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ボワ・コンサール 
児童発達支援 
放課後等デイサービス 
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ボワ・アルモニー 多機能型事業所 
就労継続支援(B 型) 
生活介護 

ボワ・ミニヨン 
ボワ・クレール 
共同生活援助 

ニーズセンター花の家 多機能型事業所 

花の家    生活介護 

クッカ広場    就労継続支援(B 型) 

ボワ・エール 放課後等デイサービス 

かけはし    相談支援 

法人本部 

あかね共同生活援助 
であい短期入所 

 

ボワ・フルール 
放課後等デイサービス  

ひなた 
共同生活援助 

はるかぜ 
共同生活援助 



社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会は町田市内でそれぞれに事業

を展開してきた法人が縁あって合併をして、今日に至っておりま

す。その成り立ちを振り返りますと、ご利用者のご家族が中心と

なって創り上げたと言っても過言ではありません。引き続き、ご

利用者のみなさまを大切に、そのご利用者を守る職員を大切に、

それぞれの事業を大切に、発展させてまいります。 

昨今、社会福祉法人を取り巻く環境も社会福祉法の改正、報酬

改定や社会福祉事業に対する社会のみなさまの見方の変化など厳

しい状況のなかでの法人経営となっています。 

私たちがサービスを提供しているご利用者も３００名を超え、

職員も２４０名になります。社会も変化し、ご利用者やご家族の

ニーズも、職員の労働に対する感覚も変わり、多種多様になって

きています。しかし、そのような価値観や感覚が変化したとして

も一人ひとり「１度きりのかけがえのない人生」ということには

変わりありません。たとえ、地域社会の中で生活する環境が、大

きく変化したとしてもご利用者の、ご家族の、そして働く職員の

人生は１度しかなく、その人生が豊かなものになることがとても

重要だと考えています。加えて、当法人のあらゆる活動が地域社

会の中で必要とされ続けていくこともとても重要です。大きく環

境が変わろうとも、その時々に必要な変化をしていけば、時代に

対応でき、私たちの理念の実現に近づくことができると信じてい

ます。 

そのためには先ず、職員が生き生きと働く環境を維持発展させ

ていくことが大切です。元気な職員が笑顔でご利用者の人生に寄

り添うことで、ご利用者が笑顔になり、ご家族が安心することが

できるのではないでしょうか。その為には私自身も元気であるこ

とが必要です。また、機会あるたびにそれぞれの事業所に赴き、

職員やご利用者の笑顔を見に行きたいと思います。それぞれに笑

顔が見られること、そのことこそが私の仕事の成果です。 

 

社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会 

 

理事長  



  
一人ひとりの命を大切にする 

人権尊重の理念に基づいた利用者支援を行い 

誰もが豊かに暮せる地域社会を作ります 

私たち 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会 では、障がい

の種別を問わず、広く高齢者、幼児期など支援を必要として

いる人たちへ、質の高い支援を提供していくことを目指して

いきます。 

職員を大切にする会社を目指します 
法人は、元気に笑顔で仕事ができるように、職員を大切にします。 

質の高い利用者支援を提供します 
法人が目指す支援は、ご利用者が望む支援を質の高さを常に意識して提
供していきます。 

新たな事業に挑戦し多様な支援を提供します 
法人はニーズに応じて新しい事業や多様な支援を提供していきます。 

法人は職員と共に成長します 
法人＝職員 の考えに基づき、職員の成長なくして法人の成長はない、人
材育成の取り組みを行っていきます。 

私たちは、常に熱い心と冷静な姿勢で仕事に取り組みます 
仕事に対して熱意を持ち、冷静沈着な姿勢で仕事に取り組み成果を出し
ていきます。 

私たちは、より高度な倫理観を持ち社会的責任を自覚し誠実な
行動をします 
支援者として、常にご利用者の人権と自己決定を尊重し、社会的責任、
役割を理解し、法人職員としてふさわしい行動をします。 

私たちは、法人職員として夢と希望をもって行動します 
自分たちの職場を大切に、全職員自らが夢と希望を持ちご利用者支援の
仕事をします。 



  

部署 事業種別 施設名 
電話番号 

FAX 
所在地 

通所支援部 

生活介護 花の家 
042-797-6004 

042-797-4824 
〒194-0202 

町田市下小山田町 3267-2 
花の家 

就労継続支援 
（B 型） 

クッカ広場 
042-797-6016 

042-797-4825 

生活介護 花の郷 
042-737-3248 

042-737-3208 

〒195-0062 

町田市大蔵町 360-2 

就労継続支援 
（B 型） 

ボワ・アルモニー 
（本体） 

042-791-0144 

042-794-3766 

〒194-0037 

町田市木曽西 2-9-18 

（分場） 
042-794-9370 

042-794-9380 

〒194-0037 

町田市木曽西 2-6-12 

児童支援部 

児童発達支援 
放課後等デイサービス 

ボワ・コンサール 
042-791-5262 

042-794-9380 

〒194-0037 

町田市木曽西 2-6-12 

放課後等デイサービス ボワ・フルール 
042-789-6330 

042-789-6331 

〒194-0037 

 町田市木曽西 3-11-10 

放課後等デイサービス ボワ・エール 
042-797-6004 

042-797-4824 

〒194-0202 

町田市下小山田町 3267-2 
花の家 

居住支援部 

共同生活援助 
ボワ・ミニヨン 
ボワ・クレール 

042-792-2391 

FAX 共通 

〒194-0037 

町田市木曽西 2-6-12 
共同生活援助 
短期入所 

あかね 
であい 

042-793-5330 

042-793-5052 

〒194-0037 

町田市木曽西 3-11-8 

共同生活援助 ひなた 
042-792-7233 

042-792-7234 

〒194-0037 

町田市木曽西 3-18-8 

共同生活援助 はるかぜ 
042-797-5181 

FAX 共通 

〒194-0202 

町田市下小山田町 4017-6 

相談支援部 
指定特定相談支援 
指定障害児相談支援 

かけはし 
042-797-6004 

042-797-4824 

〒194-0202 

町田市下小山田町 3267-2 
ニーズセンター花の家 

法人本部 ─ ─ 
042-797-6004 

042-797-4824 

〒194-0202 

町田市下小山田町 3267-2 
ニーズセンター花の家 

２０１２（平成２４）年 ４月 

法人合併により 社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会 発足 

ボワ・アルモニー 障害者自立支援法による施設移行 
就労継続支援（Ｂ型）事業 定員４０名 

児童福祉法等の改正に伴い“ボワ・コンサール”は 
児童発達支援および放課後等デイサービスとなる。 

“ボワ・フルール”は放課後等デイサービスとなる。 

２０１２（平成２４）年 ８月 

木曽西に共同生活介護“あかね”・“であい”を新設 定員７名 
同年１０月 併設している短期入所“であい”１床を開所 

２０１５（平成２７）年 5 月 

木曽西に共同生活援助“ひなた”を新設 定員５名 

２０１７（平成２９）年 １月 

ニーズセンター花の家 移設 および 多機能型事業所 開所 

花の家 生活介護事業 定員 70 名および 
クッカ広場 就労継続支援（B 型）事業 定員 30 名を開所 

社会福祉法人空 法人合併 

２０１７（平成２９）年 ４月 

ニーズセンター花の家（多機能型事業所）内に 
放課後等デイサービス事業 定員 10 名を開所 
指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業を開設 



ニーズセンター 花の家 （多機能型事業所） 

通所支援部 

■生活介護 

開 設 昭和５９年４月１日 
定 員 ７０名 
所在地 町田市下小山田町３２６７－２ 
電 話 042-797-6004 ＦＡＸ 042-797-4824 

 

昭和５９年開所。ご利用者は、知的障が

い、身体障がい、その重複障がいの方々。

中でも吸引や経管栄養、酸素管理等の医

療的支援を必要とする方に対し、医師や

看護師・作業療法士などの医療職と連携

を図り、手厚い支援を行っています。年

齢に見合った社会体験支援、作業支援、

季節行事やレクリエーション・外出など

のサービスを提供しています。 

施設の特色 

 

４月 お花見 

６月 イエローレシートキャンペーン参加 

７月 サマーセール 

８月 夏祭り 

９月 拡大外出 

１０月 花の家まつり 

１１月 拡大外出、宿泊体験 

１２月 クリスマス会、冬休み 

    ウインターセール 

１月 お正月会、新年会 

イエローレシートキャンペーン参加 

２月 まめまき会 

３月 さくらフェア 

年間予定 

 

施設運営方針 

１ ご利用者一人ひとりのニーズや地域の要望に

応え、豊かな生活を支援します。 

２ 施設資源を有効に活用し、作業や療育活動で社

会生活支援を充実します。 

３ 健康支援を充実し、安全で安心できる生活を支

援します。 

４ 豊かな食生活を支援します。 

５ 効率的な施設運営を図り、将来構想実現のため

の財源確保に努めます。 

 

事業内容 

１ 生産活動（園芸、陶芸、喫茶、売店業務） 

２ 療育活動（園芸、紙すき、陶芸、押し花等） 

３ 生活支援サービス（個別支援計画による自立生活支援） 

４ 文化・レクリエーション活動 

（スポーツ、音楽、外出、各種行事） 

事業内容 

花の家 



  

児童支援部 

■放課後等デイサービス 知的・発達障がい児は高校生を対象

に、身体障がいおよび医療的ケアが

必要な児童は小学生から高校生を

対象に受入を行っています。日常生

活の基本動作、集団生活に適応でき

るように指導および訓練を行いま

す。 

開 設 平成２９年４月１日 
定 員 １０名 
所在地 町田市下小山田町３２６７－２ 
電 話 042-797-6004 ＦＡＸ 042-797-4824 

 

施設の特色 

クッカ広場 

通所支援部 

■就労継続支援（Ｂ型） 

ショップ＆カフェ クッカ をオー

プン。こだわりのブレンドコーヒー

をはじめ、観葉植物など園芸＆リサ

イクルショップでみなさまのご来

店をお待ちしております。 

開 設 平成２９年１月１日 
定 員 ３０名 
所在地 町田市下小山田町３２６７－２ 
電 話 042-797-6016 ＦＡＸ 042-797-4825 

施設の特色 

かけはし 

相談支援部 

■指定特定相談支援事業 

■指定障害児相談支援事業 

障害福祉サービス等の利用計画の

作成（計画相談支援・障害児相談支

援）を行います。 

開 設 平成２９年４月１日 
所在地 町田市下小山田町３２６７－２ 
電 話 042-797-6004 ＦＡＸ 042-797-4824 

施設の特色 



  

通所支援部 

■生活介護 

 

医療的ケアを含む重度の障がいのある

ご利用者が、療育活動・生産活動、レク

リエーション等を通して、安全で安心し

て豊かな時間を過ごす支援を展開して

います。 

 

４月 入所式、さくらまつり 

６月 防災訓練 

７月 流しそうめん 

８月 スイカ割り、防災訓練 

９月 中間総括 

１０月 ハロウィン、歯科検診 

１１月 花の郷まつり 

１２月 クリスマス会、冬休み 

１月 成人式、もちつき 

２月 節分、後期総括 

 

その他 体重測定（月 1 回） 

    歯科検診(年 1 回) 

    プール活動（年数回） 

    外出（年数回） 

    宿泊（年１回） 

    面談（年１回） 

 

 

施設運営方針 

１ ご利用者一人ひとりのニーズに応え、豊かな生

活を支援します。 

２ 今まで培ってきたプログラムを有効に活用しご

利用者個々のニーズに合わせた支援の提供を行

います。 

３ 健康支援を充実し、安全で安心できる生活を支

援します。 

４ 豊かな食生活を支援します。 

５ 効率的な施設運営を図り、将来構想実現のため

の財源確保に努めます。 

 

事業内容 

１ 生産活動（クッキー、園芸、草木染等） 

２ 療育活動（音楽、創作、ムーブメント、スヌーズレン、調理等） 

３ 生活支援サービス（個別支援等） 

４ 文化・レクリエーション活動（外出、各種行事） 

 

開 設 平成１６年４月１日  
定 員 ６０名 
所在地 町田市大蔵町３６０－２ 
電話 042-737-3248 ＦＡＸ 042-737-3208 



（多機能型事業所）

通所支援部 

■就労継続支援（Ｂ型） 

■生活介護 

 

開 設 平成８年４月１日 
定 員 ４０名（本体：３０名・分場：１０名） 
【就労継続支援(B 型)】 
所在地 町田市木曽西２－９－１８ 
電 話 042-791-0144 ＦＡＸ 042-794-3766 
【生活介護】 
所在地 町田市木曽西２－６－１２ 
電 話 042-794-9370 ＦＡＸ 042-794-9380 

 

ご利用者が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、就労の

機会を提供すると共に、その他の活動を

通じて、知識および能力の向上のために

必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効

率的に行っています。 

施設の特色 

本体 

生活介護 

 

４月 入所式 

５月 ぼたん園売店業務 

６月 一泊旅行 

７月 健康診断、宿泊訓練 

８月 大掃除、夏休み 

１０月 運動会、宿泊訓練 

１２月 大掃除、冬休み 

１月 成人を祝う会 

餅つき大会 

２月 節分、後期総括 

３月 みんなの会総会 

 

その他 延長作業 

クラブ 

日帰りレク（年２回） 

年間予定  

施設運営方針 

１ ご利用者一人ひとりのニーズに応え、地域で豊かな

生活ができるよう支援します。 

２ “働くこと”を通して就労への機会の提供や充実し

た社会生活ができるよう支援します。 

３ 健康支援を充実し、安全で安心できる生活を支援し

ます。 

４ 心と体を育む安心・安全な食事を通して食育の支援

をします。 

５ 効率的な施設運営を図り、将来構想実現のための財

源確保に努めます。 

 

事業内容 

１ 生産活動（ダイレクトメール封入作業、各種製品の

セット・組み立て作業、ゴム型抜き作業） 

２ 生活支援サービス（個別支援計画による自立生活支援） 

４ 文化・レクリエーション活動（一泊旅行、餅つき大会 

日帰りレクリエーション、クラブ活動、運動会、宿泊訓練、各種行事） 

 

事業内容 

就労継続支援（B型） 



児童支援部 

■放課後等デイサービス 

 

小学６年生以上中学生の障がい児を対

象に、日常生活の基本動作、集団生活に

適応できるように指導および訓練を行

っています。 

開 設 平成２４年３月１日  
定 員 １０名 
所在地 町田市木曽西３－１１－１０ 
電 話 042-789-6330 ＦＡＸ 042-789-6331 

施設の特色 

児童支援部 

■児童発達支援 

■放課後等デイサービス 

 

幼児から小学５年生までの障がい児を

対象に、日常生活支援の基本動作、集団

生活に適応するように指導および訓練

を行っています。 

開 設 平成１８年４月１日  
定 員 １０名 
所在地 町田市木曽西２－６－１２ 
電 話 042-791-5262 ＦＡＸ 042-794-9380 

施設の特色 



あかね 

であい 

居住支援部 

■共同生活援助 

■短期入所 

 

全室 車椅子対応可能な居室となってお

り、２ユニット 定員７名および短期入

所１床を併設しています。 

開 設 平成２４年８月１日（共同生活介護） 
開 設 平成２４年１０月１日（短期入所） 
定 員 ７名（短期入所：１名） 
所在地 町田市木曽西３－１１－８ 
電 話 042-793-5330 ＦＡＸ 042-793-5052 

施設の特色 

居住支援部 

■共同生活援助 

 

ご利用者に対して適切な地域生活の援助お

よび介護サービスを提供しています。親元

を離れ、集団生活を行うことによって自立

心を養う援助を行っています。 

開 設 平成２年４月１日  
定 員 １０名（ミニヨン５名 クレール５名） 
所在地 町田市木曽西２－６－１２ 
電 話・ＦＡＸ 042-792-2391 

施設の特色 

 

ボワ・ミニヨン 

ボワ・クレール 

 



  

居住支援部 

■共同生活援助 

開 設 平成２７年 5 月１日 
定 員 ５名 
所在地 町田市木曽西３－１８－８ 
電 話 042-792-7233 ＦＡＸ 042-792-7234 ひなた 

施設の特色 

ご利用者に対して適切な地域生活の援助お

よび介護サービスを提供しています。親元

を離れ、集団生活を行うことによって自立

心を養う援助を行っています。 

居住支援部 

■共同生活援助 

開 設 平成２９年１月１日 
定 員 ５名 
所在地 町田市下小山田町 4017－6 
電 話・ＦＡＸ 042-797-5181 はるかぜ 

施設の特色 

ご利用者に対して適切な地域生活の援助お

よび介護サービスを提供しています。親元

を離れ、集団生活を行うことによって自立

心を養う援助を行っています。 



 

 

社会福祉法人 

〒194-0202 東京都町田市下小山田町 3267-2 

電話番号 042-797-6004 FAX 042-797-4824 

E-mail : hananoie@poem.ocn.ne.jp 

ホームページ : http://bowasumire.jp 


