
運営 NPO法人スリーディ

事業所名 ヘルパーステーション紫陽花

事業種別 居宅介護・地域生活支援（移動）

利用料金
給付費以外、交通費実費・地域を超えた
場合１kmあたり30円

営業日 　平日　９：００～１８：００

休業日 　土日、　1/1　～　1/3

派遣ヘルパー数約20名

福祉有償の
有無

有

訪問可能時間８：００　～　２０：００（1/1～1/3以外）

営業可能エリア名張市・伊賀市

住所
〒518-0483
名張市百合ヶ丘西3番町６３

電話番号 0595-64-8352

―ホームページ

〈事業所の特色・コメント〉

全障害に対応できる様に、ヘルパーの養成に尽
力しています。

現在の利用者は、身体障害、知的障害、精神障
害の三障害の方と児童です。

各ニーズに、対応できる限り対応させて頂いてい
ます。

サービス内容訪問ヘルパー及び外出支援

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　敬親会

事業所名
ヘルパーステーション
ポケットハウス

事業種別 居宅介護・同行援護・移動支援

サービス内容居宅介護、同行援護、移動支援

営業日 8時30分から17時30分

休業日
土日曜日、祝日、年末年始（12/30～

1/3）

派遣ヘルパーの
人数

11名

福祉有償の
有無

有

対象障害種別 身体　　知的　　精神

訪問可能時間
24時間
（移動支援は8時00分から22時00）

営業可能エリア 名張市　伊賀市（応相談）

住所
〒518-0443
名張市青蓮寺字北浦１４５４－１８

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〉

生活介護事業所「青蓮寺オーラック」のご
利用者ご家族のご希望により始まった事
業所です。
ご利用者様の立場に立ち、又ご家族や関
係機関と連携をとりながら1日でも長く在
宅生活を送れるよう必要なサービスを提
供しています。

利用料金
応能負担（所得に応じて）
他　内容により実費負担有

〈周辺地図〉



運営

事業所名

利用料金
合計概算

初期経費必要に応じて(入居時家具購入等）

家賃 17000～40000円(ホームによる)
水光熱費 10000～20000円(年度末清算)
日用品費 2000円
共益費 0円
食費 1食約300円（土日昼食、朝夕共）
その他 必要に応じて

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

名張市と伊賀市に合計19ホー
ムを運営しています。希望によ
り、様々な生活スタイルをサ
ポートします。1人暮らしに向け
てグループホームのサテライト
ホームも始めました。

94人(19ホーム)

平日土日ともに提供あり

鉄筋、木造、一戸建て、アパートの一室、ワ
ンルーム等

夜勤・巡回・警備体制あり 〈周辺地図〉

ホームによる

恐れ入りますが、
「ゆっくる」に
お問い合わせください

〒518-0441
名張市夏見4－1(センターの住所)

０５９５-６２-０３０５

http://www.n-ikuseien.jp/

社会福祉法人　名張育成会 〈事業所の特色・コメント〉

くらしサポートゆっくる

32000円～(家賃補助10,000円あり)

（その他項目外で
も）



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 デイセンターういず

事業種別 生活介護・日中一時支援

利用定員 生活介護33名、日中一時支援４名

営業日 月～金曜日、月２回土曜日　８：３０～１８：００

休業日
土日祝日、12/29～1/3
行事等で土日開所することがある

作業工賃 パン工房（時給200円）委託（生産量に応じて）

…送迎 有　ルート送迎

…食事提供 有　給食あり　（４００円/食） 〈周辺地図〉

―入浴

その他料金のか
かるもの

行事等参加費用

住所
〒518-0615
名張市美旗中村２３２６

電話番号 ０５９５－６６－００２０

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

※利用者の方々はパン工房と企業委託仕事でそ
れぞれ自分のやりがいを持ち、出来る仕事に責任
を持って行っています。
※パン工房・・・3種類の食パン(湯種食パン・ティア
ラ食パン・ういず食パン）、フランスパン、菓子パ
ン、惣菜パン等又、新しいパンの考案をしながら製
造・販売を行っています。
※委託作業・・・ブリヂストンから委託を受け、簡単
な作業（シール貼り・バリ取り等）を行っています。
※ポールウォーキング・・・健康維持のため実施し
ています。
※月2～３回、開所日を設けて、外出・買物・物作
り・ドライブ・カラオケ・忘年会・新年会・クリスマス
会・　　日帰り旅行等実施しています。

活動場所は、委託作業・パン製造販売・介護予防
系アクティビティ　の３か所に分かれて活動してい
ます。

活動内容

・パン工房　（製造・販売）
・委託作業　　（ブリヂストン）
・介護予防教室
・ポールウォーキング
・カラオケ
・音楽療法
・アニマルセラピー

パン工房外観



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 名張育成会　ききょうの家

事業種別 生活介護・日中一時支援

利用定員
生活介護：３０名
日中一時：４名

営業日
月～金曜日、月２回土曜日
　９：００～１６：００（生活介護）
　８：３０～１８：００（日中一時）

休業日
土日祝日、12/29～1/3
行事等で土日開所することがある

作業工賃 年1回　平均1万円

送迎 …有　ルート送迎（無料）
食事提供 … 400有　 円/食

入浴 ―　　（応相談）

その他料金のかか
るもの

活動参加費・行事等実費負担

住所
〒518-0615
名張市美旗中村２３３９－１２

電話番号 ０５９５－６５－５１６７

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

・障害の重い方が安心して、楽しく、充
実した時間を送っていただけるよう、そ
の人に合った活動が選んでいただける
ように、いろいろな活動内容を用意して
います。

・食事形態はその方が心配なくお食事し
ていただけるように、栄養士と相談して
どのような形態もご用意できます。

・看護師が常駐しています。健康管理や
体調管理に対応します。吸痰などの医
療行為が必要な方もご利用いただけま
す。

・送迎サービスがあります。伊賀圏域に
4ルートのバスが毎日走っています。車
椅子の方や、バス乗車が難しい方は、
事業所送迎もあります。

活動内容

○創作活動・健康促進
・書道・陶芸・カラオケ・マット運動・リンパマッサージ・
足浴・軽運動・スヌーズレンなど
○講師による教室
・ｸ゙ﾗｳﾝﾄ゙ｺ゙ﾙﾌ教室・音楽教室・スポーツ教室・エイサー
教室・茶道教室
○レクリエーション・行事
・グループ旅行・クリスマス会・新年会・レクリエーション
活動・お料理会等
○作業・生産活動
・委託作業・リサイクル作業・園芸

〈周辺地図〉



事業所名名張育成会　とも

事業種別生活介護・日中一時支援

利用定員
生活介護：３０名
日中一時支援：４名

営業日
月～金曜日、月２回土曜日
9:00～16:00（生活介護）
8:30～18:00（日中一時支援）

休業日
土日祝日、12/29～1/3
行事等で土日開所することがある

作業工賃
有　（企業委託作業　月平均2,000円、焼菓子・喫
茶　月平均6,000円　）＋ボーナス年2回

…送迎 有　ルート送迎（無料）

…食事 有　４００円/食

―入浴 　

その他料金の
かかるもの

活動参加費、行事等実費負担分

住所
〒518-0615
名張市美旗中村2326

電話番号 ０５９５－６５－３７７４

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

　「ともに働き」　.生産活動への参加
どんなに障がいが重くても社会人になったら
「働く」ことが大切と考えます。 作業の中で認め
られる喜び・お給料をもらう楽しみ・作業に参加
した達成感を皆さんに味わっていただきます。

「ともに元気で」　健康促進
 仲間とともに健康に過ごしていただきます。

「ともに楽しむ」　レクリエーション・行事
 仲間とともにいろんな経験を積んでいただけま
す。

活動内容

○作業・生産活動
…企業委託作業、焼き菓子製造販売、喫茶店運営
○文化的活動・健康促進
…ラジオ体操、水中ウォーキング、おどり、コーラ
ス、ガーデニング、軽運動、カラオケ、スヌーズレ
ン、おやつ作り
○レクリエーション・行事
…グループ旅行、クリスマス忘年会、バーベ
キュー、味覚狩り等

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名ホームヘルプサービス　ゆーゆ

事業種別

障害福祉サービス：（居宅介護・重度訪問介護・
　　　　　　　　　　　　　行動援護・同行援護・移動支
援）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護保
険サービス：（訪問介護・介護予防訪問介護）

営業日 休業日以外の午前７時～午後９時

休業日 12/31～1/2

利用料金
給付費以外、交通費実費、外出先の入場料等実
費

派遣ヘルパー
の人数

15人

福祉有償の
有無

有

対象障害種別身体・知的・精神

訪問可能時間午前７時～午後９時

営業可能エリ
ア
名張市・伊賀市全域

住所
〒518-0603
三重県名張市西原町２６２２

電話番号０５９５－６５－０８７４

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

サービス内容

〈事業所の特色・コメント〉

☆ ☆お客様のご希望に添ったオーダーメイドの支援
ゆーゆでは、お客様の目線に立って共に考え、お一

“ ”人お一人のご希望に添ったオーダーメイドの支援
を行っています。どの支援にも目標を掲げ、それが結
果的にお客様の力になれるような支援を心がけてい
ます。

☆ ☆心と心を繋ぐ支援
“ ” “ ”私たちは、支援者と利用者という関係ではなく、

自然体に時には兄弟のような、親、子ども、そして友
人のような、家庭的な雰囲気を常に大切にし、お客様
の心にそっと寄り添えるような心と心をつなぐ支援を
目指して、日々の支援を心がけています。

☆ ☆地域で安心して暮らせる生活を目指して
ゆーゆーは、お客様に住み慣れた地域で安心して暮
らして頂けるよう、応援させて頂きたいと考えていま
す。

・入浴等家庭での身体介護
・調理・掃除などの家事援助
・行事・イベントの参加・付き添い
・買い物・外出等の自立へのお手伝い
・公共交通機関、病院等への付き添い
・家族が短時間外出の際の介護や見守
り
など

〈周辺地図〉



運営 社会福祉法人　名張育成会

事業所名
指定特定相談支援事業所　のーまらいふ暖
指定一般相談支援事業所　のーまらいふ暖

事業種別
指定特定相談支援事業
指定一般相談支援事業

営業日
月～金曜日　　AM9：00～PM17：00
但し24時間受け付ける体制を整えています
（留守番電話対応・FAX等）

休業日 土日曜日・祝日

利用料金

指定相談支援サービスに関する利用料金につ
いて、事業者が法律の規定に基づいて、市町
村から介護給付費額を受領する場合（法定代
理受領）は、ご利用者の自己負担はありませ
ん。

住所
〒518-0616
三重県名張市西原町長尾2622番地

電話番号
TEL　0595-66-5633
FAX　0595-65-8210

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

〈事業所の特色・コメント〉

＜のーまらいふ暖の理念と由来＞
のーまらいふ暖という名前の由来は、ノー
マライゼーションに生活のライフに温かさを
加えたもの。

ノーマライゼーションとは障害のあるなしに
関わらず、共に暮らしていいける地域づくり
のことです。

誰もが訪れやすい場所にして、誰もが生活
しやすいサービスを提供したいという気持
ちが込められています。

活動内容

地域で生活する障害のある方やその家族から
のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供、
助言、障害福祉サービスの利用援助、関係機
関との連絡調整などを行うことで、安心して自
立した生活が送れるよう支援させていただきま
す。

〈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
伊賀圏域障がい者就業・生活支援セン
ター
ジョブサポートハオ

事業種別障がい者就業・生活支援センター

営業日 月～金曜日　８：３０～１７：１５

休業日 土日・祝日・年末年始

電話番号
名張市：０５９５－６５－７７１０
伊賀市：０５９５－４８－７７０２

ホームページhttp://www.n-ikuseien.jp/

住所

○名張市
〒518-0603　名張市西原町２６２５
○伊賀市
〒518-0837　伊賀市上野丸之内５００ハ
イトピア伊賀３階

〈伊賀事務所）

支援内容

就業及びそれに伴う日常生活上の支援
を必要とする障がいのある方に対し、セ
ンター窓口での相談や職場・家庭訪問等
を関係機関と連携し、実施します。
また、障がいのある方を雇用していたり、
雇用をお考えの事業所への相談支援
や、制度の活用など情報提供も行いま
す。

〈名張事務所〉

平成20年4月1日から、社会福祉法人名張育成会が県
の推薦・指定を受け、国との直接契約により「障害者
就業・生活支援センター事業」を受託しています。雇
用・福祉・教育等の関係機関の人たちと協力しなが
ら、障がいのある方が働くことや生活していくために必
要なお手伝いをします。

相談などの費用の負担はありませんので、お気軽に
お電話ください。


