
運営 社会福祉法人　敬親会

事業所名
障害福祉サービス事業所
青蓮寺オーラック

事業種別 生活介護・日中一時支援

利用定員
２０名
（日中一時　受入時の状況による）

営業日
月～金曜日
生活介護　９時３０分～１５時３０分
日中一時　８時３０分～１７時３０分

休業日 土日曜日、祝日、年末年始（12/30～1/3）

作業工賃 作業無し

…送迎 有　名張市・伊賀市（応相談）

…食事提供 有　給食　５００円/食

…入浴 有　一般浴２００円、特浴５００円

その他料金のか
かるもの

内容により実費負担有

住所
〒518-0443
名張市青蓮寺字北浦１５３８－４

電話番号 ０５９５－６２－７３００（代表）

―ホームページ　

〈事業所の特色・コメント〉

ご利用者が主体の事業所それぞれが目標
を持ち仲間と共に充実した生活が送れるよ
うに個々の思いを大切にしている。

その他　行事ではお花見、ボーリング大会
オーラックフェスタ、合同納涼祭、カラオケ、
社会見学、球技大会、クリスマス会等

活動内容

※午前の活動
入浴（希望者）カラオケ（発声訓練）
館内歩行、体操

※午後の活動
絵画、手芸、音楽、パソコン、朗読、書道、園芸、
新聞、軽作業、喫茶訓練、（案内係　注文係　会
計係）

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名
名張育成園　成美
（さんさん　ぽかぽか、ＪＯＹ）

事業種別 生活介護（施設入所支援）

利用定員 60名

営業日 月～金曜日　9：00～16：00

休業日 土日曜日　（１か月に8日）

―作業工賃

…送迎 有　ルート送迎のみ

…食事提供 有　朝食300円、昼食400円、夕食400円

―入浴

その他料金のか
かるもの

実費分

住所
〒518-0615
名張市美旗中村2326

電話番号 0595-65-0868

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

毎日の暮らしの中で、地域生活を目指して、さ
んさん・ぽかぽか・JOYと3つ活動場所を持ち、
中活動(健康促進活動、介護予防的活動、自
立支援活動等)や創作活動を行い、ひとりひと
りのニーズに応えられるような取り組みを行っ
ています。

最近ではかなりのスピードで高齢化を迎えて
おり、全体で平均年齢も56歳を迎えておりま
す。車椅子の方や寝たきりの方、医療を必要と
されている方などなど、成美を利用されている
方の身体状況に合わせたプログラムを考えな
がら無理のない活動に参加をしていただいて
います。

活動内容

●さんさん：広大な敷地の中庭を建屋の前
に備え、いつでものびのびと走り周れる環
境を整えながら、委託作業や調理・季節に
応じた行事を行っています。
●ぽかぽか：高齢化が進む中で、個々の
ADLに合わせてリハビリ運動や予防運動、
いきいき体操・園芸・足浴等の活動を行っ
ています。
● JOY：ブリジストンの下請けや創作活動・
陶芸・はり絵等を行っています。 〈周辺地図〉

日中活動（健康促進活動、介護予防的活動、自
立支援活動等）や創作活動を行い、ひとりひとり
のニーズに応えられるような取り組みを行ってい
ます。



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名 名張育成園　成美

事業種別 日中一時支援、短期入所

利用定員 １０名

営業日 24時間365日

―休業日

―送迎 　

食事提供 　有　（朝食300円、昼食400円、夕食400円）

入浴提供 　有

その他料金のか
かるもの

日中一時：光熱水費　20円/時間
短期入所：光熱水費　320円/日

住所
〒518-0615
名張市美旗中村2326

電話番号 0595-65-0868

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

成美は、知的障害のある成人の方の入所
施設です。また、在宅の方の自立目的や
ご家族のレスパイトとして日中一時支援事
業・短期入所事業があります。

毎日の暮らしの中で、地域生活を目指し
て、日中活動(健康促進活動、介護予防的
活動、自立支援活動等)や創作活動を行
い、ひとりひとりのニーズに応えられるよう
な取り組みをしています。

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人サンフラワー名張

事業所名サンフラワー名張ファクトリー

事業種別就労継続支援Ｂ型

利用定員20名

営業日 平日　9：30から16：00

休業日 月により不定期

作業工賃前年度月平均　23,425円

送迎 　有　

食事提供　有　…３５０円/食
（日によって外部給食（４３２円）やパン販売あり）

入浴 　無

その他料金の
かかるもの

無

住所
〒518-0411
名張市滝之原字杼ノ木1653-1

電話番号0595-68-6600

ホームページ　―

活動内容

パン・クッキー等の菓子製造・販売
手作り品(アクリルたわし・はし袋等)製
造・販売
軽作業
廃品回収
草引き作業

〈事業所の特色・コメント〉

〈周辺地図〉



運営

事業所名

利用料金
合計概算

初期経費入居拠出金10万円・修繕引当金5万円
家賃 月額20,000円
水光熱費 月額20,000円
日用品費
共益費
食費 朝150円・昼350円・夜350円
その他 外出支援時等

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

＊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。

有

〒518-0411
名張市滝之原字杼ノ木1652-2

0595-68-1114　日中は68-6600へ

―

〈周辺地図〉有

〈事業所の特色・コメント〉社会福祉法人サンフラワー名張

コテージ名張

月額40,000円・食事代（max26,350円）

5名

施設内にて、調理・提供

木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

（その他項目外
でも）



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名ワークプレイス栞

事業種別生活介護

利用定員１０名

営業日
月～金曜日９：３０～１６：００
行事等により土日開所あり

休業日 土日・祝日、12/29～1/3

作業工賃隣接のカフェ「輪」で作業される方は有り

送迎 有　…コース送迎

食事提供　―　…弁当の提供あり（４００円税別）

入浴提供　―

その他費用の
かかるもの

行事等参加費用

住所
〒518-0479
名張市百合が丘東９番町２９０番地

電話番号０５９５－６２－３２７１

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

平成２４年５月に開所し５年目を迎えた事
業所です。創作活動を中心のプログラム
構成で、利用者様が「アーティスト」として
社会参加することを目指し事業運営をして
います。
様々な展覧会に出品したり、隣接した
Galleryでの個展の開催等「作品の発信」
にも取り組んでいます。
昨年は全国的な展覧会である「ビッグ・ア
イプロジェクト」に入選したり、「エーブル
アートカンパニー」の登録作家になった方
もおられ着実に活動の幅と実績が広がっ
ています。

写真添付欄

活動内容

１．創作活動（絵画・書道等）
２．調理体験（おかし・スープ作り）
３．健康促進活動（ウォ―キング等）
４．カフェ作業（開店前準備・食器洗浄等）

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名ワークプレイス栞

事業種別就労継続支援Ｂ型

利用定員２０名

営業日
月～金曜日９：３０～１６：００
行事等により土日開所あり

休業日 土日・祝日、12/29～1/3

作業工賃１．２２，２００円　　２．３合計１２，８００円

送迎 有　…コース送迎

食事提供　―　…弁当の提供あり（４００円税別）

入浴 　―

その他料金の
かかるもの

行事等参加費用

住所
〒518-0479
名張市百合が丘東９番町２９０番地

電話番号０５９５－６２－３２７１

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

平成２４年５月に開所し５年目を迎えた事業所で
す。弁当製造と企業内作業を柱としたプログラム
構成となっています。
弁当製造は毎日決められた時間にお客さまに配
達する、企業内作業は決められた製品を納期内
に収める、というように利用者様個々が役割と責
任をもって活き活きと働いています。

活動内容
１．弁当製造
２．企業内作業
３．公園清掃

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会 〈事業所の特色・コメント〉

事業所名 ワークプレイス栞

事業種別 就労移行支援事業

利用定員 １０名

営業日
月～金曜日９：３０～１６：００
行事等により土日開所あり

休業日 土日・祝日、12/29～1/3

作業工賃 ８，７００円

送迎 　―

食事提供 　―　…弁当の提供あり（４００円税別）

入浴 　―

その他料金のか
かるもの

行事等参加費用

住所
〒518-0479
名張市百合が丘東９番町２９０番地

電話番号 ０５９５－６２－３２７１

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

写真添付欄

平成２４年５月に開所し５年目を迎えた事業所
です。トレーニング性の高いプログラム構成と
なっており、「企業就労」を目指す方を中心に
利用していただいています。
「職業準備性」を高めるために、その方の現状
に合わせステップアップできる内容となってい
ます。　　　　　　　就労前のトレーニングから求
職活動、就労決定後のフォローアップまで途
切れない支援を提供し利用者様の就労をサ
ポートさせていただきます。

活動内容

１．作業プログラム
軽作業・Caf 開店前準備・企業内作業
２．学習プログラム
履歴書の書き方・面接練習等
３．調理実習
４．施設外での実習 〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名地域活動支援センター　ステーション和

事業種別地域活動支援センター　

利用定員 10名

営業日 原則月～金曜日、行事により土日営業あり

休業日 土、日、祝祭日、年末年始

利用料金利用登録料　3000円（年額）

作業工賃 　―

送迎 　―

食事 　―

住所
〒518-0441
名張市夏見4-1

電話番号 ０５９５－４２－８１８４

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

活動内容

１．日中活動支援・・・ゆっくり過ごしたい方
に居場所の提供や、健康づくりに取り組ん
で見たい方にはウォーキングやストレッチを
実施しています。また英会話教室もしていま
す。
２．地域交流活動…名張地区のよってだ～
この活動に参加し昼食作りなどをしていま
す。
３．日常生活支援・・・栄養の時間の実施、
個別に必要な支援を行います。

　テレビを見てゆっくり過ごされる方、ウォー
キングを楽しみにされている方、英会話教室
を楽しみにされている方など利用者さんの希
望に応じて利用していただけます。
　少人数でアットホームな雰囲気の中、活動
をしています。

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名名張市障害者地域活動支援センター　ひびき

事業種別地域活動支援センター

利用定員20名

営業日 火～土曜日　10：00～16：00

休業日 日月曜日、祝日、年末年始

利用料金利用登録料3,000円（年度毎）

―作業工賃　

―送迎

―食事提供　

住所
〒518-0615
名張市美旗中村２３２６

電話番号０５９５－６７－４１７７

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

カルチャー教室など選べる活動が充実し、
利用者の方がいきいきと過ごされています。

明るく安心感ある雰囲気で、利用者が日常
生活の相談をしやすい環境作りをしていま
す。

啓発活動として、利用者の音楽グループ オ
レンジヴォイスが、地域のコンサート等に出
演し、当事者の思いをオリジナルソングと
メッセージで伝えています。

活動内容

地域で暮らす障害者が、豊かな地域生活と積
極的な社会参加ができるよう以下の活動を通
してサポートしていきます。
１． 日常生活支援
２． 相談（面接・電話・訪問）
３． 地域交流活動
４． 創作活動・カルチャー教室などの余暇支
援
（パソコン・書道・手芸・絵手紙・絵画教室・趣
味の教室・園芸・ソフトバレー・昼食会など）

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名レインボークラブ

事業種別
就労継続支援Ｂ型
自立訓練（生活訓練）

利用定員
就労継続支援事業B型：３０名
自立訓練（生活訓練）事業：６名

営業日
原則月～金曜日　９：３０～１５：３０
行事により土日営業あり

休業日 土日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始

作業工賃平均工賃　10,000円（平成27年度実績）

―送迎 　　

―食事提供 　　（各自持込、弁当注文については要相談）

―入浴 　

その他料金がか
かるもの

活動にかかる費用は自己負担

住所
〒518-0615
名張市美旗中村２３２６

電話番号 ０５９５－６７－４１７７

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

就労継続支援事業所B型
　様々な作業種があり、その中で自分の得意を見
つけていきます。また就労に必要なスキル等を身
につけていく機会を提供しています。
　月1度、個別面談を行い、体調等の確認をしな
がら利用日数や利用時間、作業量の調整を行
い、利用者の方それぞれの体調に合わせて無理
なく利用していただくことが出来ます。

自立訓練（生活訓練）事業
　平成28年度から新しく始めた事業です。家から
一歩出てみたい、こもりがちな生活を何とかした
い等の思いがある方のご自宅に訪問し、生活に
必要な調理・掃除・洗濯・買い物等のお手伝いを
したり、一緒に散歩をしたり外へ出るきっかけづく
りを行ないます。
　また、通所していただける方には少人数でのプ
ログラム活動を行います。

活動内容

就労継続支援事業B型
「働きたい」という思いに寄り添い、就労支援を行なうこと
により、自立した日常生活を営む事ができるようサポート
いたします。作業等活動の内容は下記の通りです。
１． 百均商品の組立、委託作業等
２． ポスティング・マンション清掃・企業内作業・農園作業
３． 季節に応じたイベント、調理実習、スポーツ等

自立訓練（生活訓練）事業
訪問や個別プログラムを通して一歩外へ出るきっかをつ
くったり、生活に必要なスキルを身につけ安心して生活で
きるようにサポートいたします。 〈周辺地図）


