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概 要

この冊子は、綾川町民の方々が、日々の暮らしの中で利用できる情報を集めたものです。誰もが、住み慣れた地域
（綾川町）で暮らし続けるために、町民の方々の生活をサポートすることを目的に作成しております。子どもからお
年寄りまで、あらゆる世代で活用して頂ける情報がつまっております。この冊子が、少しでもみなさんの暮らしのお
役に立てれば幸いです。是非、ご利用ください。

【ホームページ掲載について】
この冊子に掲載している情報は、店舗・機関等の都合により変更となる場合があります。修正・追加の情報については、綾川町
社会福祉協議会のホームページに掲載しますので、適時ご確認ください。

http://www1a.biglobe.ne.jp/ayagawasyakyo/綾川町社会福祉協議会　　ＨＰアドレス

《冊子ご利用上の注意事項》
○最新情報及び詳細については、必ず業者・機関等に直接ご確認ください。
○データーの管理については、綾川町社会福祉協議会にて行います。
○掲載情報につきましては、平成29年1月31日現在のものです。発行後、予告なく変更される場合が　
　ございますので、予めご了承ください。
○掲載内容は、主に掲載される店舗・機関等から社会福祉協議会職員が聞き取りした内容であり、
　掲載許可が得られた場合のみ掲載しております。すべての店舗・機関が掲載されていませんので予　
　めご了承ください。
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高齢者・生活編

地
域
のお

役立ち情報!



★病院（綾歌地区医師会 綾川町）
名　称

綾上診療所（綾川町国保） 綾川町山田下3352-1 087-878-2002

綾川クリニック 綾川町陶4511-1 087-876-5151

今村整形外科医院 綾川町陶2464-1 087-876-1500

087-870-8181うえだ眼科 綾川町陶2602-6

うきた整形外科 綾川町陶3775-6 087-876-5000

1

3

4

5

6

桑島医院 綾川町山田上甲1307-1 087-878-2005

このはなクリニック 綾川町小野甲566 087-876-8711

さくらづか吉田クリニック 綾川町陶4185-1 087-870-8000

087-876-0056陶病院（綾川町国保） 綾川町陶1720-1

枌所巡回診療所 綾川町枌所東1146-1 087-878-2071

7

8

9

10

2

滝宮総合病院 綾川町滝宮486 087-876-1145

西クリニック 綾川町畑田632-15 087-877-2221

羽床上診療所（綾川町国保） 綾川町羽床上605-8 087-878-1483

087-877-0520松本内科胃腸科医院 綾川町畑田673-1

溝渕クリニック 綾川町滝宮555-1 087-876-0056

11

12

13

14

15

三宅医院 綾川町陶5890-5 087-876-0125

山下整形外科医院 綾川町畑田1071-1 087-877-2272

よしだ内科消化器科医院 綾川町小野甲1147-7 087-876-5110

16

17

18

所在地 電話番号
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★病院（綾歌地区医師会 綾歌町）
名　称

おおくぼ内科医院 綾歌町富熊1077-1 0877-86-6550

くすはら整形外科・外科医院 綾歌町岡田東2269-7 0877-86-2340

楠原内科医院 綾歌町岡田東2266-3 0877-86-3005

0877-86-3038小林医院 綾歌町岡田下500-1

しげのぶ医院 綾歌町栗熊東66-6 0877-86-6355

1

2

3

4

5

和田内科医院 綾歌町栗熊東506-1 0877-86-61616

所在地 電話番号

★病院（綾歌地区医師会 飯山町）
名　称

大西内科循環器科医院 飯山町川原1083-6 0877-98-2455

空下クリニック 飯山町川原832-1 0877-59-7211

竹川整形外科クリニック 飯山町川原803 0877-98-2600

0877-98-0710平川クリニック 飯山町西坂元705-1

みさき眼科クリニック 飯山町下法軍寺592-1 0877-98-7773

1

2

3

4

5

三崎耳鼻科クリニック 飯山町川原1847－４ 0877-98-76966

0877-98-7007宮井内科医院 飯山町川原227-1

杢保小児科医院 飯山町川原972-1 0877-98-2010

4

5

吉馴医院 飯山町下法軍寺858 0877-98-20126

所在地 電話番号
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★歯科医院（綾川町）

★病院（綾歌地区医師会 国分寺町）
名　称

綾こどもクリニック 国分寺町福家甲3174-4 087-875-2220

上原耳鼻咽喉科医院 国分寺町新居1362 087-874-4133

こくぶ脳外科・内科クリニック 国分寺町福家甲3812-1 087-875-2255

087-874-3711白井内科医院 国分寺町新名440-23

タオカ整形外科医院 国分寺町新居1310-1 087-870-6700

1

2

3

4

5

高畠病院 国分寺町新名500-1 087-874-31316

中川皮膚科医院 国分寺町新名1288-6 087-870-6660

端岡厚生クリニック 国分寺町新居469-6 087-874-0003

むらせ内科クリニック 国分寺町新名1632-1 087-813-7330

087-874-0077山下医院 国分寺町国分2155-3

山田医院 国分寺町新居3388 087-874-0040

7

8

9

10

11

吉田眼科 国分寺町新居1356-1 087-875-101012

所在地 電話番号

名　称

高橋歯科医院 綾川町滝宮570-8 087-876-1666

087-876-5433

087-876-0324

ぱーるしかいいん イオンモール綾川２Ｆ 087-876-8766

ふくい歯科医院 綾川町萱原807-3

にこにこ歯科 綾川町陶4178-2

かさいデンタルクリニック 綾川町陶5870-2

087-876-3121

1

2

3

4

5

浜﨑歯科医院 綾川町畑田812-1 087-877-22116

所在地 電話番号
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★介護保険事業所及び施設
名　称

訪問看護ステーション　たきのみや 087-876-1066

特別養護老人ホーム　楽々苑 087-876-1158

楽々苑居宅介護支援事業所 087-876-1158

087-876-1158楽々苑訪問介護事業所

老人短期入所事業（楽々苑） 087-876-1158

1

2

3

4

5

指定居宅介護支援事業所　どんぐり 087-876-56566

リハビリ・デイケア　オーク 087-876-5600

グループホーム　さくら 087-876-5661

087-876-3456グループホーム　プラム

訪問看護ステーション　どんぐり 087-876-6656

7

8

9

10

リラックスケアステーション 087-876-675711

ハウスリフォーム福祉事業部 087-876-2400

綾川町社会福祉協議会 087-876-4221

087-876-3327有料老人ホームひな菊の華Ⅰ・Ⅱ

ウイック居宅介護支援センター 087-876-3327

12

13

14

15

ウイックひな菊デイサービス 087-876-332716

ウイック訪問介護サービスひな菊 087-876-3327

学び舎あやがわ 087-876-6338

087-876-6200デイサービスセンター綾川

明日に架ける橋 ※1

※1 訪問介護 ※2 福祉用具貸与 ※3 訪問介護・居宅介護支援 ※4 特定福祉用具販売 ※5 介護予防支援

087-876-6025

17

18

19

20

電話番号 名　称

トーカイ高松営業所 087-870-8778

居宅介護支援事業所　一合一笑 087-816-6316

だいとう 087-877-2611

087-813-6828居宅介護支援事業所　空の風

ヘルパーステーション　海ほたる 087-813-7878

21

22

23

24

25

民家デイサービス　一合一笑　綾川 087-899-556626

辻上薬局綾上店指定居宅介護支援事業所 087-878-3780

特別養護老人ホーム　松林荘 087-878-2188

087-878-2188松林荘ケアプランセンター

松林荘デイサービスセンター 087-878-2188

27

28

29

30

松林荘ショートステイセンター 087-878-218831

あゆみ居宅介護支援事業所 087-878-0161

有限会社　明日香 087-878-2197

087-814-5616有限会社　元気

ケアプランきまい 087-878-2002

32

33

34

35

綾川町指定訪問看護ステーション 087-876-226638

綾川町指定通所リハビリテーション　ふれあい 087-876-1901

介護老人保健施設　あやがわ 087-876-6260

087-876-4397綾川町老人介護支援センター

綾川町地域包括支援センター 087-876-1002

39

訪問看護ステーション　Re:Home 087-877-140036

デイサービス　一合一笑　滝宮 087-813-760137

40

41

42

電話番号

※2 ※4

※2 ※4

※3

※4

※5
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★薬局（綾川町）
名　称

もみの木薬局　綾川店 綾川町小野甲567-1 087-876-9383

ダイヤ薬局　滝宮店 綾川町滝宮556-6 087-876-8101

たきのみや三好薬局 綾川町滝宮479-10 087-876-0316

087-876-0030コバンヤ薬局 綾川町滝宮1360-1

スター薬局　滝宮店 綾川町滝宮496-1 087-814-4886

1

2

3

4

5

もみの木薬局　滝宮店 綾川町滝宮491-6 087-876-93816

イオン薬局　綾川店 綾川町萱原822-1 087-876-6224

もみの木薬局 綾川町陶1719-1 087-876-9341

スエ薬局 綾川町陶1724-1 087-876-0271

087-870-8350辻上薬局　陶店 綾川町陶2603-1

プラム調剤薬局 綾川町陶4084-10 087-870-8878

7

8

9

10

11

かすみ薬局 綾川町陶4185-7 087-876-574412

にこ調剤薬局　綾川 綾川町陶4511-6 087-899-5115

087-877-1125ＮＰかざしが丘調剤薬局 綾川町畑田696-16

辻上薬局　綾上店 綾川町山田上甲1331-3 087-878-3780

13

14

15

三好薬局　山田支店 綾川町山田下3392-4 087-878-270516

所在地 電話番号

★歯科診療所
名　称

綾上歯科診療所 綾川町山田下3334-2 087-878-20361

所在地 電話番号
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支え合いの地域づくり

見守りで
ほっと歓

声かけで
ほっと歓

散歩のお誘いをしたり、夜
の散歩時、部屋の電気が点
いているとホットする。

散歩の際、高齢者同
士が声を掛け合って
いる。

再々訪問しないと会えない時があ
る。根気よく訪問し、声かけする。

一緒に体を動かし、ストレッ
チをして帰りに「足が軽く
上がって楽になった」と喜
んでくれた。

ゴミ収集日を前もって
知らせてあげる。

一人、部屋にいる人に、野菜を持って
行き、「○○さん元気」と声かけする。

「どうしたん」
「気を付けて帰ってよ」

お買いものが困
っている方に声か
けする。

久しぶりに顔を見つけ
、声かけすると喜んで
くれた。

独居老人のお体の
不自由な方にお電
話でのお話合いを
しています。

独居の人に訪問しておしゃ
べりをして喜んでくれると
自身も楽しい時間を過ごせ
ます。

昼の挨拶をすると、「毎日毎
日よう散歩させるなあ（犬）」
と逆に褒められた。

ショートに週3回、利用する
ことになったので安心した。

週に1回、食事を持っていく
時に、にこにこ迎えてくれる。

ウオーキング途中での声かけ・
挨拶が楽しくなっている。

老人会に寒くても元気に参加し
ている姿を見ると嬉しくなる。

高齢者のお世話をして
いて色々お話の中で参
考になることがある。

さりげなく見守りをしていて、
記録カードを作成している。犬の散歩で日常の見守り

（ワンワンパトロール）

毎日3回、実家に訪問し
て親の介護を子供たち
で見ている。

普段の生活の中で見守
り、訪問の際は、気持ち
よく迎えてくれます。

※H28年度まちかどほっと歓事業地区別会議にて
9



役 立 つ
ほっとな耳より情報コーナー綾川町の !

①地区名
②場　所
③内　容

①昭和地区
②絵美美容室
③出張・送迎してくれます。
　出張費・送迎費無料です。

①昭和地区
②道路沿い
③下校時の見守り（小学生）
　をしています。野菜作りの
　応援もしています。

①昭和地区
②マイほーむ
③モーニングあり。人が
　集まっている。居場所。

①昭和地区
②旧北保育所
③何かに活用
　できそうですよ。

①昭和地区
②明代美容室
③迎えに行ったり、送って
　行ったりと親切に対応。
　喜ばれている。

①昭和地区
②伊賀の肉屋
③お惣菜もあります。

①千疋地区
②千疋地区
③年1回地区集会場で
 （上千疋）バーベキュー
　を行ってます。婦人会主
　体です。

①昭和地区
②馬場崎
③認知症初期の方に散歩
　中、声かけし、いきいき
　サロンに誘いました。

①昭和地区

②とくし丸

③南かざし団地の集会場へ火・金の午後14時～14
　時45分ごろまで、スーパー車が来ています。300
　品目積んで販売に来てくれます。誰でも利用でき
　るので,高齢者の方に教えてあげて欲しいです。

　移動スーパーはありがたい。

　食品はもちろん、生活雑貨も売っています。

　足の悪い人は玄関前で車を止めてくれます。

①千疋地区
②公民館
③もう少し有効活用すれば、
　もっと交流がもてるだろう
　なあ。

①畑田地区
②谷沢美容室
③お年寄りを送迎してくれ
　てます。
・予約すると送り迎えもして下さ
　り、お年寄りは喜んでいます。
・連絡すれば送迎して貰えます。

①畑田地区
②とくし丸
③火曜日・金曜日の週2回移
　動販売車来てます。
・車を持たない方々に喜ばれ
   ています。

①南かざし団地
②とくし丸
③団地内数カ所又個別に週
　2回回ってきます。注文も
　聞いてくれるので便利です。

①南かざし団地
②団地内
③ゴミ出しの時に必ず声かけ
　しています。元気にあいさ
　つすることが多いです。

①南かざし団地
②認定子ども園「にじ」

③利用することが出来て
　良いです。

①南かざし団地
②よつば食堂
③弁当・ランチがあり、コーヒー・お酒のサービ
　スもあり。散歩中にちょっと寄ることが出来る
 「憩いの場所」にもなっている。

①南かざし団地
②団地集会場
③団地集会場を利用して、月1回茶話会を実施し
　ています。だれでも、いつからでも参加できます。

①畑田地区
②畑田団地

①南かざし団地

②団地内

③朝のラジオ体操（月～土）や
　いきいきサロンを活発にして
　います。
　
　出席することによって色々な
　方とつながって次の機会（他
　の集まり）にも参加すること
　ができる。

　100歳体操も始まって、知らな
　かった方の名前が覚えられた。

③子どもが下校の時
　にボランティア（
　有志）が迎えに行
　っています。見守
　り行ってます。

①畑田地区
②コープ（生協）
③生活支援として利
　用してます。玄関
　～玄関へと助けら
　れています。

※H28年度まちかどほっと歓事業お役立ち情報シートより
10



①地区名
②場　所
③内　容

①滝宮地区
②グリーンハイツ
③100歳体操を団地内で
　行っており、久しぶりに
　盆踊りに参加。子どもも
　参加しました。

①滝宮地区
②平田商店
③近所の買い物場所として
　助かっています。

①滝宮地区
②上川原公民館
③毎週金曜日、100歳体操しています。情報収集
　の場になっています。

①羽床地区②いきいきサロン、100歳体操
③サロンは堤と大坪（20人中男性5人）、
　100歳体操（2回）もしている。お話し
　を楽しんでいる。

①羽床地区②山添地区辺り
③男性数名で健康のため歩いています。
　それが見守り・声掛けにつながってい
　ます。

①滝宮地区
②美容院リリオ、オレンジハウス

③近所の集まる場として、女性はリリオ、
　男性はオレンジハウスに行っています。

①陶地区 ②十瓶団地

③100歳体操用に
　椅子が8脚
　増えました。

①陶地区 ②改善公園
③地域の中の公園は
　貴重です。

①陶地区 ②大宮神社

③子どもの遊び場に
　なっています。
（キャッチボール）

①陶地区
②いきいきサロン大成
③ボランティア陣が
　若く、バイタリティに
　富んでいます。

①枌所地区
②喫茶リーフ
③ランチを食べに集まって
　くる。居場所のようになっ
　ている。お店の人が学び
　合い講座修了者です。

①枌所地区
②念隆寺
③お茶の接待あり。
　トイレを貸して
　貰えます。

①牛川地区
②近所で
③歩いている時に
　声かけしています。

①牛川地区
②クラブ活動
③たくさんクラブ
　活動があります。

①山田地区
②アイドル（喫茶店）
③居場所になっています。お茶
　をみんなで飲みながら話を
　しています。

①山田地区
②岡製麺所
③居場所になっています。
　集まってます。

①牛川地区 ②サロン活動

③来てない人への声かけが
　出来ている。集まる場所
　まで、来られない人は、
　協力して送迎しています。

①羽床上地区

②小規模多機能型居宅介護：綾川
 （旧羽床上小学校跡地）

③小学生が放課後に寄って帰ることも。
　地域の人が気軽に出入りできる居場
　所を目指しています。気軽にお越し
　下さい。

まちかどほっと
歓事業協力員さん
より情報提供
いただきました。
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綾川町にお話がいっぱい!

お話ボラン
ティアで
感じたこと

施設訪問にて
言われた言葉

個別訪問にて
言われた言葉

毎月行くたびに待ってい
たよ云われること、良かっ

たと思います。

歌の本を作ってからは、音
楽、歌を歌うこと利用者様
も喜んでくれています。

楽しく音楽を皆で歌
っていきたい。

会話出来難い人とは、
なかなか難しい

夏祭りに楽々苑に参加しました。
その折、入所者の嬉しそうで素敵
な笑顔を見ると是非、来年も参加

出来たらと思いました。

初めはうつむいてほとんど反応
していなかった人が、みんなで
歌っている間に、小さな声で口
ずさみ始め笑顔も見られるよう

になった。

明るい笑顔が見ら
れると何より元気
が出ました。

いつも有難うと言
ってくれます。

自己紹介と地元（郷土）
のめずらしい処を紹介

してくれた。

行ったときに
喜んでくれ帰る時には又来て下さい楽
しかったです。この言葉がうれしくて。

一人で住んで頑張っている訪問先
の人ですが、いつも「来てくれるの
を楽しみにしていたよ。」「気を付
けてかえってね。また来てね。」と
言ってくれます。高齢になり、十分
に行動できない苛立ちと不安が感
じられますが、一時の間でも楽しく

話したいと思っています。

「家族やみんな
がいるから、どん
なにつらい事が
あっても自殺だ
けはしないと思
っている。」

おやつの時間、ボランティアの
分はなかったのですが、黙って
自分の分を分けてくれて、う

れしかった。

毎月行くたびに待ってい
たよ云われること、良かっ

たと思います。

お話のきりだし
が難しいです。

入所されている
方が喜んで下さ
るのが嬉しい。

月1回訪問するの
が、とても楽しみ

です。

※綾川町介護予防サポーターお話ボランティア班の活動から

【お問い合わせ】
地域包括支援センター

087-876-1002
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（自分のことを）話すことで自分自身
の分析になるし、リハビリにも。進行を
遅くする手立てにもなると思う。私も
どんどん方々に行こうと思う。

あんまり重篤にならないうちに、話
せる人が集まって話ができたらい
いと思う。私自身、えーと思うことも
あるが、本人のプライドを保ちなが
ら、できることがないかと思う。

慣れたら槍でも鉄砲でも飛んでこいっ
て感じで大丈夫なんですよ。神経質にな
ったらいけない病気ですよ、それを病気
は待っちょるんですよ。これ人間関係が
ものすごい大事なんですよ。

包括を紹介して貰って、一気に目
の前が明るくなったような気がし
て。どこにでも行くぞっていう気持
ちで。みなさんのお話を聞いてみ
て、我が家なりのプランがうまくい
けばいいなと思ってます。

これからの暮らし

これまでの暮らし

今の暮らし

当事者でも家族であっても結構
楽しそうに生きてますよって、見
せてあげることも、もともと能
天気なんで、こっちが神経質で。
能天気くらいでちょうどいいん
ちゃうと思っています。

珍しく娘に褒められた。ち
ゃんと話ができるんだな
ぁと。娘が褒めることはめ
ったにない。

僕は家族の人が
一番つらいめし
よると思う。

気持ちが分かって貰える
人がいると。別に物忘れ
があるとかどうってこと
ないんや。

（自分が認知症であることを）
言えるけど、わたし自身はかま
わんけど、相手の人が気にする
人が多い。

慣れやと思うんですよ。思い切
って慣れたら、自分はお前は認
知症だと。慣れたらだいぶん
違ってくるんです。

そんなに恐ろしい病気で
はない。考え方次第で、
ええ方に向いたらね。

物の考え方を変えて。（認知
症に）慣れようと思った。ちょ
っとやそっとぼけるのは歳も
あるから、慣れようと思った。 前は声が聞こえてきて気になっていたん

です。それはやめようと思う。調子がいい
時は記憶が戻ってくる時がある。そういう
ことを大切にしようと思っています。

自分が一番ショックなの
は、若いと思っていたけど
、痴呆（認知症）となった
ときはショックだった。

焦るんですよ。この焦るのは本当に意地
が悪い。くるなくるなと思っても、くる。嘘
みたいな話だけどね。自分の中にもう一
人の自分がいるんですよ。前は不安でし
たけど、「おぉくるんかぁ」と言う感じ。

認知症になって、そんなに困ったことはないんですが、だんだん
自分で分かってきた。何がいかんってストレスがいかん。このと
ころ少し慣れてきたんです。あぁそろそろくるぞと解ってきた。最
近は、認知症が友達みたいにくるぞ、くるぞ、と解るようになった。
そしたら全然違ってきましたね。

だいぶアルツハイマーに慣れてき
たんで、少しは楽になっています。
あんまり気にせんと忘れるように
して頑張りたいと思います。

ちょっと離れたところでね、
おかしいんちゃうと言われ
た。そういうのはよく聞こえ
る。それは堪える。

認知症にやさしい町は、みんなにやさしい町!
【お問い合わせ】認知症に関する相談は

地域包括支援センター 087-876-1002

※H28年度認知症の人本人が語り合い声を活かす研究事業綾川町のとりくみ「本人ミーティング」より

早期診断
・

早期前向き
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精　華 精華公民館 不定期（年度末に相談決定）

毎月第３水曜日

北　原 北原公民館 毎月第１金曜日

富　川 富川公民館

中　筋 中筋公民館 毎月第２金曜日

15

16

17

18

10:00～

9:30～

10:00～

10:00～

馬場崎 馬場崎公民館 毎月第２月曜日

毎月第４金曜日

畑　田 畑田団地集会所 毎月第１月曜日

南かざし　夢 南かざし団地集会所

十三塚 十三塚公民館 毎月第３火曜日

19

20

21

22

9:30～

9:30～

9:30～

10:00～

千　疋 憩いの家 毎月第３火曜日23 9:30～

名　称

福向西の山 福向西の山公民館 毎月第４木曜日

毎月第１木曜日

羽床下 大林・川端・田井場所を月交代 毎月第１火曜日

堤 堤公民館

大　坪 大坪公民館 毎月第４木曜日

1

2

3

4

会　場 開催日

10:00～

9:30～

9:30～

10:00～

萱原下 田畑・下北・下南を年度交代 毎月第２火曜日

毎月第２水曜日

川東中央 滝宮公民館 毎月第２水曜日

川東南 新町公民館

川　西 松崎公民館 毎月第２火曜日

5

6

7

8

10:00～

9:30～

9:30～

9:30～

萱原上東 萱原上東公民館 毎月第３金曜日

不定期（年度末に相談決定）北山田 北山田東公民館

北の宮 共栄公民館 毎月最終水曜日

9

10

11

10:00～

9:30～

10:00～

大　成 大成公民館 毎月第２木曜日

毎月第１木曜日

十瓶団地 十瓶団地集会所 毎月第３木曜日

道　南 道南公民館

12

13

14

9:30～

10:00～

10:00～

開催時間

★いきいきサロン情報（綾南地区）
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名　称

羽床上ひまわり 羽床上西部集会所 毎月第４火曜日

毎月第４火曜日

川田・今滝あすなろ 川田・今滝集会所 毎月第１水曜日

おたっしゃーず 高齢者コミニティセンター

梶羽なでしこ 梶羽集会所 毎月第２月曜日

1

2

3

4

会　場 開催日

9:30～

9:30～

9:30～

9:30～

仲　代 仲代集会所 毎月第３金曜日

毎月第３金曜日

三　和 三和集会所 毎月第４月曜日

山田・川北 高齢者生きがい館

栗原・宮地すいせん 栗原集会所 毎月第３月曜日

5

6

7

8

10:00～

9:30～

9:30～

9:30～

小　野 小野西集会所 不定期（年度末に相談決定）9 10:00～

仲和田 仲和田コミニティセンター 毎月第３木曜日10 10:00～

新　名 新名集会所 毎月第４金曜日11 9:30～

開催時間

住みなれた地域や家庭で、出来るだけ長く健やかに生活
できるよう地域住民が相互に助け合う地域作りを進める
絆作りの活動です。活動を通して介護予防や地域支え合
いの輪が広がります。「遊ぶ（笑う）」「食べる」「学ぶ」の
キーワードのもと毎月楽しいサロンが開催されています。
介護予防のためにぜひ積極的にご参加下さい。

※最新情報及び詳細に
　つきましては、綾川町
　社会福祉協議会へ

ご確認下さい

いきいきサロンとは ・・・・

★いきいきサロン情報（綾上地区）
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★配食弁当（公的介護保険サービス外）お弁当をお届けします!

掃除・洗濯・買物などの日常的な支援を行います!

特殊寝台・車椅子などをお貸しします。

名　称

ワタミ株式会社香川高松営業所 高松市寺井町1065-1 080-3184-5792 要相談

生活共同組合コープかがわ 高松市新北町14-27 0120-4884-16 要相談

坂出共同購入センター 坂出市林田町字番屋前4285-300 0120-4884-28
0877-59-5300
0120-15-3370
087-844-4500

要相談

株式会社フードサポート四国ヨシケイ香川事業部 高松市春日町1533番地 要相談

麦笑の高齢者弁当　配食サービス 高松市御廐町1662-1 087-886-1460 要相談

1

2

3

4

5

所在地 電話番号 備　考

★家事支援（公的介護保険サービス外）
名　称

（株）ハッピーライフ愛 高松市円座町1300-2 087-815-7878 定休日（日曜・年末年始）

リラックスケアステーション 綾川町滝宮1639-1 087-876-6757

087-877-2611

087-785-8283

定休日（日曜・祝日・年末年始）

だいとう 綾川町畑田696-13 定休日（年末年始）

合同会社　さくらんぼ 坂出市川津町3704-1 定休日（年末年始）

1

2

3

4

所在地 電話番号 備　考

★福祉用具（公的介護保険サービス外）
名　称

（有）ハウスリフォーム 綾川町滝宮297-42 087-876-2400 定休日（日曜・祝日・年末年始）

（有）明日香 綾川町山田下3039-5 087-878-2197

087-814-5616

087-870-8778

定休日（土曜・日曜・祝日・年末年始）

（有）元気 綾川町山田下3627-2 定休日（日曜・祝日・年末年始）

（株）トーカイ高松営業所 綾川町陶4343-6 定休日（土曜・日曜・祝日・年末年始）

1

2

3

4

所在地 電話番号 備　考

★移動スーパー
名　称

キョーエイ移動スーパー　とくし丸 高松市香川町川東下505-1 088-679-7510 （徳島事務所） ■スーパー商品全般（注文可）配達有
■出張有：要相談■車いす対応1

所在地 電話番号 備　考
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★食料品店
名　称

童銅商店 綾川町羽床下2172-1 087-876-0936

087-876-5591

087-876-0096

■配達要相談

■配達有

■配達有　営業日、営業時間内（綾川町内）

不定休

水・日曜/年末年始

日・祝日/年始
毎月曜・年始

/祝日の場合翌日

第１・３火曜道の駅滝宮 綾川町滝宮1578 087-876-5018 ■トイレ：車椅子、子どものオムツ交換ベット
■駐車場：障がい者用

綾南ボンジュ－ル 綾川町滝宮1367-1

（有）久保太一商店 綾川町滝宮546-1

ほくろ屋菓舗 綾川町滝宮482-1

087-876-0069

1

3

4

5

6

平田商店 綾川町滝宮1379 087-876-0314

087-876-5032

087-876-3211

■子どもの上靴　※欲しい物は仕入れ可能

■24時間営業
■有料にて配達■トイレ：車椅子、子どものオムツ交換ベット
■駐車場：障がい者用　薬剤師、点字

年末年始

年中無休

年中無休

年中無休

第１・３日曜/年始(有)福井商店 綾川町滝宮1265-2 087-876-0317 ■配達有　営業日、営業時間内（綾川町・綾歌・国分寺）

ミニストップ　綾南町店 綾川町萱原819-1

イオン　綾川店 綾川町萱原822-1

㈱マルナカ　滝宮店 綾川町萱原441-1

087-876-8000

7

8

9

10

11

ホームセンターコーナン　綾川店 綾川町萱原539-2 087-876-8702

087-875-5588

087-813-6400

■配達（綾川町全域）■トイレ：車椅子、子どもの
オムツ交換ベット■子供の椅子■駐車場：障がい者用

■24時間営業

元旦

年中無休

年中無休

年中無休

月曜・年始堀部かまぼこ　綾川 綾川町萱原568-5 087-876-3450 ■配達要相談■アレルギー対応（卵白抜き可）
■トイレ：車椅子用有　
■薬の相談販売が出来る登録販売者が常駐
■車椅子トイレ・子供オムツ交換ベット有くすりのレデイ綾川店 綾川町」萱原745-1

ローソン　綾川町陶店 綾川町陶2755-1

ローソン　綾川町陶西店 綾川町陶4189-1

087-870-8755

12

13

14

15

16

ローソン　綾川町陶北店 綾川町陶4174-2 087-876-9350

087-870-8556 ■配達要相談（綾川町内）■写真付メニュー■スロープ有り

年中無休

年始

年始

日曜・年始上井青果 綾川町陶5767-8 087-876-0132 ■配達要相談

■トイレ：車椅子子どもの椅子
■駐車場：障がい者用有　　
■トイレ：車椅子、子どもの椅子
■駐車場：障がい者用　　

ほっかほっか亭　綾南店 綾川町陶2518-7

業務スーパホームセンターザ・プロ綾南店 綾川町陶4140-1 087-876-3935

17

18

19

20

所在地 電話番号 定休日 備　考

087-876-1900 年中無休ローソン　綾川町　羽床下店 綾川町羽床下38-12 ■24時間営業
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★食料品店
名　称

ぱんだコーヒー焙煎所 綾川町陶2010-10 070-5514-2575

087-876-0328

087-877-0223

■配達（綾川町内・円座国分寺近辺）

■駐車場：障がい者用■写真付メニュー

月曜・年末年始

日曜・年末年始

年中無休

日曜ストアー　おおの 綾川町陶4058 087-876-0335 ■配達（綾川町内）
■駐車場：障がい者用、妊婦用有　

(有)川西商店　お米のかわにし 綾川町陶4160-9

ミニストップ　綾川陶店 綾川町陶1092-6

さけ ようがし かやはら 綾川町畑田696-7

087-876-4551

22

23

24

25

26

宮本酒店 綾川町畑田3085-1 087-877-0129

087-877-0837

087-878-0369

■配達要相談

■配達要相談

■配達要相談

■配達要相談■大人用紙オムツ有

■配達要相談■仕出し・お弁当

■トイレ：車椅子、子どもの椅子
■駐車場：障がい者用、妊婦用

年始

日曜

日曜

年中無休

月曜・年始

土曜・日曜・祝・年末年始マルワ挿頭丘店 綾川町畑田852-1 087-877-1450

久保酒店 綾川町千疋2361-1

ファミリーマート　綾川町千疋店 香南町西庄869-6

まるせん堂 綾川町羽床上605-10

087-870-7710

27

28

29

30

31

乙竹商店 綾川町西分1207-2 087-878-1072

087-878-2651

087-878-9751

■配達要相談

■鶏系お惣菜有

元旦

不定休・年始

不定休・年始

水曜・年始

元旦オビカ食品 綾川町山田下3180-1 087-878-2017

山下鶏肉店 綾川町山田下3401-1

前野酒店 綾川町山田下3455

鶏肉専門店　鳥市 綾川町山田下3416-5

087-878-2303

32

33

34

35

36

ヤマザキショップわたなべ 綾川町山田45-1 087-878-2066

087-878-1221

日曜・祝日・年始

元旦

年始

年中無休ローソン綾川町店 綾川町山田下2168-2 087-878-0690 ■24時間営業

スーパーマーケット HANAKO　綾川店 綾川町山田下3371-1

林原米穀店 綾川町枌所東16-3 087-878-2056

37

38

39

40

所在地 電話番号 定休日

■配達要相談

■配達要相談

備　考

087-876-4801 ■トイレ：オムツ交換台、こどもの椅子設置※女性用トイレのみ
■駐車場：障がい者用、妊婦用有■薬剤師年中無休㈱マルナカ　綾南店 綾川町陶2610-121
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★飲食店
名　称

はゆかうどん 綾川町羽床下2222-5 087-876-5377

087-876-5242

087-899-8539

■スロープ有

■写真メニュー有
■アレルギー対応メニュー
■写真メニュー個室対応：有

■写真メニュー有

■写真メニュー有

月曜（祝日の場合火曜）

不定休

第3水曜・元旦
毎火曜/第1・3月曜

/年末年始

不定休カフェレスト　田園 綾川町羽床下97-1 087-876-2562

和酒飯　山鳥 綾川町羽床下36-1

こだわり麺や綾南店 綾川町小野503-1

LIFE 綾川町小野字白梅甲524-2

087-876-5750

1

2

3

4

5

うどん喫茶　スタート 綾川町滝宮297-141 087-876-3038

090-7582-5888

087-876-3329

■写真メニュー有月・火曜

火曜

水曜

第3火曜

水曜・元旦おいしいハンバーグの店　キャトルセゾン 綾川町滝宮297-33 087-876-4432 ■持ち帰り弁当有■写真メニュー有
■客席子供椅子有

お好み焼き　たきのみや 綾川町滝宮1605-3

オレンジハウス 綾川町北696-1

香川屋本店　綾川店 綾川町萱原810-1

087-876-3188

6

7

8

9

10

コーヒースポット　ロワァ 綾川町滝宮1704 087-876-3916

080-9836-1347

087-870-8320

土・日曜

木曜

年末年始

年中無休

昼（土日祝）夜（無休）千邦 綾川町滝宮508-4 087-876-0975

中華そば　より道 綾川町滝宮517-5

手打うどん　松岡 綾川町滝宮1722

はま寿司　綾川店 綾川町萱原549-2

087-876-0988

11

12

13

14

15

丸善 綾川町滝宮450-3 087-876-0359

087-876-8241

087-813-8785

■アレルギー対応メニュー有■写真メニュー有

土・日・祝・年始

年中無休

年中無休

年中無休

第1・3火曜道の駅　滝宮 綾川町滝宮1570 087-876-5018 ■スロープ有■写真メニュー有

■写真メニュー有■アレルギー対応メニュー有

■車椅子対応■要相談■写真メニュー有

(株) サンマルクチャイナ  石焼炒飯店 綾川町萱原822-1　イオンモール綾川1F

おひつごはん四六時中 イオンモール綾川　1F

菓匠茶屋 イオンモール綾川　1F

087-876-8221

16

17

18

19

20

所在地 電話番号 定休日 備　考

■写真メニュー有

■写真メニュー有

■カラオケできます

■写真メニュー有

■スロープあり■トイレ：多目的トイレ
■アレルギー対応■個室、写真付メニュー
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名　称

果汁工房  果琳 イオンモール綾川　1F 087-813-5820

087-876-1668

087-814-4346

■写真メニュー有■アレルギー対応メニュー有

■車椅子対応有■写真メニュー有

■車椅子対応有■写真メニュー有

■車椅子対応要相談■写真メニュー有

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休カンテボーレ　綾川店 イオンモール綾川　1F 087-876-8019

キャリーアン イオンモール綾川　1F

倉式珈琲店 イオンモール綾川　1F

グレイスガーデン イオンモール綾川　1F

087-876-8233

すしえもん イオンモール綾川　1F 087-876-8780

087-876-8266

087-870-8161

■車椅子対応有■写真メニュー有年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休春樹らーめん・つけ麺　ハレルヤ㈱ イオンモール綾川　1F 087-814-3989 ■写真メニュー有■アレルギー対応メニュー有

とんかつ　さくら亭 イオンモール綾川　1F

nana’s  green  tea イオンモール綾川　2F

ビックボーイ　イオンモール綾川店 イオンモール綾川　1F

087-876-8271

(株) シーズダイニング  ファミリーバイキング豆乃畑 イオンモール綾川　1F 087-813-7004

087-876-8222

087-877-2206

■写真メニュー有■アレルギー対応メニュー有

年中無休

年中無休

年中無休
月曜（夜）

/土日祝（夜のみ営業）

年中無休福うし イオンモール綾川　1F 087-876-8265

ミスタードーナツイオンモール綾川ショップ イオンモール綾川　1F

タリーズコーヒーイオン綾川店 イオンモール綾川　1F

お食事処　たいぢ 綾川町陶3240-1

087-876-6035

家食屋　ほんてん 綾川町陶2609-1 087-876-0194

087-876-4622

087-876-5688

火曜・年末年始

不定休（HPで確認）

日曜・年末年始

年中無休

水曜カフェ　イーアール 綾川町陶3228-1 087-877-1918 ■写真メニュー有■子供椅子有

■HPに写真メニュー有

■写真メニュー有■ベビー専用空間有
■スロープ有

■仕出し配達可■個室有

カフェレストラン　GaReen 綾川町陶1908-1

コーヒーレスト　モリ 綾川町陶4699-1

玉吉　本店 綾川町陶2743-1

087-876-2062

所在地 電話番号 定休日

■車椅子対応有・写真メニュー有
■全てのメニューにアレルギーとカロリー表示

■写真メニュー有

■写真メニュー有・スロープ有
■定番ドーナツのみ点字メニュー（2月13日から）
■アレルギー対応ﾒﾆｭｰ有

■弁当配達要相談■個室有

■車椅子対応要相談

★飲食店

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

備　考
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★飲食店
名　称

ドライブイン　新開 綾川町陶3813-1 087-876-0674

087-876-3053

■町内配達（仕出し）要相談■個室有

■完全予約制

■写真メニュー有
■駐車場は砂利の為車椅子
■ベビーカーは押しにくい

木曜・年末年始

不定休

月曜

日曜

日曜・12月30・31日・元旦味楽園 綾川町陶1652-7 087-876-0717

美讃　大野 綾川町陶1292-3

ホルモン・手羽先　かぐら 綾川町陶2759-3

食ゝ舞
クウ テン マイ

綾川町千疋2218-2

087-870-8929

41

42

43

44

45

丹波 綾川町畑田692-1 087-877-0470

087-876-2468

087-813-5551

■個室有

■トイレ：おむつ交換ベッド有

月曜

火曜

木曜

水・木曜・年末年始

水曜中華飯店桃花 綾川町畑田664-3 087-877-1667 ■仕切りでの個室・持ち帰り可

焼肉あきちゃん 綾川町畑田3036-1

よつば食堂 綾川町畑田819-4

m’s　farm　かふぇ 綾川町千疋2356

087-814-7078

46

47

48

49

50

安藤うどん 綾川町羽床上695-1 087-878-1829

087-878-0903

087-878-2162

木曜・年始

火水曜・年末年始

月曜・年末年始

日曜（有）山越うどん 綾川町羽床上602-2 087-878-0420

たかはた　たこ焼き店 綾川町羽床上133-4

池内うどん店 綾川町牛川487-1

（有）魚安 綾川町牛川582-19

087-878-0139

51

52

53

54

55

八十八茶屋 綾川町西分1628 087-878-2788

087-878-0847

087-870-9301

木・金曜

火曜
（土日は13時～営業）

日曜・年末年始
月曜（祝日の場合翌火曜）

年始

火曜・年末年始岡製麺所 綾川町山田上甲1949-8 087-878-1780 ■日曜は玉売りのみ■配達町内可（うどん玉のみ）

■ケーキ販売■トイレに子ども椅子設置

カラオケランド　フレンド 綾川町山田下3416-4

くまさん家 綾川町山田下3416-4

STYL 綾川町山田下3353-2

087-813-9398

56

57

58

59

60

所在地 電話番号 定休日

■個室有■おむつ交換・授乳可■写真付メニュー

■写真付メニュー■AED設置

■町内配達（玉売り）有■アレルギー対応メニュー（卵）
■写真メニュー有■車椅子用トイレ■子供用オムツ交換ベット有

■仕出し・宴会■配達有・写真メニュー有

■スロープ有

備　考
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★飲食店
名　称

ティースポット　アイドル 綾川町山田下1469-5 087-878-2953

087-878-2080

087-878-2173

■配達有：営業時間内■配達地域1５分以内
■写真メニュー有

■個室対応

■仕出配達■宴会予約のみ■電話又は来店予約

月曜

月曜・年末年始

火曜・年末年始

日曜・年末年始味覚苑　うどん店 綾川町山田下2482-1 087-878-2080

味覚苑　焼き肉店 綾川町山田下2482-1

やまだうどん 綾川町山田下3216-1

綾上荘 綾川町山田下2222-4

087-878-3457

61

62

63

64

65

（有）魚勝 綾川町山田上甲1266-3 087-878-2068

087-814-4154

■配達有：町内全域

■うどん屋と木材屋が一緒
■木材屋（2F）でコーヒー販売

不定休

木曜

水曜

水曜鶏肉専門店　鳥市 綾川町山田下3416-5 087-878-9750

いなもく 綾川町枌所西甲1420-3

喫茶　居酒屋　リーフ 綾川町枌所西甲2034-3 087-878-1612

66

67

68

69

所在地 電話番号 定休日

★理容室・美容室
名　称

カットクラブ　シロー 綾川町羽床下2473-1 087-876-1073

087-876-2759

087-876-6068

■送迎・出張（要相談）

■送迎（要相談）■車椅子対応

■車椅子対応（要相談）

美容室　パレット 綾川町滝宮188-3 087-876-4182

ヘアーサロン　ヨシミ 綾川町滝宮1334-2

Zest
ゼスト

綾川町滝宮1717-3

美容室　おりーぶ 綾川町滝宮1685-1

087-876-5789

1

2

3

4

5

大嶋理容室 綾川町滝宮552-4 087-876-2143

087-876-1938

ヘアーサロン　ひとみ 綾川町滝宮469-11 087-876-2943

カットハウス　クリップ 綾川町滝宮1510-6

美容室　ロマン 綾川町滝宮482-10 087-876-0572

6

7

8

9

理容室　フジ 綾川町滝宮482-9 087-876-059510

所在地 電話番号 備　考

■入り口スロープ有

■予約優先■車椅子対応

備　考
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★理容室・美容室
名　称

美容室　リリオ 綾川町滝宮776-1 087-876-5527

087-876-3431

087-877-2025

■送迎・出張（有・要相談）■車椅子対応

■出張（可）■車椅子対応

■送迎・出張（可）■車椅子対応・県子育て美容eki認定

VAN　COUNCIL イオンモール綾川２Ｆ 087-876-5477

タオカ美容室 綾川町萱原62-23

ASTI
アステイ

ヴァン　　　　　　　カウンシル

綾川町萱原806-1

ヘアーズトレジャー 綾川町陶3312-1

087-876-1925

11

12

13

14

15

福家美容室 綾川町陶1769-12 087-876-2856

087-876-0615

美容室　Wish 綾川町陶2518-7 087-876-5190

ヘアーサロン　まなべ 綾川町陶4599-1

ヘアーサロン　カワエ 綾川町陶5757-2 087-876-0519

16

17

18

19

林田美容室 綾川町陶2001-2 087-876-335320

所在地 電話番号 備　考

■車椅子対応

■午前中のみ営業

ウィッシュ

■車椅子対応■トイレ段差有

絵見美容室 綾川町畑田618-7 087-877-1586

087-877-1206

087-870-7350

■送迎・出張（可）■車椅子対応■要介助者

■送迎（可）■出張（要相談）■車椅子対応■トイレ手すり有

■送迎・出張（可）

■出張（可）

カットハウス　カワイ 綾川町畑田752－5 087-877-0224

谷沢美容室 綾川町畑田937-16

ヘアーナイス 綾川町畑田2718-1

美容室　Agio 綾川町畑田2554-1

087-877-1773

21

22

23

24

25

ディテール 綾川町畑田848-5 087-877-2866

087-877-1843

有岡美容院 綾川町畑田820-5 087-877-0132

Mens　Saion　Kawaoka 綾川町千疋475-1

美容室　you　彩 綾川町羽床上695-6 087-878-1817

26

27

28

29

笹川理容所 綾川町牛川548 087-878-013430

■送迎・出張（可）■車椅子対応■要介助者

■送迎・出張（可）

■車椅子対応■要介助者

宮本美容室 綾川町山田下3343-4 087-878-263831

ヘサーサロン　モリ 綾川町山田上甲1265-7 087-878-040432 ■送迎・出張（可）■車椅子対応

■出張（要相談）■車椅子対応■要介助者

アージョ

メンズ　　　　　　　サロン　　　　　　　　カワオカ

ユウ　　　　サイ

23



障がい者編

地
域
のお

役立ち情報!



サービスを受けるためには

計画相談を受けるには

TEL 087-876-１１１３綾川町役場健康福祉課 087-878-2211 綾川町役場綾上支所

綾
川
町
へ
の
申
請

計
画
相
談
の
受
付
申
請

支
援
決
定

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
の
利
用

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
判
定
）

二
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
判
定
）

綾
川
町
に
よ
る
認
定

（
申
請
者
へ
の
通
知
）

支
給
決
定
時

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

サ
ー
ビ
ス
利
用

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

認定調査員
による訪問
調査結果

主治医
意見書

認定調査
による
特記事項

主治医
意見書

25



1 相談支援センター　さくら木
（NPO法人　綾の家）

相談支援事業所（計画相談）

住 所 綾川町陶5151-7 TEL 087-876-1565
営業時間 9:00～17：00 定休日 土・日曜日・祝日・年末年始

困りごとや心配
事は

一人で悩まず、
まずはお気軽に

お電話ください
。

一緒に考えまし
ょう。

 事業内 容

■障がい児・者や家族の困りごと等や、障害福祉サービス利用に関する相談を受けます。（無料）
■障害福祉サービス利用のための計画作成を行います。指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業。
　（計画作成については、計画相談給付費が支給されるので自己負担はありません）

利用できる方

■綾川町　■高松市（香南町・香川町・国分寺町）
■丸亀市（綾歌町）にお住まいの方

26



2

指定障がい福祉サービス（精神・知的・身体）

住 所 綾川町陶3201-4 TEL 087-877-2868
営業時間 9:00～16：00 定休日 土（第1・第3）・日曜日・祝日・年末年始

 事業内 容

■内職・畑仕事・町内の企業に入っての仕事
野菜を育てることを中心に収穫の喜びを感じながら新しいこと
にチャレンジする気持ちを大切にし、笑顔があふれる施設を目
指しています。
また地域の行事にもすすんで参加していきます。

看護師在中 送迎あります 車椅子用
トイレあります

特定非営利活動法人　Ｎatural face 就労支援施設 Pure

農作業は種を

植えることから
収穫、

出荷まで作業を

しています。

みんな笑顔がいっぱい。

N

282

32

ROOM
建築工房

焼肉
火蔵

アイ
ゼン

ローソン

マルナカ

ほんてんドライブイン新開

ヘアーズ
トレジャー

お食事度処
だいぢ

カフェ er

Natural Face

27



3

指定障がい福祉サービス（精神・知的・身体）

住 所 綾川町陶5779 ことでん「陶駅」から徒歩3分 TEL 087-876-6025
営業時間 9:00～18：00 定休日 土・日曜日・12月30日～1月3日

 事業内 容

■ＩＴを活用した
　子供たちへの
　見守りサービス！
全ての人に役割があり、互いに支え合える地域社会を目指して福祉生協かがわや指定居宅介護、介護保険での訪問
介護、介護タクシー等の事業も実施しております。詳細につきましては事業所へお問い合わせください。

ＮＰＯ法人　明日に架ける橋　障害者就労支援事業さぁかすチャレンジド

手話対応職員います

車椅子対応のトイレ

スイーツ、
ベーカリーの
製造販売
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4

指定障がい福祉サービス（精神・知的・身体）

住 所 綾川町滝宮1639-1 TEL 087-816-6780 FAX 087-876-6758
障害福祉サービス事業所リラックスカインド

《 料 金 表 》 ①
通
院
乗
降
　②
自
費
タ
ク
シ
ー

③
移
動
支
援 

自
費
　障
害
者
の
方
が
対
象
で
す

■居宅介護
■重度訪問介護■同行援護
■地域生活支援事業（移動支援）

事業
内容
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5

指定障がい福祉サービス（精神・知的・身体）

住 所 綾川町滝宮276 TEL 087-876-4221
営業時間 8:30～17：30

 事業内 容

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方につき、外出時において同行し、移動に
必要な情報を提供すると共に移動の援護を行います。

社会福祉法人　　綾川町社会福祉協議会 盛り付けも
上手でしょ！

定休日 土・日曜日・祝日・年末年始
★一緒に調理します。見守りで包丁も使えます。

プリペード
カードで
支払い!

同行援護

行動に著しく困難を有する方が、行動をする際に生じ得る危険を回避するために必要な
援助を行います。

行動援護

社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。

移動支援
重度の肢体不自由があって常時介護を要する障がい者を
対象に、居宅において、入浴・排泄・食事等の介護や、家事・
生活に関する相談・助言など生活全般における援助を行
います。

重度訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の介
護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活全般にわたる援助を行
います。

居宅介護
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6

障 が い 者 施 設

住 所 綾川町枌所東3539 TEL 087-878-3051
営業時間 8:30～17：30

 事業内 容

①生活介護事業
•酪農・環境整備・野菜・原木しいたけの栽培
•四季折々の自然の中での森林セラピー・体育館でのスポーツ活動・ハンドマッサージ・体操
•陶芸・絵画等の創作活動
•介護サービス（入浴・排泄・食事・整容・移動等）
•その他、散髪・通院・外出・余暇活動等（季節ごとのイベント・買物・外食・旅行等）
②施設入所支援事業　③短期入所事業　④日中一時支援事業

山地酪農の舞台から・・・希望を持ち、健康で明るくて、楽しくて、将来へ開ける道をつくる。
竜雲少年農場は阿讃連峰の一角にあり、約30haの敷地を持つ自然いっぱいの施設です。開設当時、利用者様と職員が
一丸となり雑木を刈り、丁寧に植えた芝は、現在牧山を緑いっぱいに覆っています。広大な山地には１年中牛が放たれ、
自然豊かな環境は、皆さんの元気を応援してくれます。

障害者支援施設　竜雲少年農場

定休日 無休

竜雲少年農場では以下の様な事業を行なっています。

生活介護
事業の
様子など
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7

障 が い 者 施 設

住 所 綾川町小野242-2 TEL 087-876-3369
営業時間 9:00～15：30

 事業内 容

障がい者が自立した日常生活または社会生活を営
むことが出来るよう支援するため、事業所通所によ
り入浴、給食、介護サービスや訓練、創作活動、生産
活動等を行い、心のリフレッシュを図る共に自らの
精神的パワーを向上できるための支援を行います。

障がい者施設　生活介護あやがわ

定休日 日曜日・第2、4土曜日

■ご利用料金
①１日当たりの自己負担額（利用料の10％の金額）

※詳しい利用料金につきましてはサービス管理責任者等にお問い合わせください。

サービスを提供する地域 綾川町、高松市国分寺町、丸亀市飯山町、綾歌町、坂出市府中町

障害者支援区分 区分２以下 区分３ 区分4 区分5 区分6
559円 610円 680円 959円 1,278円

30円

94円

1時間未満　187円
1時間以上　280円

片道　13円

利用金額/日

欠席時に相談援助等を行った場合

欠席時に相談援助等を行った場合（連続して5日間欠席時）

送迎を行なった場合

初めてサービスをご利用になる場合（利用開始日から30日以内）
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8

障 が い 者 施 設

住 所 綾川町小野甲260-17 TEL 087-876-3370

 事業内 容

グループホーム　あやがわ

利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した
日常生活または社会生活を営むことができるよう、当
該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれてい
る環境に応じて共同生活住居において、入浴、排せつ又
は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適
切かつ効果的に行うことを目的とします。

■ご利用料金 介護給付費自己負担額とその他の費用

利用者に対する相談 身体介護
健康管理・金銭管理の援助食事の提供

職場等との連絡・調整
余暇活動の支援

財産管理等の日常生活に必要な援助
緊急時の対応

障害支援区分
障害支援区分1以下

利用金額/日 体験利用金額/日
259円

障害支援区分3
障害支援区分2

障害支援区分5
障害支援区分6

障害支援区分4
385円
295円

471円

668円
552円

289円

415円
326円

502円

669円
582円

夜間支援対象利用者数
夜間支援体制加算（Ⅰ）金額/日

２人以下
627円

3人
448円

4人
336円

項　目
家　賃

金　額
38，000円/月

管理費
水道光熱費

日用品費 実　費

食事代

2，000円/月
8，000円/月

朝食300円

夕食400円
昼食400円

※詳しい利用料金につきましては
　管理者等にお問い合わせください。
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N

高松西
警察署

滝宮天満宮

綾川町役場

綾川町社会福祉協議会

17184

185

276

32至琴平 至高松

滝宮駅
綾川駅

地域活動支援センター III型
「ゆう」事業所

9

指定障がい福祉サービス（精神・知的・身体）

住 所 綾川町滝宮297-6 TEL 087-876-2988

 事業内 容

■障がいのある方が地域でより豊かな生活を
　送れるよう、様々な活動を行っています。

■内職作業
靴下装飾・箱折・カレンダー袋入れ・商品加工
等行っています

■売　店
陶病院内にてパンや日用品を販売しています。
是非お立寄りください！

地域活動支援センターⅢ型　共に生きる綾川の家「ゆう」

営業時間 9:30～15：00 定休日 土・日曜日・祝祭日・年末年始

「ゆう」は障がいを持つ人たちの集う場所です。「ゆう」は
「YOU」＝あなた、「友」＝友達です。又「遊」＝ゆとり、
「結」＝結ぶ、「悠」＝悠々自適でもあるのです。
障がいが重たく、たとえ今すぐは、仕事がおぼつかなく
とも、いつの日にか、きっと、それぞれにあった「できる
事」が見つかるはずです。「YOU」も「友」として応援 して
ください。

★
地
域
で
生
活
し
た
い

★
話
し
相
手
が
ほ
し
い

★
友
だ
ち
を
つ
く
り
た
い

★
規
則
正
し
い
生
活
を
送
り
た
い

★
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
し
た
い
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10

障がい者の居場所・相談

住 所 綾川町山田下3352-1 TEL 087-878-2212

 事業内 容

■いちえの会は「障害者が働くことを考える会」か
　ら始まった生きがい探しの会です。

いちえの会

活動日時 みんなの輪の会・いこいの場合同　月1回（13:30～）
いちえの会　火～金曜日（13:30～16:00）

※祝日は休みです

※祝日は休みです
コーヒーサービス　毎週月曜日（13:30～16:00）

綾川町在住の精神障害のある方及びその家族、メンタル不調のある方
（集団活動が可能な人、精神障害の方は治療継続中の方）

ゆっくり話をしたり、クッキングをしたり、体を動かしたりしています。
N

278

185

184

17

32

377

至琴平 至高松

至府中

至琴南

陶病院
えがお

ポプラミニストップ

ローソン

綾上
支所

綾川町役場

南原児童館 いきいきセンター

イオン綾川

276綾川駅 陶駅
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11

障がい者の居場所・相談

住 所 綾川町陶5151-7 TEL 087-876-1565

 事業内 容

NPO法人　綾の家

営業時間 9:00～17：00 定休日 土・日曜日・祝日・年末年始

■障害のある人の自立に向けて「ひ
ろば」を又、社会参加や共生の町づ
くりの場として「サロン」などの取り
組みをしています。一緒に活動して
みたい方、ぜひご一報いただければ
嬉しいです。

綾の家ひろば 綾の家サロン
開催日 毎月1回 第2日曜日 10:00～14:00

場　所 綾川町の公民館等にて（要確認）

参加費 300円

昼食代 300円

内　容 調理・防災活動・レクリエーション　等

開催日 毎月2回 第1・3日曜日 10:30～13:30

場　所 国保総合保健施設陵南　えがお（陶病院となり）1階ロビー
ミニコン
サート開催 第1土曜日のみ
喫茶メニュー
飲み物 珈琲・紅茶・ジュース

販売品 アイスクリーム・いなか寿司・手作りクッキー
にんじんケーキ・パン各種　他

サロン・ひろばのどちらもさくら木の出張相談しています。

お気軽に
お立寄り
ください!

36



綾川町農村改善環境センターで年
2回（6月・11月頃）支援者の方を対
象とした支援方法等を含めた相談
を香川大学教育学部教授坂井聡先
生をお迎えし、座談会形式での活
動も実施しております。

※詳細につきましては、上記お問い合わせ
　先までお問い合わせ下さい。

12

障がい者の居場所・相談

活動頻度 TEL 090-6283-8279（かとう）
090-6288-9373（は　ら）

 事業内 容

NPO法人　すてっぷ

対象者 ①陶芸教室：小学校3年生～　②夏休み利用体験　対象年齢なし
　※①、②共に原則、障がいをもつ親子参加、兄弟児の参加もOK

夏休み利用体験♪

月1回の陶芸教室♪
旧紛所小学校にて★

どんな作品が
出来るかな?

■パステルアート ■陶芸作品■サンライトフラッグ

作った陶芸作品は、冬のイベント（いきいきセンター）でも販売しているよ♪

①陶芸教室 月1回（不定期）②ものづくり体験活動（夏休み期間3回程度）
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サークル活動

 事業内 容

クローバー・ネット
活動場所 綾上農村環境改善センター内 問い合わせ先 087-878-2064（川崎）

活動日時 毎月第2土曜日　13:30～15：30

コツコツ点字を習っていき
ます。イベントの時には皆さ
んとカードなどを作ったり
しています。皆さんも点字
を習いにきませんか？

やって
みよう!

点字をうつときに使
います。
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住 所 綾川町陶5151-7（仮）

TEL 087-876-1565（仮）
営業時間 随時（イベント時）

対象者 障がい者・家族・ボランティア等

 事業内 容

■知的障害/29名
■精神障害/1名 ■ボランティア/3名

■身体障害/16名（重複・重心を含む）

（平成29年1月1日現在）

会
員
数

14

団　体

綾川町心身障害児・者父母の会

父母の会活動

長く続いている当事者と家族の会です。
障害を持った家族たち同士のつながりが
できる行事を行い、誰もが住みやすい地
域作りのための活動を続けています。毎
月1回の集まりは行事を決めたり、身近な
出来事を話し合うなどしており、元気を
もらう場になっております。

父母の会だよりを発行していますので、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

ふれあいのつどい
■バーベキュー
■おぎゃー基金コンサート参加
■福祉のつどい参加
■クリスマス会
（吹奏楽コンサートやクッキングなど）

■新年会

恒例行事
■総　会
■社会見学
　（神戸どうぶつ王国、愛媛県総合科学博物館など）
■施設見学

■勉強会

■研修会の参加　など
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 事業内 容

住 所 高松市勅使町398-18 TEL 087-866-0111
営業時間 8:30～17：30 定休日 土・日曜日・祝日・年末年始

社会福祉法人 香川県手をつなぐ育成会では生き生
きと活動できる場を提供するとともに、地域におい
て豊かな生活が送れるよう支援しています。

15

団　体

社会福祉法人　香川県手をつなぐ育成会

事業所

「きずな」では、ビル・マンション
の美装を中心とした作業に、「あ
ゆみ園」では、部品の組立てやガ
ラス工芸、陶芸などの生産活動や
音楽、絵画、ダンスなどの余暇活
動に取り組んでいます。各支援セ
ンターでは、相談に応じて情報提
供や必要な支援をしています。

※詳細については。ホームページをご覧いただくか、事務所へお問い合わせください。

■きずなA型
■あゆみ園B型
■生活介護グループ
■グループホーム西春日I・II
■グループホームみまや

■障害者の「働く場開拓及び
　就労定着」推進事業
■つなぐ ■かがやき
■オリーブ
■育成会活動

40



3

 事業内 容

住 所 綾川町滝宮229 TEL 087-876-1113
営業時間 平日　8:30～17：15　　休日・夜間　17:15～8：30

16

障がい者行政相談窓口

市町村障がい者虐待センター（健康福祉課）

虐待に気づいたら相談、通報、届け出を
誰もが安心して暮らせる社会に!

身体的な虐待

放棄・放任

性的虐待

経済的虐待

心理的な虐待
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17

お役立ち情報

綾川町　身障者トイレ情報

身体障害の方を含めたおむつ交換
台を完備しております！ぜひ!ご利
用ください。

羽床公民館 イオン綾川店

広げ
ると・・ 各階に完備されています。

このマークが目印です。

お湯も出るので便利です。

お子様用
便座も
あります。
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地
域
のお

役立ち情報!

子ども編
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1112 畑田駅

挿頭丘駅

綾川駅 陶駅
滝宮駅

羽床駅

5

遊び場所マップ
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遊び場所一覧

1 畑 田 八 幡 宮
畑田385

087-876-5282（役場経済課）

087-876-1180（役場生涯学習課） 087-878-3003 087-876-5282（役場経済課） 087-876-5282（役場経済課） 087-878-3340 087-879-0500

087-876-3580 087-876-8100 087-876-5282（役場経済課）

2
畑田2591-1

3
南かざし団地内

4
畑田南団地内

5
大宮八幡宮 東

6
北宮八幡宮内

生 子 山 公 園 南かざし団地公園 畑田南団地公園 改 善 公 園 北 宮 公 園

7 綾川町総合運動公園
陶1536-1

8
㈱高松セラミック　西あたり

9
萱原822-1

10
町営八坂団地　北

11
滝宮1565-1

12
サンタウン滝宮西団地内

大 成 公 園 イ オ ン 綾 川 宮 の 北 公 園 滝 宮 公 園 サンタウン 滝 宮

13 横山農村運動ひろば
滝宮2927-1

14
山田下3694-1

15
東分乙390-17

16
東分甲2189-1

17
枌所東1656

18
高松市香南町由佐3209

B&G綾上海洋センター 高 山 航 空 公 園 長 柄 ダ ム 公 園 柏原渓谷キャンプ村 さぬきこどもの国

※遊ぶ場合は、ルールをよく守り、自己責任でお願いします。 45



0か月 3か月 6か月 9か月 1歳 3歳～ 6歳 小学生 中学生 ～18歳 ～20歳

手　当
補　助
助　成

就学
就労

経済支援

親子の
集いの場

相　談

チャイルドシート購入補助（綾川町子育て支援課）

ひとり親家庭等医療費（綾川町保険年金課）

子育て支援医療費（綾川町保険年金課）

インフルエンザ予防接種費用助成（えがお）

一時預かり（昭和認定こども園・羽床上保育所）

放課後児童クラブ
（1年～4年生まで）

ほのぼのラッコ（えがお）

綾川町子育て支援課、えがお、いきいきセンター、綾川町社会福祉協議会、各学校（スクールソーシャルワーカー）

西部こども相談センター、子ども女性相談センター、中讃保健福祉事務所、アルプスかがわ

綾川町少年育成センター

育児サークル　パンダCLUB（いきいきセンター）

ファミリー・サポート・センター事業

子育て支援センターにじ・子育て支援施設きらり

病児保育室　うぐいす

ぴっぴくらぶ（綾川イオン）

ママアンドミー（就園・入所前まで）

ひよこ広場（南原児童館）

香川県総務学事課

綾川町教育委員会

高校教育課

公益財団法人交通遺児育英会

あしなが育英会

独立行政法人自動車事故対策機構

綾川町社会福祉協議会

一般財団法人砂原児童基金

子育て応援カレンダー　～輝く未来へ～
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手 当 ・ 補 助 ・ 助 成

チャイルドシート購入補助/綾川町子育て支援課 満6歳未満乳幼児 綾川町滝宮299

綾川町滝宮299

綾川町滝宮299

綾川町滝宮299

綾川町滝宮299

綾川町陶1720-1

087-876-6510

087-876-1593

087-876-1593

087-876-2525
087-876-2525
087-878-2212

0120-330-637

綾川町陶1720-1
綾川町山田下3352-1

ひとり親家庭等医療費/綾川町保険年金課 18歳未満に達した日以後の最初の3月31日まで

子育て支援医療費/綾川町保険年金課 中学校卒業まで（満15歳に達する日以後）

インフルエンザ予防接種費用助成/えがお

特定不妊治療助成/えがお・いきいきセンター 香川県特定不妊治療費の助成事業を受けた方

重度脳性まひ（産科医療補償制度）/公益財団法人日本医療機能評価機構

生後6か月に達する日から年度末年齢が15歳まで

満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで

087-876-6510児童手当 中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）

087-876-6510児童扶養手当（ひとり親家庭等）
18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
（児童が中度以上の障がいを有する場合は20歳未満）

名 称 対 象 住 所 連 絡 先

ほのぼのラッコ/えがお 乳児とその保護者 綾川町陶1720-1

綾川町山田下3352-1

綾川町滝宮645-10

綾川町畑田2422-1

綾川町畑田671-8

綾川町萱原822-1

087-876-2525

087-878-2212

087-876-1934

087-877-2226

087-877-2320

087-876-8120

育児サークル　パンダCLUB/いきいきセンター 就学前までの子どもと保護者

ひよこ広場/南原児童館 乳幼児とその保護者

就学前までの子どもと保護者子育て支援センター　にじ

子育て支援センター　きらり

ぴっぴくらぶ/綾川イオン

就学前までの子どもと保護者

小学生までの子どもと保護者

綾川町畑田2110 087-877-0433ママアンドミー 赤ちゃんと母親

名 称 対 象 住 所 連 絡 先

親 子 の 集 い の 場

親子遊び
自由遊び
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NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク・かがわ 高松市太田上町上原74-5 087-888-0758

丸亀市土器町東8-526 0877-24-3173

高松市西宝町2-6-32 087-862-8861

西部こども相談センター

子ども女性相談センター

子育ての
不安
・虐待の心配

相 　 談

ことばの相談（予約制）/いきいきセンター

綾川町山田下3352-1 087-878-2212

丸亀市土器町東8-526 0877-24-9960

087-866-6001
予約専用 087-867-2696

087-876-1122
（子育て相談専用ダイヤル）

087-876-2525

087-878-2212

高松市田村町1114

綾川町滝宮299

綾川町陶1720-1

綾川町山田下3352-1

とらいあんぐる（要申し込み）/いきいきセンター

ことばの発達やことばの遅れ、発音が気になる親子
（臨床心理士・言語聴覚士による個別相談）
こどもの発達などに不安のある親子（小集団での経験と
遊びを通した発達支援教室・相談）

子育てや子ども発達について話し合いたい方親すみの日（発達支援親の会（予約制））/いきいきセンター

綾川町陶1720-1 087-876-2525子どもの発達などに不安のある親子
（児童心理司による相談）こども相談（予約制）/えがお

発達障害児支援教室/中讃保健福祉事務所 こどもの心身発達の遅れなどに心配を抱えている保護者及び
支援者。（専門職及び支援者などを交えての学習会・交流会）

長期療養児等相談/中讃保健福祉事務所

アルプスかがわ（予約制）/香川県発達障害者支援センター

綾川町子育て支援課

えがお

いきいきセンター

小児慢性特定疾病申請者の方とその家族
（保健師などによる個別相談）

名 称 対 象 住 所 連 絡 先

発達の不安

発達の遅れや
障がいの心配

子育ての
不安
・虐待の心配
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スクールソーシャルワーカー

☎087-876-1180

保健師、助産師

出産後まもないお母さんと赤ちゃんの生活リズムをつくるために、助産所で
ショートステイ（宿泊）やデイケア（日帰り）の利用等相談が受けられます。

☎087-876-2525

対象：児童、生徒、その保護者
学校生活や日常生活の子どもに関わる心配事の相談にのります。

対象：生後6ヶ月から小学生

対象：出産後６か月未満の産婦と乳児

社会福祉などの専門家　

ひ と り で 悩 ま ず 、 相 談 し よ う !

教育委員会
《 通 って い る 各 学 校 》

《 産 後 ケア 事 業（ ショートステイ、デイケア）》

子育て支援コーディネーター

☎087-876-6510
子育て支援サービスの提案、相談窓口の

ご案内をします。

子育て支援課

子育てホームヘルパー

☎087-876-4221

■えがお　　住所/綾川町陶1720-1

■住所/綾川町滝宮276
綾川町社会福祉協議会

☎087-878-2212
■いきいきセンター　住所/綾川町山田下3352-1

出産２か月前から出産後６か月未満のご家庭を対
象にホームヘルパーが家事のお手伝いをします。

子育て有償ボランティア

☎087-833-2226
高松ファミリー・サポート・センター

詳しくはP59へ

陶病院病児保育

子どもが病気の時

☎087-876-1185病児保育室 うぐいす 陶病院
■住所/綾川町陶1720-1

病気はよくなったけれど、まだ、保
育所や学校に行けず、保護者のか
たもこれ以上、仕事を休めない場
合に利用できます。
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就 学 ・ 経 済 支 援 ・ 就 労 支 援

綾川町教育委員会

就 学 援 助（ 綾 川 町 就 学 援 助 費 ）

奨学金制度（綾川町育英資金）

◎子どもさんを小・中学校へ就学させるのに、経済的にお困りの方に対し
　て、給食費や学用品など必要な費用を支給するもの。

☎087-876-1180

◎社会に有用な人材を育成するため、その学資や入学支度金の貸し付け
　を行うもの。（無利子）

対象者：①生活保護を停止または廃止された方 ②世帯全員が町民税非課税である方③児
童扶養手当の支給を受けている方（児童手当ではありません）④国民年金保険料を免除さ
れている方⑤上記にあてはまらないが、経済的に困窮している方

貸し付け種類/金額 貸付人数/返済期間
私立大学
4年制

進学支度金
入学時1,000,000円以内 卒業後7年間で返済　無利子

就学資金
月額30,000円以内

就学資金
月額20,000円以内

卒業後7年間で返済　無利子

卒業後1年後より7年間で返済　無利子

卒業後7年間で返済　無利子

国公立・私立大学
4年制

高等学校
高等専門学校

専修学校

綾川町　健康福祉課

☎087-876-1113生 活 保 護 制 度

◎生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い健康で文化的な最低限度の
　生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制度。
※生活を営む上で生じる費用について扶助が受けられます。義務教育に必要な学用品への教育扶助が含まれています。
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就 学 ・ 経 済 支 援 ・ 就 労 支 援

香川県総務部総務学事課

☎087-832-3058香川県私立高等学校授業料軽減補助金

かがわ若者サポートステーション（県東部） さぬき若者サポートステーション（県西部）

☎087-813-6077

◎私立高等学校に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、県内の私立高等学校が授業料の減免を行う場合　
　に、県がその学校の設置者に対して補助金を交付するもの。

◎「働きたい気持ちはあるけれど、一歩踏み出せない。」「就職した経験がないから不安。」「自分の長所がわからず、自己ＰＲできない。」「面接がうまくいかない。」
　等の悩みを抱える方やその保護者が就労支援を受けられます。
（対象者）：「学校をやめてしまった。」「働きたいけど自信がない。」「どんな仕事が向いているのだろう。」などの悩みをお持ちの15歳～39歳の方とその保護者。
（料金）：無料（ただし、見学・職業体験などの交通費や必要経費は自己負担）

介護料とは・・・自動車事故が原因で、重度の後遺障害を持つ為、日常生活動作について
常時または随時介護が必要な方に支給。障害の程度により3段階に分けられ、それぞ
れ毎月決められた額（下限額）を受給することが出来る。

☎0877-58-1080

※対象者：県内にお住まいで県内の私立高校に在学する生徒の保護者。ただし、所得要件あり。
　軽減額：授業料（施設整備費や進路指導費などは含みません）の軽減額は所得要件に応じて決定。

独立行政法人　自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）

☎087-851-6963

交通遺児等育成資金の無利子貸付

◎自動車事故の発生防止及び、その被害者への支援の為の業務を行っている団体。業務
の中には、介護にかかる費用の負担軽減を目的にした介護料の支給などの制度がある。

◎交通事故で保護者を亡くされた児童などに対する育成資金の無利子貸付のほか、
　友の会を運営し、家族参加型イベントの「集い」や、保護者のみなさんの交流会を実施。

対象者：香川県下の小学生から高校生までの子
①県内の小・中・高等学校に在学し、熱意があるにも関わらず、校外教育スポーツ活動
への支出が困難と財団が認めた者
②児童の属する世帯の前年収入・所得の合計が基準以下であること
③他の給付型奨学金を受給していない者
④まだ有償の校外教育スポーツ活動を何も行っていない者
　または一つだけ行っている活動の継続が困難となった者

一般財団法人　砂原児童基金

☎087-837-2230郊外教育スポーツ奨学金事業
◎養育者や本人の熱意にも関わらず、経済的理由で学校外教育（学習塾やス　
　ポーツ教室等）を十分に受けることが出来ない子どもへの助成事業
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就 学 ・ 経 済 支 援 ・ 就 労 支 援

公益財団法人　交通事故遺児育英会

☎0120-521-286
◎保護者が道路上の交通事故が原因で亡くなられたり、重度の後遺障害のため、経済的に修学が困難
　になった子どもたちが高等学校、大学（大学院）などに通う支援として、奨学金を無利子で貸します。
対象者：年齢制限：29歳までの人（応募時、29歳～29歳まででいったん社会人となった後に奨学金を
　　　  希望する場合は、原則として高校奨学生であった方に限る）その他、学力基準、家計基準を満たし、
　　　  貸与対象校へ通う方が対象。

香川県教育委員会事務局高校教育課

高等学校等就学支援金・修学支援事業制度

◎家庭の状況に関わらず、すべての意志ある高校生が安心して勉学に打
　ち込める社会を作るため、生徒に授業料に充てる高等学校等就学支
　援金を支給し、家庭教育負担を軽減する制度。

☎087-832-3754
１、高等学校等就学支援金

◎すべての意志ある高校生が安心して教育を受けられるよう、授業料以
　外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対し、奨学のた
　めの給付金を支給。

２、修学支援事業制度

1・2の対象者：高校生

1・2の支給要件

＊貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。

①～③すべてを満たすもの

①就学支援金支給対象である高校等（特別支援学校高等学部を除く）に在学している者の保護者等であること。
②香川県内に住所を有すること。
③生活保護世帯（生業扶助が行われている世帯）、もしくは保護者等全員の市町村民税所得割が非課税の世帯

香川県高等学校等奨学金

◎高等学校・中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専
　門学校、専修学校高等課程に在学する生徒で経済的な理由により修
　学することが困難な人の修学を容易にし、有為な人材育成を図ること
　を目的とした奨学金。

☎087-832-3748

申請できる人

高等学校等に在学している人で、保護者が香川県内に居住している人が申請できる。
なお、他の奨学金を受けられている方は、合わせて貸付けを受けることができない場
合がありますのでご注意ください。

貸付要件：①～③のいずれかに該当する人
①本人が生活保護を受けている
②本人が市町村民税が非課税であるか、減免を受けている人で構成される世
　帯に属している
③世帯全員の年間収入の合計金額が生活保護基準の2.0倍以下である。
　利息：無利息ですが、返済計画通りに変換されない場合は延滞金が発生します。
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就 学 ・ 経 済 支 援 ・ 就 労 支 援

生活保護に至る前の段階で、自立相談を行い様々な支援につなげます。主なものは下記のとおりです。
①自立相談支援事業・・・あなただけの支援プランを作ります。どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、
　具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。
②家計相談支援事業・・・家計の立て直しをアドバイス。生活の鍵となる「家計の見直し」により課題を把握し、自
　ら家計を管理できるように生活再生を支援します。 
③就労訓練事業・・・柔軟な働き方による就労の場の提供。直ちに就労が困難な方に、状況に応じた就労の機会を
　提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。 
④生活困窮世帯の子どもの学習支援・・・子どもの明るい未来をサポート。子どもへの自宅訪問による学習指導、
　進学への動機付け、就学継続等への支援を行います。

社会福祉法人　綾川町社会福祉協議会

☎087-876-4221高校進学のための奨学金・貸付金

生活困窮者
自立支援
事業

公共職業安定所（ハローワーク）

☎087-834-8610

ハローワークプラザ高松
（しごとプラザ高松）

◎求職者に対し、公共職業能力開発施設にお
ける職業訓練を受けることについてあっせん
を行います。雇用保険の適用事業における被
保険者の資格の得喪・変更に関する手続、労
働者（失業者）に対する失業等給付（求職者給
付・教育訓練給付など）の受給手続きを行う。

子育てをしながら仕事を探している方の専門
窓口。「子育てしながら、仕事もがんばりたい。」
仕事の探し方から、子どもの預け先まで相談で
きる。お子さま連れでの相談が可能。

■マザーズコーナー
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放 課 後 の 過 ご し 方

ファミリー・サポート・センター事業

☎087-833-2226

☎087-876-6510

高松ファミリー・サポート・センター

地域の中で「子育ての援助をしたい人」「子育ての援
助をしてほしい人」が会員となって、一時的な子育て
を助け合う有償ボランティアです。

竜雲少年農場

☎087-878-3051

○利用料補助
　町内に住所がある方には補助がありますのでお問い合わせ下さい。

綾川町子育て支援課

綾川町生涯学習センター

☎087-876-6100

☎087-878-0730

○開館時間　9：00～18：00
○休館日　　毎週月曜日
　　　　　　（祝日の場合は翌日）
　　　　　　資料整理日（毎月第4木曜日）
　　　　　　特別資料整理日（年3日程度）
　　　　　　12月29日～1月3日

綾川キリスト協会
■住所/綾川町畑田2110　綾川キリスト協会内

※詳細は直接お問い合わせ下さい。

☎087-877-0433

■住所/綾川町
　枌所東3539

■住所/綾川町滝宮318

サマースクールを開催!

えんぴつの会 毎週金曜日　　～18：00 学校帰りに一緒に宿題

トマトさんのお話会
英語のお話会

綾川町立綾上図書館

☎087-878-2251
○開館時間　9：00～17：00
○休館日　　毎週月曜日
　　　　　　（祝日の場合は翌日）
　　　　　　資料整理日（毎月第4木曜日）
　　　　　　特別資料整理日（年3日程度）
　　　　　　12月29日～1月3日

■住所/綾川町山田下2224（綾上支所庁舎内）

催し物

綾上なかよし学級 ■住所/綾川町山田上甲1503
　（綾上小学校敷地内）
■開設時間/14:00～18:00

☎087-876-3634
陶なかよし学級 ■住所/綾川町陶5878-1

　（綾川町ふるさと資料館内）
■開設時間/14:00～18:00

☎087-876-1299
滝宮なかよし学級 ■住所/綾川町滝宮1095-1

　（滝宮小学校敷地内）
■開設時間/14:00～18:00

☎087-877-0601
昭和なかよし学級 ■住所/綾川町畑田2583-5

　（旧昭和南保育所内）
■開設時間/14:00～18:00

☎087-876-2721
羽床なかよし学級 ■住所/綾川町羽床下2289-2

　（羽床なかよし学級室）
■開設時間/14:00～18:00

※平成29年4月～希望者のみ18:30まで延長利用可能となります。

放課後児童クラブ（なかよし学級）
【対象】昼間、労働等により保護者のいない、小学校低学年（1～4年生）
【申し込み方法】各施設または綾川町子育て支援課まで
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認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分
でない方について、家庭裁判所に申し立てを行い、本人を援助
するもの（成年後見人等）を選任して、法的な権限を与えて本人
の判断能力の程度に応じた援助が出来るようにする制度です。

法定
後見

将来、判断能力が低下した時に備えて、財産の管理や施設
への入所など身上に関する事務を自分に変わって行う人
（任意後見人）をあらかじめ選びその内容と方法を決めて
おく制度です。

任意
後見

 事業内 容

成年後見制度（法定後見・任意後見）
住 所 綾川町滝宮276（社会福祉法人　綾川町社会福祉協議会） TEL 087-876-4221
FAX 087-876-4756 時　間 8:30～17：30 休　日 土・日曜日・祝祭日・年末年始

法人として成年後見人となる

「法人後見」もやってます。
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福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

 事業内 容

日常生活
自立支援
事業

住 所 綾川町滝宮276
（社会福祉法人　綾川町社会福祉協議会） TEL 087-876-4221

時　間 8:30～17：30 休　日 土・日曜日・祝祭日・年末年始

安心して地域で暮らすために、
私たちがお手伝いします。

相談は無料。サービスは有料。
１回（１時間程度）1,500円
生活保護を受けている方は、補助されるので無料です。

香川県社会福祉協議会が実施
主体です。市町社会福祉協議会
が委託を受けて直接的なサービ
スを行っています。

相談して
みようかしら？
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憂うつな気分が続く、眠れない、不安で落ち着かない、何もやる気がしない、育児のストレスや
不安・・・などこころの疲れや不調は誰にも起こります。ご本人、ご家族、その他関係する方など
お気軽にご相談ください。

相談は
無料です!

予約制
こころの健康相談

こころの相談

※日時の変更もありますので必ず連絡し、確認の上ご利用下さい。

予約制です。曜日、
時間は確認して
ください。

住 所
綾川町陶1720-1
綾川町山田下3352-1

住 所 丸亀市土器町8丁目526番地
（香川県中讃保健福祉事務所）

TEL 0877-24-9963

TEL
087-876-2525（えがお）
087-878-2212（いきいきセンター）

日　時
月2回　午後2時～

1人：30分～1時間程度（予約制）
■えがお
■いきいきセンター

精神科医師・臨床心理士・精神保健福祉士の
いずれかによる個別相談

場　所 内　容
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 事業内 容

住 所 高松市番町1-10-3　香川県社会福祉総合センター5階

TEL 087-861-0546 FAX 087-861-2664
綾川町社会福祉協議会綾川町滝宮276

087-876-4221
町内の問い合わせ

長年培った豊富な知識や技能、経験を地域のために生かしたいと考えている高齢者の方がいます。

高齢者いきいき案内所（県社協）
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編集後記

　「綾川町つながる資源マップ」の製作にあたりましては、多数の方々の絶大なるご協力 を頂きまして、誠
にありがとうございました。
　この冊子の内容は、社会福祉協議会職員や住民の皆様の「使って良かった。役立った。」との声に基づい
て掲載しております。今後も、皆様からの声をお待ちしております。 冊子が、より多くの町民の皆様に活用
されることを、心より願っております。
　編集におきましては万全を期してはおりますが、掲載情報の変更、記入漏れ、誤字脱字につきましては、
何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。なお、当方までご連絡いただければ、綾川町社会福祉協
議会ホームページ上にて、追加・修正させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます

ありがとう
ございました!



綾川町 地域包括支援センター

綾川町社協キャラクター

つながるくん

社会福祉法人 綾川町社会福祉協議会

問い合わせ・連絡先

綾川町滝宮276住 所

087-876-4221TEL 087-876-4756FAX 087-876-3362FAX

綾川町陶1720番地1住 所

087-876-1002TEL

《協力》社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

087-861-2664FAX

香川県高松市番町1-10-35 香川県社会福祉総合センター5F住 所

087-861-0545TEL

≪綾川町の平和を守る正義のヒーロー≫

≪つながるんジャー事業（地域担当制）≫

子供からお年寄りまで、綾川町に住むすべ
ての住民が安心して暮らせるように日夜見
守っている。

町内を小学校区程度の区域で6つに分け、そこへ社協の常勤職員全員を5～
7名ずつに分けて配置。さらに、各地区ごとに中心となるリーダー・サブリー
ダーを1名ずつ置いています。
既存のサービスだけでは、生活問題の解決が難しい人、助けてほしいと声を
上げられない人等、「生活のしづらさ」を抱える人達の相談にのります。お気
軽に綾川町社協職員へお声かけ下さい。

☎087-876-4221


