森と木カタログ
http://www.moritoki.jp

森と木

通所支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自立サポート森と木
（法人本部）
2003 年 4 月開所
生活介護事業所 定員 20 名
〒381-0036 長野市平林 1-30-1
tel.026-259-9970 fax.026-259-9969

デイセンター風の森
2007 年 4 月開所
生活介護事業所 定員 20 名
〒381-0036 長野市平林 2-16-15
tel.026-259-9980 fax.026-259-9979

モーリー農場
2009 年 4 月開所
生活介護事業所 定員 20 名
〒381-0041 長野市徳間石原田 3266
tel.026-266-0830 fax.026-266-0831

もりすけ
2010 年 4 月開所
生活介護事業所 定員 20 名
〒381-0041 長野市徳間 3326
tel／fax.026-217-0977

森と木ＬＩＦＥ
2011 年 4 月開所
生活介護事業所 定員 20 名
〒381-0022 長野市大豆島 5216-1
tel／fax.026-221-7793

森と木 365 デイフロア
2018 年 4 月開所
生活介護事業所（従たる事業所）
〒381-0038 長野市東和田 926-1
tel.026-217-7022 fax. 026-217-7024

就労支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

西洋料理店もりたろう 2005 年 11 月開所
多機能事業所（生活介護／就労継続 B 型）
★営業時間 11：00～14：30／17：30～20：30（月曜定休）

Gallery&Bar はっぱカフェ
2017 年 11 月開所
★営業時間 12：00～17：30（月曜定休）
〒380-0831 長野市東町 125-3
tel／fax.026-237-3939

森乃珈琲店曇り時々晴れ 2008 年 8 月開所
多機能事業所（生活介護／就労継続 B 型）
〒380-0841 長野市大門町 53-1
tel／fax.026-234-3451
★営業時間 10：00～18：00（月曜定休）
※冬季営業時間 10：00～17：00

曇り時々晴れ長野駅前店 2010 年 8 月開所
〒380-0825 長野市末広町 1356NACS 末広１F
tel／fax.026-223-6334
★営業時間 平日 7：30～18：30
土日祝 9：00～18：30

café morino.. 2020 年 6 月開所
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613 市役所 1F
tel／fax.026-217-5560
★営業時間 平日 10：30～16：30

Vegetavore（ベジタボーラ）
2016 年 4 月開所（べジタは 1999 年 9 月開所）
就労継続 B 型
〒381-0015 長野市石渡 418-2
tel／fax.026-217-0007
★営業時間 10：00～17：30（月曜定休）
※冬季営業時間 10：00～17：00

ごはんの森 2013 年 4 月開所
就労継続 B 型
〒381-0043 長野市吉田 5-23-26 渡辺第 1 ビル 103
tel／fax.026-243-2370

ようこそ森と木ラボ
多機能事業所（自立訓練／就労継続 B 型）20 名

カフェハクナマタタ
長野市地域活動支援センター 定員 20 名

もりときピコ
放課後等デイサービス 定員 10 名
2014 年 8 月開所
〒380-0833 長野市権堂町 2201
権堂イーストプラザ ND２F202
tel.026-217-8091 fax.026-217-8092

生活支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コミュニティケアセンター森と木３６５
2017 年 9 月開所
短期入所 定員 18 名
居宅介護
行動援護
移動支援
在宅障害者タイムケア事業
障害児自立サポート事業（長野市事業）
独自事業

森と木ホーム 365
1999 年 4 月より
共同生活援助
〒381-0038 長野市東和田 926-1
tel.026-217-7022 fax.026-217-7024

ながの地域相談支援センターベターデイズ
2003 年 4 月開所
指定特定／指定一般／障害児相談支援事業
障がい児等療育支援事業（長野県委託）
発達障がいサポート・マネージャー（長野県委託）
長野市北部発達相談支援センター（長野市委託）
長野市障害者権利擁護サポートセンター（長野市委託）
〒381-0036 長野市平林 1-30-1 ワンズハウス 1Ｆ
tel.026-259-9966 fax.026-243-1717

こどもと家族の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こどもの自立生活館茜舎
2004 年 7 月開所
放課後等デイサービス 定員 10 名
〒381-0036 長野市平林 1-34-5
tel／fax.026-263-8722

茜舎くらぶ
2014 年 4 月開所
放課後等デイサービス 定員 10 名
〒381-0036 長野市平林 1-30-1
tel／fax.026-263-8722

こども発達支援センターＢｅｅ
2004 年 4 月開所
児童発達支援センター 定員 25 名
保育所等訪問
〒381-0036 長野市平林 1-32-5
tel／fax.026-259-6677

文化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

atelier kino
〒381-0036 長野市平林 1-30-33
tel／fax.026-228-7180

はっぱカフェギャラリー
〒380-0831 長野市東町 125-3 もりたろう２F
tel／fax.026-237-3939

LIVE studio Café Beans
〒380-0841 長野市大門町 53-1 曇り時々晴れ２F
tel／fax.026-234-3451

