
運営

事業所名

利用料金
合計概算

初期経費 60.000円（預かり金）

家賃 28,000円
水光熱費 12.000円
日用品費 実費
共益費 無
食費 18,000円
その他 施設外活動（外出）実費

定員

食事（土日の提
供方法）

居住形態
(鉄筋、木造、一
戸建て、アパート
の一室か？など)

夜間支援体制

バリアフリー(トイ
レや手すり、車い
す対応可など)

住所

電話番号

ホームページ

0595-48-7205

―

〈事業所の特色・コメント〉

＊必要経費はおおよその金額です。詳細は支援事業所へお問い合わせください。

医療法人（社団）寺田病院

共同生活援助事業所「ほっと」

　住み慣れた地域で障がいのある方一人ひ
とりが、ありのままの暮らしができるよう、安
心と思いやりの支援を目指しています。
　季節によってピクニック等の外出活動を計
画したり、利用者の誕生日には皆で調理を
したりと様々な活動を行っています。

・介護給付費の対象となるサービスの利用料：厚生労
働省の定めた金額の1割負担。但し、障害福祉サービ
ス受給者証に記載されている利用者負担上限額を超
えない金額。
・介護給付費の対象外のサービス利用料は、以下のと
おりです。

（その他項目外
でも）

7名（男性のみ）

平日・2食提供（朝食、夕食）
土日、祝日・3食提供（朝食、昼食、夕食）

〈周辺地図〉

木造平屋建て　延べ床面積205.69㎡
各居室エアコン完備。
各個室室内便所、洗面所付き。

恐れ入りますが、
事業所へ

お問い合わせください

夜間当直職員あり

廊下手すり付き、玄関スロープあり。共用トイレ手
すり付き。

〒518-0615
三重県名張市美旗中村字弓谷2327番地
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運営 医療法人（社団）寺田病院

事業所名生活介護事業所「ふぉ～ゆ～」

利用定員20名

営業日 月曜日～金曜日　10時～16時（応相談）

休業日 土曜日、日曜日、年末年始（12/30～1/3）

作業工賃作業内容等により変動あり

食事
… 400有　 円/食
　　　　刻み食、ミキサー食等の対応可

送迎
…有　名張市内無料（市外の方は、事業所よ
り10ｋｍを超える場合は、1ｋｍごとに100円）

入浴
… 515有　 円/回
　　　　機械浴、一般浴あり

その他料金の
かかるも

キャンセル料（利用当日午前8時45分以降に
キャンセルされた場合）食材費として700円

住所
〒518-0615
名張市美旗中村2327
複合福祉施設「てらだ」1階

電話番号0595-48-7204

―ホームページ

〈事業所の特色・コメント〉

  食事・入浴・排泄等の基本的な支援や、そ
の他日常生活や社会参加に必要な支援を
行っています。
　建物は歩行器や車椅子にも対応したバリア
フリー設計のためどなたでも安心してご利用
いただけます。
　広々としたルームは、作業室と活動室に分
かれており、その日の活動内容を選択してい
ただくことができます。また畳もあり、ゆっくり
と過ごしていただくこともできます。
　ふぉ～ゆ～では、アットホームな雰囲気の
中、ご利用者との個々の関わりを大切にする
と共に、ボランティアさんを招いての行事や
施設外への外出も定期的に行っています。
地域との関わりを大切にし、「地域で暮らす」
ことを支える拠点でありたいと思っています。

活動内容

軽作業（商品の組み立て）・レクリエーション
（創作活動・お菓子作り・散歩等）・畑作業・施
設外活動（外食・ショッピング・遠足等）・ボラン
ティア行事（カラオケ・演奏会・紙芝居等）・音楽
療法

〈周辺地図〉



運営 医療法人（社団）寺田病院

事業所名相談支援事業所てらだ

営業日 月～金曜日　8：45～17：45

休業日
土日曜日、祝日及び年末年始（12月30日～
1月3日）

住所
〒518-0615
名張市美旗中村字弓谷2327番地
複合福祉施設「てらだ」２Ｆ

電話番号０５９５－４８－７２５７

―ホームページ　

〈事業所の特色・コメント〉

「あなたがあなたらしく主体的に住み慣
れた地域で安心して安全にくらしていくこ
と」をめざし応援させていただきます。

相談支援専門員が、ご本人やご家族の
意向を充分お聞きし、総合的な援助方
針・支援方針、又解決すべき課題などを
利用者様と一緒に考え、それを踏まえた
適切なサービスを紹介し、必要に応じて
見学や体験も行った上で最適なサービス
を組み合わせた「利用計画」を作成・提案
し、サービス利用に繋げていきます。又、
サービス利用後の状況や満足度を一定
期間ごとにモニタリングし、必要に応じて
サービス等利用計画の見直しを行ってま
いります。

支援内容

☆特定相談支援事業
　「基本相談支援」と「計画相談支援」を行う
事業のことで、「あなたがあなたらしく主体的
に住み慣れた地域で暮らしていくこと」を支
援させていただきます。
　地域生活をする上での様々な不安や悩み
などの相談に対応し、安心して生活できるよ
う、必要なサービス利用に向けたお手伝い
をさせていただきます。

☆一般相談支援事業
　入所施設や精神科病院を出て、地域で暮
らすための地域移行支援・地域定着支援を
行っています。
　施設や病院を出て地域生活に移行しようと
する人の不安やストレスをなくす支援を行う
とともに、地域に出てきてから再入所や再入
院をすることなく安心して安全に地域で暮ら
し続けるための支援をおこないます。

〈周辺地図〉



運営 特定非営利活動法人赤目の里山を育てる会

事業所名赤目の森作業所・赤目の森作業所ＰＬＵＳ

利用定員Ａ型　10名　　Ｂ型　10名

営業日 平日（祝日も含む）　9：00～16：00

休業日 土曜日・日曜日・12/30～1/3

作業工賃Ａ型最低賃金　771円/ｈ　Ｂ型　7000円/月

…送迎 有　概ね片道45分くらいの範囲　片道140円/回

…食事 有　自己負担　1回120円

―入浴 　

その他利用料
金のかかるもの

―

住所
〒518-0762
三重県名張市上三谷268番地1

電話番号０５９５－６４－００５１

ホームページｈｔｔｐ：//ａｋａｍｅ－ｓａｔｏｙａｍａ．Ｏｒｇ

赤目の里山を育てる会は、名張市南西部の
里山の保全を目的に発足しました。そのため
に、里山の持っている資源を引きだして、商
品にしています。薪や炭　着火材　キノコなど
を生産、販売しています。
豊かな自然の中で、太陽の光を浴びて働くこ
とにより、心身を鍛え、楽しい日々を過ごせる
ように頑張っています。写真は、和菓子を
作っている現場の写真です。活動内容

薪や炭の生産　　着火材の生産・販売　　　野菜の生
産・販売　　キノコ各種の生産・販売　　委託生産の和
菓子の製造

<事業所の特色・コメント>

<周辺地図〉



運営 株式会社フロンティア

事業所名ひまわり児童ファーム・名張ファーム

事業種別
放課後等デイサービス
日中一時支援

利用定員１０人

営業日平日13:30～17：30

休業日土、日、祝日、長期休暇期間中9:30～17：30

…送迎 有　主に名張市内

…食事提供有　弁当380円/食

その他利用料
金のかかるも
の
おやつ：100円

住所
〒518-0722
名張市松崎町1330-3

電話番号0595-48-7784

―ホームページ

〈事業所の特色・コメント〉

平成24年4月1日名張市で放課後等デイサービ
スを始めました。
小学1年から高校3年生までの特別支援学校及
び特別支援学級に在籍している児童を対象とし
た療育を行っています。放課後だけでなく学校休
業日、長期休暇期間中も午前中からご利用いた
だけるよう日中一時支援事業も行っています。
子供たちが落ち着いた環境の中でのびのびと過
ごせる場を提供しています。又、子供たちに療育
の場を提供することでご家族の スパイトケアの
役割も担っています。

〈周辺地図〉



運営 株式会社　桔梗

事業所名ヘルパーステーションききょう

事業種別
居宅介護・重度訪問・同行援護・移動支援
訪問介護（介護保険）・実費サービス

営業日 月曜日～日曜日

休業日 なし

派遣ヘルパー
数
7人

福祉有償の有
無
　―

訪問可能時間24時間

営業可能エリア伊賀、名張

住所
〒518-0435
名張市つつじが丘北5番町105番地

電話番号0595-68-4045

ホームページhttp://kikyo.biz/ 

〈事業所の特色・コメント〉

障がいだけでなく、介護事業や実費サー
ビスを行っているので特定の方以外でも、
生活でお困りの方（老若男女）問わず、地
域の方に貢献することができます。
また、顧問に司法書士が在籍しているの
で、介護のことだけでなく、暮らしのこと全
般に相談にのることがトータル的にできま
す。

サービス内容
・利用者様のお宅に訪問し身体・家事など
の生活支援を行うと共に外出が困難な方に
対しての付き添い支援。

〈周辺地図〉


