
～グループホームは自らの生活力・スタッフの支

援・入居者同士のサポートにより快適な地域生活

を実現する場～ 

スタッフ：常勤 4名・非常勤 2名 

●グループホーム ひだまり（共同生活援助） 

住所：三郷市早稲田 6丁目（居室 5・交流室 1） 

交通：最寄り駅＞JR 武蔵野線 新三郷駅・三郷駅より徒

歩 25 分 

定員：5名（男性） 

建物：戸建住宅 

                        

●グループホーム みらい（共同生活援助） 

住所：三郷市早稲田 2丁目（居室 5・交流室 1） 

交通：最寄り駅＞JR 武蔵野線 三郷駅から徒歩 10分 

定員：5名（性別不問） 

建物：マンション（2DK） 

                        

●グループホーム すみれ（共同生活援助） 

住所：三郷市早稲田 1丁目（居室 6・交流室 1） 

交通：最寄り駅＞JR 武蔵野線 三郷駅北口より 

徒歩 5分 

定員：6名（性別不問） 

建物：アパート（ワンルーム） 

 

●さくらホーム（共同生活援助） 

住所：三郷市早稲田 1丁目（居室 5・交流室 1） 

交通：最寄り駅＞JR武蔵野線 三郷駅北口より 

徒歩 5分 

定員：5名（性別不問） 

建物：アパート（ワンルーム） 

 

●グループホーム はまなす 

住所：三郷市早稲田 2丁目（居室 6・交流室 1） 

交通：最寄り駅＞JR武蔵野線 三郷駅北口より 

徒歩 10分 

定員：6名（性別不問） 

建物：アパート（ワンルーム） 

 

 

 

●みさと福祉会のご紹介 
みさと福祉会は、平成 7 年 4 月に精神障害者の社会参

加と地域生活の向上をめざして、家族・ボランティアの

協力で設立されました。同月、小規模作業所レモンカン

パニーを開設し、その後も小規模作業所、グループホー

ム、ショートステイなどを開設し精神障害者の地域生活

支援に取り組んできました。 

平成 15年 10月に社会福祉法人川の郷福祉会にレモン

カンパニーとフレンズの事業を移管、平成 18年 10 月に

はすべての事業を川の郷福祉会に移管しました。 

みさと福祉会の活動は障害者福祉に関する啓発とと

もに、川の郷福祉会の活動の財政的援助を行い、川の郷

福祉会と一体となって事業の発展と障害者の地域生活

支援の充実に努めていきます。 

 

* ひとりひとりが福祉の支え手 * 

～みさと福祉会に入会をお願いします～ 

・正会員   2,000円（年額） 

・特別会員  1,000円（月額） 

・賛助会員  1,000円（年額） 

 

問い合わせ先 048-958-0018 

       川の郷福祉会事務局内 

 

 

 

 

心ひらいて暮らせる街に 

障害福祉サービス事業のご案内 

     

     

社会福祉法人 川の郷福祉会 
〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 1－11－10 
Tel 048－958－0018／Fax 048－958－0170 
E-mail：kawanosatofukushikai@yahoo.co.jp 

●社会福祉法人 川の郷福祉会について 

設立：平成 15年 9月 10 日  

mailto:kawanosatofukushikai@yahoo.co.jp


事業種別：第二種社会福祉事業 

組織：理事長 萩 進  理事 6名  評議員 7名 

川の郷福祉会 事業の沿革         

・平成6年10月 ：「三郷市に精神障害者の作業所を作る会」 

設立総会。 

・平成7年4月 ：精神障害者地域福祉団体「みさと福祉会」 

を設立。共同作業所レモンカンパニーを三郷

1丁目に開設。 

・同年6月 ：共同住宅を早稲田 6丁目に開設。 

・平成8年4月 ：共同作業所フレンズ(小規模作業所)開設。

レモンカンパニーを早稲田 1丁目に移転。 

・同年11月 ：軽食・喫茶豆の木を開設。 

・平成9年4月 ：グループホームひだまり開設。 

・平成10年4月 ：グループホームすみれ・みらいを開設。 

・平成12年4月 ：憩いの場オアシス（小規模作業所）開設。

無認可グループホームさくら(8名)開設。 

・平成15年4月 ：グループホームさくら開設。 

・平成15年9月 ：「社会福祉法人川の郷福祉会」設立。 

レモンカンパニーは小規模通所授産施設

（法定）となる。(10月 1日開設) 

・平成16年12月 ：｢第 1回精神保健福祉フォーラム in三郷」 

・平成18年3月 ：第２回精神保健福祉フォーラム「心ひら

いて暮らせる街に」を文化会館にて開催。 

・平成18年4月 ：「心ひらいて暮らせる街に」みさと福祉会

10周年記念誌を発刊。 

障害者自立支援法によりグループホーム

4事業・憩いの場オアシスも法人事業に。 

・平成18年5月 

・平成18年10月 

・平成26年2月 

・平成26年5月 

・平成30年4月 

・平成30年9月 

・令和1年9月 

：精神保健福祉埼玉県知事表彰を受賞。 

：各施設は障害福祉サービス事業に移行。 

：障害者生活支援センターみさとコスモス開設。 

：レモンカンパニーが早稲田１丁目に移転 

：フレンズが就労B事業所に指定。 

：三郷市社会福祉大会・三郷社会福祉協議会表彰を受賞 

：おれんじが生活介護に移行・彦江に移転 

 

●法人理念 

・障害を持ちつつ、生き生きと豊かに地域で生活します 

・地域の人々とともに支えあい、 

学びあい、よりよい地域社会をつくります 

・基本的人権を守り、 

差別と偏見のない社会をめざします 

・障害者を持つ人たちに必要な社会資源をつくります 

                        

●事業内容 

○日中活動・就労継続支援Ｂ型 レモンカンパニー 

・就労継続支援Ｂ型 フレンズ 

・生活介護 おれんじ 

・地域活動支援センター憩いの場オアシス 

○住まいの場 共同生活援助・グループホームひだまり 

・グループホームみらい・グループホームさくらホーム 

・グループホームすみれ・グループホームはまなす 

○相談の場 

・障害者生活支援センターみさとコスモス 

障害者・児童の生活全般に関する相談 

 

                        

●就労継続支援Ｂ型 レモンカンパニー 

設立：平成 7年 4月 1 日 指定Ｈ24.10.1 

住所：三郷市早稲田１丁目 

TEL：048－940－1290 FAX：048－948－6616 

利用定員：14名（精神障害） 

スタッフ：常勤 3名・非常勤 4名 

開所日時：月～金 AM9:00～PM4:00 

活動内容：製菓・喫茶・委託業務・ 

働くことを中心に、次の４つの作業グループに分かれ

て活動しています。 

① クッキーやパウンドケーキ、焼菓子の製造・販売 

② 軽食・喫茶レモンのランチや飲み物の提供 

③ 清掃業務請負（アパート・車両） 

④ 軽作業・ミニコミ誌の配布 

 

 

 

●就労継続支援Ｂ型 フレンズ 指定Ｈ30.4.1  

設立：平成 8年 4月 1 日 住所：三郷市早稲田３丁目 

Tel：048－958－7730  Fax：048-958-7730 

利用定員：10名（精神障害） 

スタッフ：常勤 1名・非常勤 2名 

開所日時：月～金 AM9:00～PM4:00 

活動内容：・ミニコミ誌の配布・資源回収 

・アルミ缶回収 

・手すきハガキの作成、販売 

・ミーティング 

●生活介護 おれんじ 指定 R01.9.1 

住所：三郷市彦江１丁目 

ＴＥＬ：048-960-0019 FAX：048-969-4119 

利用定員：15名（知的障害者） 

スタッフ：常勤 3名・非常勤 2名 

看護師 1 名・嘱託医 1 名 

開所日時：月～金 AM9:00～PM4:00 

活動内容 日常生活支援・創作活動・ミニコミ誌配布・

資源回収・野菜販売 

                        

●地域活動支援センター 憩いの場 オアシス 

設立：平成 12年 4 月 1日 指定 H18.10.1 

住所：三郷市早稲田１丁目 

Tel：048－958-6674  Fax：048-958－0170 

利用定員：10名（精神障害） 

スタッフ：常勤 1名・非常勤 2名 

開所日時：平日 AM9:45～PM4:45 

活動内容：憩いの場としての利用 

・料理や書道、ハーブの小物づくりなど 

作業活動に参加しない方も利用ができます。憩いの場・

交流の場・ホッとできる場。仲間作りもできます。 

                        

●障害者生活支援センターみさとコスモス 

設立：平成 26年 2 月 1日 

住所：三郷市早稲田１丁目  

Tel：048-954-7925 Fax:048-958-0170 

スタッフ：常勤 1名・非常勤 1名 

三障害・児童の相談に対応しています。 


