
 社会福祉法人

ふじの実会



事 業 所 名
　障害福祉サービス事業所　ワークジョイふじの実
開設年月日

　平成13年４月１日
サービスの種類・定員
●生活介護………………定員15名
●就労継続支援Ｂ型……定員20名
●日中一時支援
施設の紹介
　自立した生活に向け、企業からの受託作業や花の栽培を中心とした生産活動を通し、働

w o r k

く喜
j o y

びが得ら
れるよう支援いたします。
　また、創作活動や身体機能の維持に向けた活動を提供し、日々楽しく生き生きとした生活が送れるよ
う支援しています。

事 業 所 名
　指定障害者支援施設　ふじの実学園
開設年月日

　昭和59年４月１日
サービスの種類・定員
●施設入所支援……定員40名
●生活介護…………定員40名
●短期入所支援……定員６名
●日中一時支援
施設の紹介
　 個々のニーズに沿った支援ができるように様々な活動（花卉・野菜栽培、受託作業等）や趣味活動（エ
アロビクス、音楽療法、書道等）を提供しています。また、快適な生活環境を提供し、季節の行事や地
域との交流を取り入れながら、笑顔あふれる生活を送っていただけるよう支援しています。

事 業 所 名
　障害福祉サービス事業所　ワークジョイかわさき
開設年月日

　平成21年４月１日
サービスの種類・定員
●就労継続支援Ｂ型……定員30名　
●日中一時支援
施設の紹介
　自立生活と経済活動への参加を目的とし、生産活動を通し技術の向上を図り
一般就労等に向けて、個別支援計画により必要なサービスを提供をしています。
　『明日も来たくなる施設』を合言葉に、常に明るい雰囲気の中で作業意欲の向
上を図り、利用者視点でのサービスを基本方針として提供しています。

事 業 所 名
　指定障害者支援施設　第二ふじの実学園
開設年月日

　平成12年４月１日
サービスの種類・定員
●施設入所支援……定員60名
●生活介護…………定員60名
●短期入所支援……定員４名
●日中一時支援
施設の紹介
　日中活動では創作活動やマシントレーニング、講師を招いての健康体操や音楽療法を行っています。
また希望を伺いながら外食や買い物等のお手伝いをしています。利用者の皆さんが健康に過ごせるよう、
管理栄養士、看護師、作業療法士と連携を取りながら支援しています。

事 業 所 名
　地域活動支援センター　うまっこひろば
開設年月日

　平成28年７月１日
サービスの種類・定員
●地域活動支援センターⅠ型事業
●相談支援事業　【計画相談支援】 サービス利用支援・継続サービス利用支援
　　　　　　　　　【地域相談支援】 地域移行支援・地域定着支援
　　　　　　　　　【障害児相談支援】 障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助
施設の紹介
　障がいのある方が地域で自立した日常生活や潤いのある社会生活が送れるように支援する「地域活動
支援センター事業」及びご本人・ご家族からの一般的な相談や福祉サービスの利用等について多様な支
援を行う「相談支援事業」の二事業を一体的に運営しています。

事 業 所 名
　グループホームふじの花
開設年月日

　平成18年10月１日
サービスの種類・定員
●共同生活援助……定員43名
施設の紹介
　グループホームふじの花は、ホームを利用し
て生活したい方に対して、地域で共同して自立
した生活が営めるよう、ご本人の意思及び人格
を尊重しながら、その方の立場に立って、日々、
喜びの多い、充実した生活が送れるよう支援し
ています。

ワークジョイふじの実ふじの実学園

ワークジョイかわさき第二ふじの実学園

グループホームふじの花 うまっこひろば

　社会福祉法人ふじの実会は「地域に根ざし、地域に開かれた施設運営」を基本に、人と人とのつながりを大切にし、真に福祉を実現するため地域との交流の深まりの中で「生命の尊さ」
「勤労の喜び」「感謝の気持ち」がわかり、「いつでも、どこでも、誰からも愛される」施設づくりを目指し、利用者のライフワークに応じた様々な支援ができるように努めていきます。



社会福祉法人 ふじの実会（法人本部事務局）
〒029-3402 岩手県一関市藤沢町新沼字西風46番地8
TEL  0191-63-5321 ／ FAX  0191-63-5325
E-mail　fujinomi-kai@forest.ocn.ne.jp

指定障害者支援施設 ふじの実学園
〒029-3402 岩手県一関市藤沢町新沼字西風46番地4
TEL  0191-63-2317 ／ FAX  0191-63-2472
E-mail　fujinomi@titan.ocn.ne.jp

指定障害者支援施設 第二ふじの実学園
〒029-3402 岩手県一関市藤沢町新沼字西風46番地8
TEL  0191-63-5321 ／ FAX  0191-63-5325
E-mail　dainifujinomi@titan.ocn.ne.jp

障害福祉サービス事業所 ワークジョイふじの実
〒029-3311 岩手県一関市藤沢町黄海字町裏79番地1
TEL  0191-63-4580 ／ FAX  0191-63-4591
E-mail　workjoy@space.ocn.ne.jp

障害福祉サービス事業所 ワークジョイかわさき
〒029-0202 岩手県一関市川崎町薄衣字高成3番地
TEL  0191-43-3815 ／ FAX  0191-43-3816
E-mail　wj-kawasaki@major.ocn.ne.jp

ふれあいショップまごころ（一関市国民健康保険藤沢病院内売店） TEL  090-3368-0556

グループホーム ふじの花 〒029-3402 岩手県一関市藤沢町新沼字西風81番地
TEL  0191-63-2645 ／ FAX  0191-63-2472

地域活動支援センター うまっこひろば
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字町浦48番地9
TEL  0191-48-5560 ／ FAX  0191-48-5569
E-mail　umacco@wind.ocn.ne.jp

昭和59年１月 ｢社会福祉法人ふじの実会｣ 法人認可
昭和59年４月 ふじの実学園　開設
昭和60年３月 ふじの実会後援会　発足
平成 4 年４月 福祉ホーム並木寮　開設
平成11年４月 なみきホーム　開設
平成12年４月 第二ふじの実学園　開設
平成13年４月 ワークジョイふじの実　開設
平成14年４月 たてさかホーム　開設
平成15年４月 たけこまホーム　開設

平成18年10月 相談支援事業所ふじの実　開設
グループホームふじの花　開設　

平成19年４月 にいぬまホーム　開設（福祉ホーム並木寮廃止）
平成21年４月 ワークジョイかわさき　開設

ならいホーム　開設
くぼたホーム　開設

平成23年４月 かんとりぃホーム　開設
平成28年７月 地域活動支援センターうまっこひろば　開設
平成29年10月 あかにわホーム　開設

■沿　革

■経営理念

■地　図

■事業所

一人ひとりの個性と人権を尊重し、安全で安心して暮らせる施設と地域づくりをめざした「自立」を支援します。

　一、健康で充実した生活が出来るように支援する
　一、利用者の思いと願いを良く理解し、日常生活を支援する
　一、地域生活に向けた自立生活支援をする
　一、家族、行政、企業、関係団体と連携し社会自立を支援する
　一、 全ての職員が、倫理、理念を尊重し、専門性を高め、地域社会の一員として社会福祉の充実をめざす

 （平成16年9月14日制定）
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