空

合同会社S.U.N. 大津市柳川二丁目12-10 077-548-6838 077-548-6838

ミライク　大津唐崎教室 株式会社ＧＩＦＴｅｒ 大津市あかね町13-12 077-572-6814 077-572-6815

柊花-ひいらぎのはな- 一般社団法人Le Houx 大津市蓮池町10-3 077-525-1313 077-525-1314

放課後等デイサービスそれいゆ 株式会社JK 大津市御陵町1-50 077-526-5633 077-526-5635

放課後等デイサービス・児童発
達支援　ＫＡＯＫＡＯ

株式会社　太栄
大津市長等二丁目1-10
朝日プラザ浜大津103号

077-599-4406 077-599-4409

■　児童発達支援事業所
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１２　事業所一覧  

らく相談室　まなえだ 株式会社ブライト
大津市梅林一丁目3-13
リンカーンビル2階

077-524-0717 077-526-5605

ククル 有限会社ゆいゆい 大津市逢坂一丁目14-14 077-521-8189 077-521-8190

放課後等デイサービス
ハイタッチ

株式会社ピースラボ 大津市富士見台54-40 077-576-9517 077-576-9393

すきっぷす・ぷらす 株式会社グルーヴィー 大津市松原町12-10 077-526-5975 077-526-5976

成基の療育教室
ゴールフリーＢ５

株式会社成基 大津市粟津町15-20 ２階 077-531-2550 -

なないろ
株式会社
わくわく共育ステーション

大津市大平二丁目4-30 077-509-9077 077-502-5233

World of Wing 合同会社World of Wing 大津市石山寺四丁目20-10 077-531-0283 077-531-0282

さくら南郷の家 有限会社さくらケアセンター 大津市南郷五丁目3-17 077-532-3300 077-535-8228

小桜の里
医療法人白櫻会
小金沢歯科診療所

大津市大石東四丁目５-６ 077-546-0900 077-546-5890

放課後等デイサービスゆづる 特定非営利活動法人結づ 大津市稲津二丁目3-30 077-546-8110 077-546-6934

アトリエパンダ放課後等デイ
サービス

医療法人白櫻会
小金沢歯科診療所

大津市瀬田三丁目39-17 077-546-5167 077-546-5890

放課後等デイサービス
ゆにこ瀬田

Ｙ＆Ｃ株式会社 大津市瀬田三丁目16-４ 077-572-5436 077-572-5437

放課後等デイサービスゆにこ Ｙ＆Ｃ株式会社 大津市神領三丁目11-6 077-544-3100 077-544-3101

放課後等デイサービス
ぐっどたいむ

株式会社グッドライフ 大津市大江三丁目11-1８ 077-548-8824 077-548-8825

放課後等デイサービス事業所
ぐっどらいふ

株式会社グッドライフ 大津市大江三丁目11-17 077-543-6288 077-572-6233

あすなろＭＡＸ 一般社団法人慶和会 大津市一里山四丁目25-11 077-574-7107 077-553-0685

放課後等デイサービス
あろは一里山

株式会社ＬＳＨ 大津市一里山四丁目27-35 077-575-3195 077-547-4008

あすなろクラブ 一般社団法人慶和会 大津市一里山五丁目19-6 077-575-2656 077-575-2656

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

やまびこ園・教室 大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0467 077-527-0293

らく相談室まなえだ 株式会社ブライト
大津市梅林一丁目3-13
リンカーンビル２階

077-524-0717 077-526-5605

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

やまびこ園・教室 大津市 大津市馬場二丁目13-50 077-527-0467 077-527-0293

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

滋賀県立近江学園 滋賀県 湖南市東寺四丁目1-1 0748-77-2811 0748-77-3630

滋賀県立信楽学園 滋賀県 甲賀市信楽町神山470 0748-82-0051 0748-82-0050

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

びわこ学園医療福祉センター草津 社会福祉法人びわこ学園 草津市笠山八丁目3-113 077-566-0701 077-566-0308

びわこ学園医療福祉センター野洲 社会福祉法人びわこ学園 野洲市北桜978-2 077-587-1144 077-587-4211

■　福祉型障害児入所施設

■　医療型障害児入所施設・療養介護事業所

■　居宅訪問型児童発達支援

■　保育所等訪問支援
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１２　事業所一覧

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

紫香楽病院 独立行政法人国立病院機構 甲賀市信楽町牧997 0748-83-0101 0748-83-1262

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

オアシスの郷 医療法人藤樹会 大津市桜野町一丁目10-5 077-510-5725 077-510-5726

やすらぎ 医療法人藤樹会 大津市中庄一丁目15-18 077-526-7802 077-526-7803

名　称 法人名 所在地 電　話 FAX

びわこダルク
特定非営利活動法人
びわこダルク

大津市丸の内町8-9 077-521-2944 077-521-2977

青少年支援ハウス　輝
特定非営利活動法人
かがやき

甲賀市土山町北土山964-1 0748-60-1169 -

名　称 設置主体 所在地 電　話 FAX

印刷工房ルーツ 企業組合ねっこの輪 大津市梅林一丁目4-4 077-510-5628 077-518-6868

掃除屋プリ 企業組合ねっこの輪
大津市京町三丁目5-12
森田ビル1階

077-522-5196 077-522-1682

くらしの宝島 湖南「障害者」就労事業団 大津市北大路一丁目11-24 077-534-7344 077-534-7391

ねっこ共働作業所 企業組合ねっこの輪 大津市石居一丁目10-13 077-546-2420 077-546-3661

■　地域活動支援センター

■　滋賀型地域活動支援センター

■　社会的事業所

■　指定発達支援医療機関

-68-


