
法人名 事業所名 障害福祉サービス種別住所

社会福祉法人東京都手をつなぐ
育成会

立川通勤寮 宿泊型自立訓練 柴崎町

法人名 事業所名 障害福祉サービス種別住所

一般社団法人WING－NETWORK すぺぃろ 自立訓練（生活訓練） 曙町

株式会社Ｋａｉｅｎ 生活訓練事業所Kaien立川 自立訓練（生活訓練） 柴崎町

特定非営利活動法人立川マック 立川マック 自立訓練（生活訓練） 錦町



具体的な
支援

コンセプト・
特徴

障害者のある方の自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、居室その他の設備を提供し、自立に必要な助言及び指導を
行い、利用者の社会適応能力を向上させ、円滑な社会参加を図ることを目的としています。365日24時間の事業所（福祉サービ
ス）日勤/遅番/宿直/宿直明け　※夜間は宿直者1名・警備員1名常駐。食事は毎日厨房専属スタッフによる手作りのご飯を提供さ
せていただいております（昼食の提供はありません）主な支援内容は以下の通り
①就労支援…勤怠状況確認、職場訪問、職場や就労支援との連携、就労に関する悩みの相談支援など
②金銭管理支援…小遣い帳の記入・確認、毎月の予算立て、予算書に沿った銀行からの入出金手続きなど
③日常生活支援…掃除、洗濯、調理支援、行政手続き同行・代行、通院・買い物同行、障害年金申請など
④健康管理支援…細菌検査、歯科検診、インフルエンザ予防接種、嘱託医面談(内科・精神科・臨床心理士)など
⑤各種講座の開講…スマートフォン・SNSの使い方、性講座、防犯講座など(利用者のニーズに応じて開催しています)
⑥余暇支援…年1回バス団体旅行、お花見BBQ、町内会夏祭り、フットサル大会、大掃除、新年会、食事会など
※なお、社会情勢や感染症などにより、やむを得ず支援内容が変更となる場合があります

〇 金銭管理 〇 通所送迎 ×生活支援 〇 食事提供

服薬管理 × 通院付添

その他

男性：20名　　女性：10名

各居室連暖房、事務室、食堂（保温庫、冷蔵庫）、浴室・脱衣所（男
女別）、洗面所（給湯器）、洗濯室（全自動式洗濯機７台、乾燥機男
女１台ずつ）、娯楽室（テレビ、卓球台、ピアノ他）、静養室（男女
各１室ずつ）、トイレ（利用者、職員、来客用）、相談室（デスク
他）、宿直室（ベット、職員ロッカー）警備員室（ベット、デスク、
食器棚）車椅子対応ありません。

主な支援内容

近隣地域の情
報

地元町会等への参加（町会行事への参加等）。

入居時に必要
なもの等

支援タイプ

健康管理 〇 行政手続き 〇 〇

〇〇サービス包括型、滞在型 医療的ケア

児童

多摩モノレール「柴崎体育館」徒歩約5分

居室環境
一人部屋　6室（男性４，女性２）
二人部屋　12室（男性８、女性４）

設備・環境

ＴＥＬ

ホームページ

交通アクセス

立川市柴崎町4-11-15

家賃

障害者種別

性別
障害支援区分

主に）知的障害者

042-528-3572 ＦＡＸ 042-528-3526

Ｍａｉｌ tachiakwa@ikuseikai-tky.or.jp

サービス種別　 宿泊型自立訓練

住所

立川通勤寮事業所名

○

対象障害

身体 知的 精神 難病

身辺自立されて就労されている方であれば不問

留意事項

対照は主に
(1)15歳以上の知的障害がある方　(2)療育手帳、愛の手帳および障
害福祉サービス受給者証を発行されている方　(3)一般就労をして
いるか一般就労が可能な方　(4)自立の意欲がある方　等で利用期
間は原則２年となっております。

※タンス・収納等用意がありますが、多量の物品の持ち込みはできません。見学等の場であらかじめ置ける荷物のスペースや容
量をご確認の上での搬入をお勧めいたします。荷物の量によっては一部お持ち帰りいただく事もあります。① 衣類② 寝具類③
履き物④ 洗面用具⑤ 洗濯用具⑥ 入浴道具⑦ 食器類(マグカップ等のコップ～食堂や居室で使用することがあります)⑧ その他
（テレビ等）

利用者
状況等

食費 光熱水費 日用品費

0 朝４００円、夜６５０円
減免あり １日３００円 各自

生活費
（1か
月あた
り）

男性：20名　　女性：10名

サービス情報・事業所PR・写真等

定員

アクセスマップ

mailto:tachiakwa@ikuseikai-tky.or.jp


具体的な
支援

コンセプト・
特徴

原則月～金の午前午後と講座を開設しています。生活訓練という枠組み（事
業）を用いてコミュニケーションスキルや自己理解などを高めていくよう
な、専門講師をお招きしてプログラム（講座）を数多く行う事業所となって
おります。次のステップに向けて基盤を固めていきたい方だけでなく、リ
ワークなどで使われている方もいらっしゃいます。講座提供だけでなく、お
一人一人に合わせた個別支援（面談や通院同行など）や計画相談、就労支援
も関連事業所と連携して進めていくことができます。

通所型 医療的ケア ×

生活支援 〇 食事提供 〇

服薬管理 × 健康管理 × 行政手続き 〇

居室環境
・ビル３階奥のワンフロアを借りています。
・休憩できる小スペースあり。
・相談室１室あり。

設備・環境

金銭管理 × 通所送迎 ×

・エレベーターあり。
・日当良好、窓側は日差しが強くなりすぎないようにブラインドを設
置。
・ビル備え付けの大型エアコンあり。
・トイレ（男女別）、給湯室は室外の共有フロアにあり。
・お弁当を温めて提供するためのスチーマーあり。

主な支援内容

近隣地域の情
報

・立川駅近くなのでお店には不自由しません。
・JRだけでなく、多摩モノレールや各社バスなども利用できます。
・当施設は隣の日野市にまたがるParquetグループに所属する施設となりま
す。提携先として日野市にある事業所（モノづくり、空き家清掃作業など）
と連携した、講座とは異なる日中活動を提供できます。

通所時に必要
なもの等

支援タイプ

・特になし

通院付添 〇

サービス情報・事業所PR・写真等

定員

その他

20名

利用料あり（前年度所得による）

住所

ホームページ

交通アクセス

JR立川駅北口より徒歩約８分

立川市曙町2-34-6　小杉ビル３F

ＴＥＬ 042-525-7579 ＦＡＸ 042-525-7579

Ｍａｉｌ spero@parquet.jp

http://recoverycollege.jp/spero/

家賃

障害者種別

性別

事業所名 すぺぃろ

サービス種別　 自立訓練（生活訓練）
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

利用者
状況等

食費 光熱水費 日用品費

なし 昼食２００円 なし 実費
生活費
（1か
月あた
り）

障害支援区分

精神障害・発達障害・軽度知的障害

男女混合

問わない

留意事項 介助を要さず自力通所のできる方

アクセスマップ

mailto:spero@parquet.jp
http://recoverycollege.jp/spero/


居室環境
訓練室の他に相談室、キッチンなど。
机の他に、ラグ(絨毯)に座って参加していただくなどその方に合わせ
た参加の形式が可能です。

設備・環境

キッチンに冷蔵庫やレンジ、ケトル等完備。
休み時間に利用者同士の交流を目的に、switchやカードゲーム、また
発達障害に関する本などもおいてます。
車いすの利用は難しいです。

主な支援内容

近隣地域の情
報

各線立川駅近くということもあり、昼食先は沢山あります。(昼食の提
供はないため各自自由に摂っていただいています。

入居時に必要
なもの等

支援タイプ

特になし。

健康管理 〇 行政手続き × 通院付添 〇

利用者
状況等

食費 光熱水費 日用品費

なし 各自 なし なし
生活費
（1か
月あた
り）

https://www.kaien-lab.com/

家賃

障害者種別

性別
障害支援区分

問わない

男女混合

問わない

留意事項

障害種別は問わないが、主
に発達障害の方が9割以上利
用

サービス情報・事業所PR・写真等

定員

その他

20名

精神 難病 児童

Ｍａｉｌ career-tk@kaien-lab.com

事業所名 生活訓練事業所Kaien立川

ＴＥＬ 050-2018-3218 ＦＡＸ 050-2018-0907

立川駅（JR中央線） 徒歩4分
立川南駅（多摩都市モノレール線） 徒歩1分

https://www.kaien-lab.com/wp-
content/uploads/2021/02/9520943ed114a48

847057b99d7bd997e.pdf

東京都立川市柴崎町3-10-5 大雅ビル2階

○ ○ ○
サービス種別　 自立訓練（生活訓練）

住所

ホームページ

交通アクセス

対象障害

身体 知的

具体的な
支援

コンセプト・
特徴

発達障害に特化した事業所になります。
優先順位のつけ方など特性に応じたプログラムの他に、生活に密着し
た内容もあります。知識として得る(インプット)だけではなく、実行
(アウトプット)を重要視して取り組んでおります。
主な診断はADHDやASD、学習障害(LD)の方になります。平均年齢は20
代中ごろと比較的若い方が多いです。

通所型 医療的ケア ×

生活支援 〇 食事提供 × 金銭管理 〇 通所送迎 ×

服薬管理 ×

アクセスマップ

https://www.kaien-lab.com/
mailto:career-tk@kaien-lab.com
https://www.kaien-lab.com/wp-content/uploads/2021/02/9520943ed114a48847057b99d7bd997e.pdf
https://www.kaien-lab.com/wp-content/uploads/2021/02/9520943ed114a48847057b99d7bd997e.pdf
https://www.kaien-lab.com/wp-content/uploads/2021/02/9520943ed114a48847057b99d7bd997e.pdf


〇 通院付添 〇

〇 食事提供 〇 金銭管理 〇 通所送迎

○

具体的な
支援

コンセプト・
特徴

立川マックは、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症からの回復
と、社会復帰を支援するリハビリテーション施設です。通所時のグ
ループミーティングを中心としたプログラムの提供と訪問支援を行っ
ています。年中無休で月曜から金曜は9：00～17：00、土、日曜は
12：00～17：00に開所しています。利用スケジュールは個別に相談
の上、計画します。

生活訓練、通所型 医療的ケア ×

生活支援

サービス種別　 自立訓練（生活訓練）

住所

ホームページ

交通アクセス

JR立川駅、多摩モノレール立川南駅よ
り徒歩10分

立川市錦町2-6-20
　円理ビル202号（事務所）

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

事業所名 立川マック

ＴＥＬ 042-521-4976 ＦＡＸ
Ｍａｉｌ

サービス情報・事業所PR・写真等

定員

その他

利用者
状況等

生活費
（1か
月あた
り）

042-595-6903

http://tachikawa-mac.sakura.ne.jp/

家賃

障害者種別

性別
障害支援区分

精神

男女混合

問わない

留意事項
依存症に特化した日中活動の場
所、プログラムを提供

食費 光熱水費 日用品費

居室環境
通所型。ミーティングおよび作業室は2室あり、席数14名と6名。面談
室1室。休憩室1室。

設備・環境

各部屋にトイレ、台所はあり共有して使用します。全室エアコン、空
気清浄機あり。車いすでの利用は一部可能です。トイレには補助具設
置。

主な支援内容

近隣地域の情
報

施設は駅から比較的近くの住宅街にあり、近隣に商店等は多く、病院
は複数あります。

入居時に必要
なもの等

支援タイプ

通所時に使用するスリッパ

〇

服薬管理 〇 健康管理 〇 行政手続き

アクセスマップ

http://tachikawa-mac.sakura.ne.jp/

