７２

障害者に関するマーク

街で見かける障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。皆さまの御
理解と御協力をお願いいたします。
１ 障害者のための国際シンボルマーク
障害者が容易に利用できる建物や施設であることを
表すマーク。車いすを利用する障害者に限定するもの
ではなく、全ての障害者を対象としたものです。購入
は各量販店へお問い合わせください。
問合せ先：財団法人日本障害者リハビリテーション協会
電話（０３）５２７３－０６０１
２ 盲人のための国際シンボルマーク
視覚障害者のためのマーク。視覚障害者の安全やバ
リアフリーを考慮した建物、設備、機器などに表示さ
れています。
問合せ先：社会福祉法人日本盲人福祉委員会
電話（０３）５２９１－７８８５
３ 身体障害者標識
肢体不自由のため、免許に条件が付いている方が運
転する車に表示するマーク。マークを付けた車に幅寄
せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定で
罰せられます。このマークの表示は努力義務です。
問合せ先：碧南警察署 交通課
電話（０５６６）４６－０１１０
４ 聴覚障害者標識
聴覚障害者が運転する車に表示するマーク。マーク
をつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道
路交通法の規定で罰せられます。このマークの表示は
義務付けられています。
問合せ先：碧南警察署 交通課
電話（０５６６）４６－０１１０
５ 耳マーク
聴覚障害者のコミュニケーションを円滑にするため
のマーク。このマークを提示されたら、相手が「聞こ
えない」ことを理解し、コミュニケーション方法の配
慮をお願いします。
問合せ先：特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会
電話・FAX（０５６８）２３－４７８９
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６

オストメイトマーク
人工肛門・人工膀ぼう胱こうを使用している方（オ
ストメイト）のための設備があることを表すマーク。
オストメイト対応トイレの入口や案内誘導プレートに
表示されています。
問合せ先：公益社団法人日本オストミー協会
電話（０３）５６７０－７６８１
７ ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬同伴を啓発するためのマーク。身
体障害者補助犬とは、体の不自由な方のため、体の一
部となって働く盲導犬・介助犬・聴導犬のことです。
問合せ先：厚生労働省社会参加推進室
電話（０３）５２５３－１１１１
８ ハートプラスマーク
身体内部（心臓、呼吸器、じん臓、膀胱・直腸、小
腸、肝臓、免疫機能）に障害のある方を表すマーク。
身体内部の障害は外見で分かりにくいため、このマー
クを着用しています。
問合せ先：特定非営利活動法人ハート・プラスの会
電話（０５２）７１８－１５８１
９ 障害者雇用支援マーク
障害者の在宅障害者就労支援や障害者就労支援が認
められた企業、団体に対して与えられるマーク。障害
者雇用を促進している・促進したいという企業と障害
者の橋渡しが期待されています。
問合せ先：公益財団法人ソーシャルサービス協会ＩＴセンター
電話（０５２）２１８－２１５４
１０ ヘルプマーク
義肢や人工関節、内部障害、難病、妊娠初期の方な
ど、援助や配慮を必要としていることが外見からは分
からない方が、援助を得やすくなるように東京都が作
成したマークです。
「ヘルプマーク」を見かけたら、電車内で席を譲る、
困っているようであれば声を掛けるなど、思いやりの
ある行動をお願いします。
問合せ先：碧南市役所福祉課社会福祉係
電話（０５６６）９５－９８８４
配布場所：碧南市役所福祉課、碧南市保健センター、碧南市社会福祉協議会の各窓口
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７３

障害者関係団体の紹介

碧南市では、障害を持った方たちが様々な活動をしています。市内で活動する障害者団
体を紹介します。活動内容・時間等の問合せは、下記の連絡先へお願いします。
１

碧南市身体障害者福祉協会
心身障害者福祉センターでの各種講座・教室などデイサービス事業に参加、社会見学
やレクリエーションを実施
○連絡先：事務局 心身障害者福祉センター
電話（０５６６）４８－１７２０
会長 鈴木 たか子

２

碧南市手をつなぐ育成会
知的障害者を中心に身体障害者も加わり、心身障害者福祉センターでひなまつり会を
実施するほか、他の団体と共催でふれあいスポーツ大会などを実施
○連絡先：会長 牧野 昭彦
電話（０９０）３９６８－８８１４

３

碧南・高浜聴力障害者協議会
聴覚障害者が、心身障害者福祉センターで手話講座に参加、手話サークルの交流会な
どを実施
○連絡先：事務局 石田 久美子
ＦＡＸ（０５６６）４６－９９２３

４

碧南・高浜地域精神障害者家族会あおみ会
精神障害者の家族間の交流及び助け合い、精神障害者の地域活動支援センターあおみ
Ｊセンターの運営協力
○連絡先：事務局 あおみＪセンター
電話（０５６６）４６－８２９５

５

障害者関係のボランティア団体
碧南市社会福祉協議会ボランティアセンターでご紹介します。詳しくはお尋ねくださ
い。
○碧南市社会福祉協議会ボランティアセンター
碧南市山神町８丁目３５番地
電話 （０５６６）４６－３７０１
ＦＡＸ（０５６６）４８－６５２２

６

その他
その他にも関連する団体をご紹介できる場合があります。詳しくは、福祉課窓口でお
尋ねください。
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７４

碧南市内の障害児・者関係施設・事業所

碧南市内の障害者関係施設・事業所等を紹介します。利用方法、事業内容等詳細につい
ては【３７ページ「３０ 障害福祉サービス、地域生活支援事業、障害児通所支援事
業」】をご覧くいただくか、福祉課窓口までお尋ねください。
【へきなん福祉センターあいくる】
碧南市山神町８丁目３５番地
へきなん福祉センターあいくる内には、次の(1)(2)の機関が入っています。
(1) 碧南市社会福祉協議会
障害者に限らず、福祉に関する様々な事業の実施や相談を受け付けています。
電話 （０５６６）４６－３７０２
ＦＡＸ（０５６６）４８－６５２２
(2) 碧南市心身障害者福祉センター
各種講座・教室などデイサービス事業を行っています。
電話 （０５６６）４８－１７２０
ＦＡＸ（０５６６）４２－５３３７
【通所施設】
施設名
碧南ふれあい作業所
ふれあい福祉園ガイア

住所

連絡先

碧南市中山町１丁目１６番地１
碧南市中山町１丁目７番地

事業内容

TEL(0566)46-2941

生活介護

FAX(0566)46-2940

日中一時支援

TEL(0566)48-3980

生活介護

FAX(0566)46-9352

日中一時支援
短期入所

ふれあいの杜まんなか

碧南市若松町３丁目１０５番地

TEL(0566)93-3956

生活介護

FAX(0566)93-3957

日中一時支援
短期入所

ふれあい工房アルゴ

碧南市丸山町５丁目２５番地３

TEL(0566)91-2511

就労移行支援

FAX(0566)91-2541

就労継続支援Ｂ型
日中一時支援

サンたなお

碧南市春日町２丁目５番地

TEL(0566)56-2202

就労継続支援Ｂ型

FAX(0566)56-2202
就労センターオアシス

碧南市天神町４丁目２３番地

TEL(0566)46-3189

就労継続支援Ｂ型

碧南市浜田町２丁目７番地

TEL(0566)45-7533

就労継続支援Ｂ型

碧南市田尻町１丁目５７番地

TEL(0566)43-5827

就労継続支援Ｂ型

碧南
就労センターオアシス
碧南３
しーずん

FAX(0566)43-5828
ＫＴチャレンジ

碧南市縄手町５丁目１２０番地

TEL(0566)57-7272

３

FAX(0566)57-6575
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就労継続支援Ｂ型

サンフレア
どりーむ

碧南市天王町２丁目４０番地

TEL(0566)95-2580

シャインＥＩＫＩビル１階

FAX(0566)95-2588

碧南市善明町２丁目２０番地

TEL(0566)41-2913

就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ａ型

FAX(0566)41-2913
木陰

碧南市金山町２丁目１番地１３

TEL(0566)48-7910

日中一時支援

FAX(0566)48-7910
木香

碧南市東山町６丁目２１番地

TEL(0566)48-7910

生活介護

FAX(0566)48-7910
デイサービス天神
デイサービスかなりや

碧南市神有町５丁目４５番地

TEL(0566)48-0541

(施設は照光町４丁目１番地)

FAX(0566)48-0641

碧南市三宅町１丁目６７番地

TEL(0566)42-1147

生活介護
生活介護

FAX(0566)42-1037
日中一時支援事業所

碧南市野田町２３１番地

学

ビル１F

藤和

TEL(0566)45-6142

日中一時支援

FAX(0566)45-6143

【障害児通所施設】
施設名

住所

連絡先

事業内容

ふれあいの杜まんなか

碧南市若松町３丁目１０５番

TEL(0566)93-3956

地

FAX(0566)93-3957

木葉

碧南市東山町６丁目２１番地

TEL(0566)91-4019

放課後等デイサービス

りはくる

碧南市新川町４丁目１０番地

TEL(0566)93-1351

児童発達支援

FAX(0566)93-1352

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達支援

ここいる

碧南市湖西町４丁目６番地１

TEL(0566)95-3868

児童発達支援

FAX(0566)95-3869

放課後等デイサービス
児童発達支援

児童発達支援事業所

碧南市野田町２３１番地

TEL(0566)45-6142

空

藤和ビル１階

FAX(0566)45-6143

放課後等デイサービス

碧南市野田町２３１番地

TEL(0566)45-6142

海

藤和ビル１階

FAX(0566)45-6143

ぷちま～る

碧南市城山町５丁目３３番地

TEL(0566)87-2744

３

FAX

碧南市日進町２丁目７番地

TEL(0566)93-5538

放課後等デイサービス
ウィズ・ユー碧南
ゴッドオフライフ碧南

放課後等デイサービス
児童発達支援

同上
放課後等デイサービス

FAX(0566)93-5583
碧南市沢渡町２３３番地

TEL(0566)91-2024

児童発達支援

FAX(0566)91-2025

放課後等デイサービス

【地域活動支援センター】
施設名
あおみＪセンター

住所

連絡先

事業内容

碧南市相生町４丁目１１０番

TEL(0566)46-8295

地域活動支援センター

地

FAX(0566)46-8295
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【共同生活援助施設（グループホーム）】
施設名
住所
ふれあいハウス

スピカ

連絡先

事業内容

碧南市植出町２丁目１８番地

TEL(0566)46-8170

碧南市福清水町４丁目３０番地

TEL(0566)46-7676

碧南市福清水町４丁目３０番地

TEL(0566)46-7676

ゆいりすホーム碧南雨池

碧南市雨池町２丁目１番地１

TEL(0563)53-5360

ゆいりすホーム碧南浜田

碧南市浜田町２丁目６１番地

TEL(0563)53-5360

ふれあいハウス
ふれあいハウス

ベガ

共同生活援助

【居宅介護（ホームヘルパー）事業所】
事業所名

住所

連絡先

碧南ふれあい訪問介護事業所

碧南市山神町８丁目３５番

TEL(0566)46-1198

居宅介護等

（碧南市社会福祉協議会内）

地

FAX(0566)48-6522

移動支援

ふれあい支援センター

碧南市中山町１丁目７番地

TEL(0566)48-3980

（ふれあい福祉園ガイア内）
はーねすケアセンター

事業内容

FAX(0566)46-9352
碧南市東浦町１丁目３９番

TEL(0566)43-7333

地２

FAX(0566)43-7334

碧南市鷲林町４丁目１０９

TEL(0566)91-0309

番地１

FAX(0566)91-0521

碧南市古川町１丁目１番地

TEL(0566)45-5107

トリーハイツ西端４０３号

FAX(0566)45-5332

碧南市入船町７丁目２５番

TEL(0566)91-5422

地クリアパレスⅧ３０６号

FAX(0566)91-5423

碧南市浅間町２丁目１０５

TEL(0566)87-1265

番地

FAX(0566)48-7758

伏見之園・かなりやヘルパース

碧南市三宅町１丁目６７番

TEL(0566)46-4048

テーション

地

FAX(0566)95-6886

訪問介護ステーションのんのん

碧南市若宮町４丁目２１番

TEL(0566)45-7611

地

FAX(0566)45-7612

ヘルパーステーションひまわり
エンジェルス
ヘルパーステーショントマト
訪問介護ファンタジスタ

【指定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所】
事業所名
碧南ふれあい相談支援事業所

住所
碧南市山神町８丁目３５番地

（碧南市社会福祉協議会内）
ＷＨＪ相談支援センター メビア
生活サポートみらい

連絡先
TEL(0566)46-3701
FAX(0566)48-6522

碧南市栄町４丁目１１番地

TEL(0566)57-2438

ダイヤビル２Ｆ

FAX(0566)56-2049

碧南市源氏神明町９８番地

TEL(0566)91-8491

（NPO 法人あいちサポートセンターみらい内）

FAX(0566)91-8481

- 92 -

