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成人 児童

　

法人名 社会福祉法人　田原本町社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人　田原本町社会福祉協議会

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体・精神

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 8:30～17:15 定休日 土、日、祝日、年末年始

利用方法 下記連絡先まで電話･FAXにてご連絡ください。

利用にあたっ
ての費用 ご相談に費用はかかりません。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄田原本駅から徒歩15分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

　田原本町から障害者等相談支援事業を受託しています。（特定相談支援、一般相談
支援事業の指定あり）知的障がいのある方の様々な相談をお受けし、地域で安心して
日常生活や社会生活を過ごすために必要な環境を整えられるよう支援します。

◆主な対象者
　田原本町にお住いの、知的障がいのあるご本人やそのご家族など
◆相談方法
　面談  ・  電話/FAX  ・  訪問
◆その他
　福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
　※別途利用料がかかります。詳細はお問合せください。

〒636-0247
奈良県磯城郡田原本町阪手336-1
TEL：0744-34-2118
FAX：0744-34-7305

  田原本町社会福祉協議会では、誰もが住みよい地域づくりを目指して、多様な関係
者・機関との連携や協力を得ながら、お互いに顔の見える支え合い活動を推進してい
ます。
社協HP　http://www.tawaramoto-shakyo.or.jp/

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童

◆相談方法

来所・電話・FAX・ご自宅への訪問など

◆相談内容

生活に関する相談や、福祉サービスの利用相談など、さまざまな相談を受け付けています

　

法人名 社会福祉法人　川西町社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人　川西町社会福祉協議会

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 9:00 ～ 17:00 定休日 土・日・祝日・年末年始

利用方法 まずは、お気軽にご連絡ください

利用にあたっ
ての費用 ご相談に費用はかかりません

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄結崎駅から徒歩１５分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

川西町から相談支援事業を受託しています。障がいのある方やそのご家族が、困っていること
やお悩みなどの相談をお受けします。

住所：〒636-0206
　　　奈良県磯城郡川西町吐田９４
TEL：0745-43-3939
FAX：0745-43-3938
メール：shien-kawanishi-shakyo@kcn.jp

■居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童

ご相談内容に応じて、

・福祉サービスの紹介と、利用の支援

・人として大切にされて暮らすための支援

・暮らしに役立つ情報の提供 などを行います。

　

法人名 社会福祉法人ひまわり

事業所名 地域生活支援センターひまわり

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 9:00 ～ 17:00 定休日 土･日･祝(夏季･冬季休暇あり)

利用方法 まずは、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、電話、FAX、メールなど。

利用にあたっ
ての費用 相談料はかかりません。

連　絡　先 地　　図

アクセス
    あざさ苑の向かい側、
                     2階建ての建物です。

駐車場 有：2台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

三宅町から事業委託を受け、「相談支援事業」を行っています。障害のある方やそのご家族の
方などで、生活の中にある困りごとやお悩み相談を受けています。

住所：〒636-0213
　　　奈良県磯城郡三宅町伴堂847-3
TEL：0745-42-1320
FAX：0745-42-1324
メール：soudan@maia.eonet.ne.jp

【ホームページ】 http://himawarinoie.org

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　■共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

三

宅

小
あざさ苑

三宅幼児園

中央公民館

文化

ホール

交

番

三宅町

役場

3



成人 児童

　

法人名 社会福祉法人萌

事業所名 生活支援センターいろは

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体・精神

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 9：00～17：00 定休日 土、日、祝

利用方法 まずはお電話ください

利用にあたっ
ての費用 ご相談に費用はかかりません

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄田原本駅から徒歩10分

駐車場 有り（約3台）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

社会福祉法人萌は「誰もが生き活きと自分らしく心豊かに暮らせる社会」の創造を目指して、
奈良県下で活動している法人です。
田原本・川西・三宅町から障害者相談支援事業を受託（特定相談支援・一般相談支援の指定あ
り）

・対象：磯城郡にお住いの精神障害のあるご本人やそのご家族など
・相談方法：面談・電話・訪問
・病気や障害のため困っていることや不安に感じていることはありませんか？
　「退院したけど毎日退屈。家以外に過ごす場所を探している」
　「親がいなくなったら一人暮らしできるか心配」
　「家族の病気とどう付き合えば良いのか」
　などご相談下さい

〒630-0303
奈良県磯城郡田原本町保津5-5
TEL/FAX：0744-32-7753
メール：メールでの相談はお受けしておりません
ホームページ
http://www.moe.or.jp/living/iroha

誰もがかかりうる病気です。ひとりで悩まずどうぞご相談下さい。
プライバシーは守られます、ご安心下さい。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童

　

法人名 特定非営利活動法人　桜実

事業所名 桜実相談支援事業所

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体・精神 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 10:00～16:00 定休日 土、日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休み

利用方法 まずは、お気軽にご連絡ください。（0745-47-0133）

利用にあたっ
ての費用 無料

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線結崎駅から東に徒歩１０分

駐車場 有：10台　

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

経験豊かな相談専門員が、障がいのある本人や家族の想いを伺って、関係機関と連携し、第三
者の立場で、将来地域の中で自立した生活が実現できるような障害福祉サービス利用計画を作
成し、支援を行います。

福祉サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要な場合は、障がい
児（者）の自立した生活を支え、障がい児（者）の抱える課題の解決や適切なサービ
スの利用が受けられるように、きめ細かな相談と支援を行います。

住所：〒636-0202
奈良県磯城郡川西町大字結崎６４8番地
TEL：0745-47-0133
FAX : 0745-49-0534
メール：npo.cherry@gmail.com

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

✔
✔

✔

✔

〇〇
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成人 児童

法人名 特定非営利活動法人　団栗会

事業所名 相談支援事業所　こりす

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体・精神 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

（１）サービス利用計画の作成

（２）関係者との連絡調整

受付時間 10：00～16：00 定休日 土・日・祝日・お盆・年末年始

利用方法 問い合わせください

利用にあたっ
ての費用 契約書・重要事項説明書の記載内容による

連　絡　先 地　　図

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有・・・3台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

法人理念
①障害の重度・軽度を問わず、より豊かな人生・共に成長していける施設を目指しています
②それぞれの人に合った社会参加を目指しています
③地域の方々との交流を通じ、地域に根付いた施設を目指しています
④障がい者の方が孤立することのないような仲間作りを目指します

住所：〒636-034
奈良県磯城郡田原本町秦庄300番地
TEL：0744-32-7398
FAX:0744-32-0318
メール：don-coro@m4.kcn.ne.jp

☑居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　☑計画相談
□療養介護　☑生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童対象者 知的・身体・精神 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

外
　
観

人生において、自分の好きなことがあることはとても素晴らしいことだと考えます。「どっとゆう」で
はなかまとの作業や語らい、外出、体験等を通じて本人の一生ものになる仕事やそれ以外の好きなこと
を探す取り組みが出来ればと考えています。それが、障害があっても地域の中で自立して生きる大きな
力になると考えます。

法人名 特定非営利活動法人芽ばえの会

事業所名 相談支援センターめばえ

実施事業 特定相談支援事業

住所：〒636-0274
奈良県磯城郡田原本町阪手838-1
TEL：0744-47-4307
FAX：0744-47-4308
メール：dotto.you@ktd.biglobe.ne.jp

まずはお電話を下さい。

利用にあたっ
ての費用 費用はかかりません。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄田原本駅徒歩20分

受付時間 8：30～17：30 定休日 土・日祝日・夏季年末年始

利用方法 電話にてお問い合わせください。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　■就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
■その他（契約のある市町村の日中一時　　　　　　　）

駐車場 あり　２台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

障害福祉サービス等の利用を希望する人の総合的な援助方針や解決すべき

課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、サービス等利

用計画を作成します。
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成人 児童

　

法人名 株式会社ゆいまーる奈良

事業所名 サポートセンターゆいまーる

実施事業 相談支援

対象者 知的・身体・精神 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 ９時～１７時 定休日 日曜日、年末年始

利用方法 まずは、お気軽にご連絡ください。（電話、FAX、メールなど）

利用にあたっ
ての費用 無料

連　絡　先 地　　図

アクセス
近鉄笠縫駅徒歩５分　国道２４号線千
代信号東へクリーニングフランス屋隣

駐車場 有：２台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

障害のある方やそのご家族の方など（利用者さん）で、生活の中にある困り事やお悩み相談
を受けています。

地域の利用者さんからの日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画及び障害児
利用計画の作成に関する業務を行っています。

住所：〒６３６－０２４６
奈良県磯城郡田原本町千代１１６４
電話：０７４４－５５－４９６２、FAX：同じ
メール：yuimaru-shiki@kcn.jp

小さなお子さんから６５歳までの介護保険ご利用までの方まで、幅広くご利用いただ
いています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童

　

法人名 有限会社　シャロム

事業所名 訪問介護事業所　シャロム

実施事業 相談支援

対象者 知的・精神 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

◆主な対象者

　田原本町とその近隣市町村にお住いの主に知的や精神に障がいのお持ちの方やその

　ご家族様からのご相談。

◆相談方法

　面談(当社でのご相談)・訪問(ご自宅等でのご相談)

受付時間 ８：００～１８：００ 定休日 月、金、土、日、祝日、年末年始

利用方法 まずは下記連絡先までお電話ください。

利用にあたっ
ての費用 ご相談に費用はかかりません。

連　絡　先 地　　図

アクセス 笠縫駅から徒歩8分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

田原本町から「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」の指定を受けています。
利用者様の今持っておられる能力や秘められた能力を発揮できるように心掛けていま
す。

住所：〒６３６－０２４６
奈良県磯城郡田原本町千代346-13
TEL：０７４４－３２－８６６０
FAX：０７４４－３２－８６６１
メール：tawaramoto_syaromu_04_10_15@
silver.prara.or.jp

不在時が多いので、まずはお電話下さい。ご相談日時は調整させていただきます。

☑居宅介護・重度訪問介護　☑行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　☑生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
☑その他（　移動支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童

法人名 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

事業所名
奈良県障害者総合支援センター
わかくさ愛育園相談支援事業所

実施事業 障害児相談支援

対象者 全般

事　業　の　特　色

活　動　内　容

・児童福祉法のサービスを利用するために必要な障害児支援利用計画を作成し、一定
　期間ごとにモニタリングを行います。

受付時間 ９：００～１７：００ 定休日 土・日・祝日、年末年始

利用方法 ①お電話にて受付します　②相談日の調整をします。

利用にあたっ
ての費用 無

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 有（空スペースをご利用ください）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

・児童及びご家族のニーズに合った丁寧な計画支援を提供します。
・他事業所との連携に努めます。

住所：〒６３６－０３４５
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２番地
TEL：０７４４－３２－０２００（内６６６）
メール：narareha-wakakusa-soudan@nara-
sfj.or.jp

・対象地域は、原則として、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝
　市、葛城市、宇陀市の各市及び磯城郡、高市郡、北葛城郡の各町村です。
・ホームページアドレス：http://www.nara-sfj.or.jp/

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　医療型児童発達支援　　　　　　　）
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成人 児童

　

法人名 社会福祉法人　大和会

事業所名
なら東和障害者就業

生活支援センター　たいよう

実施事業
障害者就業

生活支援センター事業

対象者 知的・身体・精神

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 平日 ９：00～1７：00 定休日 土、日、祝日

利用方法 まずは下記連絡先までお電話ください。

利用にあたっ
ての費用 ご相談に費用はかかりません。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄・ＪＲ桜井駅から徒歩5分

駐車場 有（　２　台　）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

障がいのある方の職業生活における自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等の地域の関係機
関との連携の下、障がい者の身近な地域において就業面及び就業に伴う生活面の支援を一体的
に行います。

仕事に向けた支援として、就職に向けた相談、職場実習又は職業準備訓練のあっせん
等、就職活動の支援(ハローワークへの同行等)、職場定着に向けた支援(職場訪問によ
る適応状況の把握等)を行います。
　また、障がいのある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に
対する助言も行っています。
　生活面での支援として、生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己
管理に関する助言や、住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言を
行っています。

住所：〒633-0091
奈良県桜井市桜井232 ヤガビル3階302号室
TEL/FAX：0744-43-4404
メール：yamatokai-shuugyou@cup.ocn.ne.jp

『たいよう』では、働くことを希望している、または今働いている障がいのある方
の、仕事や生活についての相談を受け付け、必要な支援を一緒に考え、行います。必
要に応じて、ハローワーク・支援機関・福祉施設・会社・医療機関・行政・学校・家
庭などと連携します。又、障がいのある方を雇用している、雇用を考えている会社へ

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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成人 児童

▶相 談 支 援

▶発 達 支 援

▶就 労 支 援

▶普及啓発及び研修

法人名 社会福祉法人　宝山寺福祉事業団

外
　
観

事業所名 奈良県発達障害者支援センターでぃあー

実施事業 発達障害者支援センター事業

対象者 発達 発達

無料

連　絡　先 地　　図

事　業　の　特　色

発達障害者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達
障害者及びその家族等からの相談に応じ、適切な助言を行うとともに、関係機関等との連携強化によ
り、発達障害者に対する地域における総合的な支援体制の整備を促進し、発達障害者及びその家族の福
祉の向上を図ることを目的とする。

活　動　内　容

受付時間 9:00～17:00 定休日 土･日･祝、年末年始

発達障害に関する相談のほか、普及啓発の研修、当事者会の協力や、ペアレントメン
ターの派遣等を行っています。研修内容は当センターホームページ：
http://deardeer.hozanji-wel.orgに掲載しています。

他の障害福祉サービス等

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人やその家族などに対し、日常生活上の悩みなど、様々な相談に応じ、相談内容やニーズに合
わせて、関係機関・関係施設などを紹介します。

家庭における発達支援の方法についてアドバイス・情報提供を行います。また、関係機関・関係
施設等のスタッフに発達障害児（者）に対するサポートについて助言を行います。

就労に向けて必要な相談などによる支援を実施します。また必要に応じて公共職業安定所、障害
者職業センター及び障害者就業・生活支援センター等の労働関係機関との連携を図ります。

・発達障害セミナー（研修会）の実施
・ホームページによる情報提供

住所：〒636-0393
奈良県磯城郡田原本町多７２２番地
　（奈良県障害者総合支援センター内1階）
TEL：0744-32-8760
FAX：0744-32-8761
メール：deardeer@hozanji-wel.org

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩20分

駐車場 有

自　由　項　目

利用方法 まずはお電話ください。
相談の流れの他、相談内容に応じて他機関の情報提供をさせていただきます。

利用にあたっ
ての費用
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法人名 特定非営利活動法人　団栗会

事業所名 地域活動支援センター　どんぐりの家

実施事業 地域活動支援センター 定　員 15

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 10：00～16：00 定休日 土・日・祝日・お盆・年末年始

活動時間 10：00～16：00 工　賃 日給：100円

送　迎 有・・・田原本町内片道250円、距離に応じての負担

体験利用 まずは見学・説明をします

利用にあたっ
ての費用 食費、創作的活動または生産活動に係る費用、日用品等

連　絡　先 地　　図

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有・・・3台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

法人理念
①障害の重度・軽度を問わず、より豊かな人生・共に成長していける施設を目指しています
②それぞれの人に合った社会参加を目指しています
③地域の方々との交流を通じ、地域に根付いた施設を目指しています
④障がい者の方が孤立することのないような仲間作りを目指します

♦クッキー・ケーキ作業
（日付印押し・シール貼り・袋入れ・量り・販売・配達等）
♦ボランティアによる音楽療法（月1回程度）
♦調理実習（月1回程度）
♦地域のお祭り・イベントに参加・出店、各種バザーに出店
♦個別支援として
機能訓練（立位・歩行・座位等）・ストレッチ、書道、組紐、散
歩、軽スポーツ等

住所：〒636-0343
奈良県磯城郡田原本町秦庄300番地
TEL：0744-32-7398
FAX:0744-32-0318
メール：don-coro@m4.kcn.ne.jp

☑居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　☑計画相談
□療養介護　☑生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人かすがい

事業所名 くらんぷ

実施事業 放課後等デイサービス 定　員 10名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 10:00～17：00 定休日 土日祝・お盆休み・年末年始

活動時間 11：30～17：30

送　迎 あり

体験利用 あり（見学の時にお子さんとお越しください）

利用にあたっ
ての費用

おやつ50円（１回あたり）音楽療法５００円（当日利用者のみ）イベント参加費（不定・参加者のみ）

連　絡　先 地　　図

アクセス 田原本警察より南西へ徒歩５分

駐車場 　あり（お電話ください）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

①一人ひとり違った個別支援計画に基づいた療育的なプログラムや学習支援を提供します。
②小集団の中であいさつの仕方、遊びへの入り方、助けの求め方などの社会的スキルや場面に応じた過ごし方を身
に着けていきます。
③ご家族に向けてサポートを行います。　　　　　　　　　◎小学生から高校生までの児童を対象としています.

身辺自立
体を動かすための外遊び
社会性を身に着けるための外出
個別学習課題（アカデミックスキル）
個別学習課題（フィジカルスキル）
遊び要素のある学習的集団レクリエーション
自由遊び（工作・ルールのある遊びの提供・SSTなど）
応用行動分析の考え方やインリアルアプローチの手法を取り入れた関わ
りをしています。

住所：〒636-0312
奈良県磯城郡田原本町新町67-32
TEL：0744-34-6701
FAX:0744-34-6702
メール：kasugai16.aug@hera.eonet.ne.jp

あらゆる場面で子どもの興味や関心を広げ、知識や能力、身の回りのことなど、自分でできる
スキルを育む手助けをします。
あらゆる場面で集団又は誰かと過ごすルールやスキルを身に着ける手助けをします。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人　桜実

事業所名 放課後等デイサービス　桜実

実施事業 放課後等デイサービス 定　員 10 人

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子
・生活学習 ー 避難訓練、交通安全、お買い物、食事マナー、お出か
け、掃除

ジャガイモの収穫

・教育 ー 机上学習、療育、知育、コミュニケーション

・感覚 ー 絵画、習字、造形、リズム、音楽あそび、カラオケ

・食育 ー 菜園、クッキング、おやつ作り、茶道

・体幹 ー ダンス、和太鼓、太極拳、運動あそび

受付時間 9 : 00 ～ 18：00 定休日 日曜日、12/29～1/4日、8/13日～15日

活動時間 平日：13：30 ～18：00、休日：10：00 ～ 17：00

送　迎 磯城郡内とその付近

体験利用 有：お出かけしてる場合もありますので電話で予約をしてください。

利用にあたっ
ての費用 昼食代：350円～

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線結崎駅から東に徒歩１０分

駐車場 有：10台　

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

小学一年生から高校三年生までの学校通学中の障がいのある子どもたちが、放課後や
長期休暇中に、自立のための訓練や活動の体験を通して、心と体の成長を支援する事
業です。この体験等は、児童の個性に合わせて作成された個別支援計画に基づいて行
います。

住所：〒636-0202
奈良県磯城郡川西町大字結崎６４6番地の１
TEL：0745-49-0533
FAX : 0745-49-0534
メール：npo.cherry@gmail.com

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

✔
✔

✔✔
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法人名 株式会社Ｔ＆Ｋ Office

事業所名 放課後等デイサービス　つき

実施事業 放課後等デイサービス 定　員 10名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間
平日：13:00～18:00
休日：8:00～16:00 定休日

第2土曜日・最終日曜日
年末年始・お盆・GW

活動時間 平日：13:00～18:00　　　休日：8:00～16:00

送　迎 あり

体験利用 なし(お気軽に見学にお越しください)

利用にあたっ
ての費用 昼食代 500円　　お出かけなど実費

連　絡　先 地　　図

アクセス 黒田駅から徒歩1分

駐車場 あり

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

ご利用児童、ご家族の気持ちに寄り添った支援を心がけています。

◆学校との連携を意識しながら一貫した支援を目指しています。

◆屋内での創作活動、体育館での体力作り、畑での農作業など、
季節やご希望にそった居場所作りを心がけてしています。

住所：〒636-0301
奈良県磯城郡田原本町黒田279-8
TEL：0744-47-3018
FAX：0744-47-3019
メール：tsuki@tkoffice.net

□居宅介護・重度訪問介護　■行動援護　■同行援護　■短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　■放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 株式会社はぐくみ

事業所名 ひまわり児童ファーム・はぐくみ

実施事業
放課後等デイサービス・
児童発達支援・行動援護 定　員 10名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 10:00～19:00 定休日 日曜日・年末年始

活動時間 10:00～17:30 工　賃

送　迎 有：サービス提供地域内は自費負担なし。

有：まずは見学にお越しください。

利用にあたっ
ての費用

連　絡　先 地　　図

□居宅介護・重度訪問介護　☑行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　☑放課後等デイサービス　☑児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

他の障害福祉サービス等

外
　
観

対象者：知的・精神　児童
①児童発達支援事業：未就学児②放課後等デイサービス：学齢期児童が、日常生活を送るのに
必要な基本動作や知識などを習得し、集団生活や社会生活に適応できるように支援するサービ
スです。③行動援護：外出時における行動を支援するサービスです。

子ども達が安心して、楽しく過ごせる居場所であり、余暇活動（外出レ
クレーション）、創作活動、スポーツ、PC作業など色々な経験を通し
て、ひとりひとりの個性とこころを育み、生活力の向上と社会生活の適
応力を育てていきたいと考えています。

〒６３６－０２２６
磯城郡田原本町唐古３３７
ひまわり児童ファーム・はぐくみ
電話：０７４４－３３－８９９３
 FAX：０７４４－３３－８９９２

http://hagukumi-farm.jp

アクセス 近鉄橿原線　石見駅より徒歩15分

駐車場 有

自　由　項　目

体験利用
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法人名 株式会社　サンケア

事業所名 サンケア　田原本　太陽ジャム

実施事業
放課後等デイサービス

児童発達支援事業 定　員 10名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 ８：３０～１７：３０ 定休日

活動時間 ①９：００～１２：００　②１３：３０～１７：００

送　迎 無（相談可）

体験利用 有

利用にあたっ
ての費用 おやつ・教材費として1回の利用につき\１００

連　絡　先 地　　図

アクセス
近鉄笠縫駅から徒歩２０分

国道24号線千代八条交差点東へ1分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

多機能型通所施設として障害を抱える児童を対象にサービスを提供しています。
異年齢のお友達との活動の中で、人との関わり方や社会性を学べるよう環境づくりを
しています。

太陽ジャムでは、発達障がいのある児童に対し、個々の
成長に合った療育支援を目的にサービスの提供を行って
います。遊びを中心とした取り組みの中で、出来るだけ
多くの体験を通して、子供達の社会性や生活面での成長
を支援しています。

住所：〒６３６-０２４５
　　　奈良県磯城郡田原本町味間１９６-３
TEL：０７４４-４７-２３９０
FAX ：０７４４-３３-６３５７
メール：suncare2@train.ne.jp

ホームページアドレス：suncare-group.com

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 社会福祉法人なら桜桃会

事業所名 田原本町福祉作業所

実施事業 生活介護 定　員 20名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 9：00～17：00 定休日 土曜日・日曜日・祝日

活動時間 9：00～16：00 工　賃 日給　2００円

送　迎 有

体験利用 有：ご連絡のうえお気軽に見学してください。

利用にあたっ
ての費用 昼食の必要な方は食事代

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄笠縫駅より南東徒歩5分

駐車場 有：10台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

知的障害の方に色々な作業や行事等に参加して戴き、やりがいと楽しみを感じ
てもらいながらストレングスを引き出せるよう支援させていただいています。

◆作業内容
・内職：プラスチック作業
　　　　リネン作業
　　　　農作業　園芸　他
◆その他の活動
・コンニャク作り　ガレージセール
・郊外宿泊　イベント参加　ハイキング
・音楽療法　調理実習　体育祭　他

住所：〒636-0246
奈良県磯城郡田原本町千代1221-1
TEL：0744-33-5824
FAX : 0744-33-5824
メール：sakurambo-family@abelia.ocn.ne.jp

国際標準化機構 ISO 9001認証取得 福祉事業所です。

ホームページ http://nara-outoukai.com

☑ ☑ ☑□居宅介護・重度訪問介護　 行動援護　□同行援護　 短期入所　 計画相談
☑□療養介護　 生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型

☑□就労継続支援B型　　　　 共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　移動支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人　団栗会

事業所名 生活介護事業所　どんぐりの家

実施事業 生活介護 定　員 25

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 10：00～16：00 定休日 土・日・祝日・お盆・年末年始

活動時間 10：00～16：00 工　賃 日給：100円

送　迎 有・・・田原本町内片道250円、距離に応じての負担

体験利用 まずは見学・説明をします

利用にあたっ
ての費用 食費、創作的活動または生産活動に係る費用、日用品等

連　絡　先 地　　図

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有・・・3台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

法人理念
①障害の重度・軽度を問わず、より豊かな人生・共に成長していける施設を目指しています
②それぞれの人に合った社会参加を目指しています
③地域の方々との交流を通じ、地域に根付いた施設を目指しています
④障がい者の方が孤立することのないような仲間作りを目指します

♦クッキー・ケーキ作業
（日付印押し・シール貼り・袋入れ・量り・販売・配達等）　♦
ボランティアによる音楽療法（月1回程度）
♦調理実習（月1回程度）
♦地域のお祭り・イベントに参加・出店、各種バザーに出店
♦個別支援として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機
能訓練（立位・歩行・座位等）・ストレッチ、書道、組紐、散
歩、軽スポーツ等

住所：〒636-0343
奈良県磯城郡田原本町秦庄300番地
TEL：0744-32-7398
FAX:0744-32-0318
メール：don-coro@m4.kcn.ne.jp

☑居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　☑計画相談
□療養介護　☑生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名  社会福祉法人　川西町社会福祉協議会

事業所名 秋桜

実施事業 生活介護 定　員 6

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 9：00～17：00 定休日 土、日、祝、12/29 ～ 1/3

活動時間 9：30～15：45 工　賃
月平均７５２円

※時給で算出したものを月払い

送　迎 有　（磯城郡、磯城郡に隣接する市町村）　※応相談

体験利用 まずは見学にお越し下さい。

利用にあたっ
ての費用 お茶菓子代　1日30円　

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄結崎駅から徒歩15分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

平成18年10月から生活介護との多機能型の事業所として運営しています。
就労継続支援B型と合わせて20名の定員となっています。
排泄、又は食事の介護をおこない、創作的活動及び生産活動の機会を提供します。

♦活動内容
軽作業（町内外の4社から仕事を受注）、歩行訓練や外出訓練などの個別プロ
グラムを実施。

♦サークル活動、レクリエーション活動
サークル活動として季節に応じた創作的活動やイベントの実施。またレクリ
エーション活動では楽しむことをメインに運動やゲームなどに取り組んでいま
す。

♦音楽療法
就労継続支援B型の利用者と合同で講師を招いて隔月で行っています。

住所：〒636-0206
奈良県磯城郡川西町吐田94 ぬくもりの郷内
TEL：0745－43－3987
FAX : 0745－43－3938
メール：shien-kawanishi-shakyo@kcn.jp

■居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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活動の様子

法人名 社会福祉法人ひまわり

事業所名 ほどらいこ

実施事業 生活介護・就労継続支援B型事業所 定　員
生介１０名
就B１０名

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 8：30～17：１５ 定休日 土日祝日８月１２日～１８日・１２月２９日～１月６日

活動時間 9：30～1５：４５ 工　賃 月給：４０００円～８０００円

送　迎 有：要相談

体験利用 有：まずは見学にお越しください。

利用にあたっ
ての費用 昼食代：１食３00円

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄西田原本線但馬駅徒歩６分。

駐車場 あり。普通車２台。軽自動車１台。

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

「ほどらいこ」とは、奈良県桜井地方の方言で、『ゆっくりいこう、ぼちぼちいこう、ほどほ
どにいこう』という意味です！地域のお助け隊の活動では、草引き・洗車・犬の散歩、GHの
夕食つくりなどの活動を行っています。また、屋内で作業をしたい人には、内職作業を定期的
に請け負って行っています。

◆作業内容
・内職：箱折り
　　　　ステンレスたわし作り
　　　　農作業
・地域のお助け隊
・GHの夕食つくり
・草引き・犬の散歩・洗車
・部屋掃除・電球交換など

住所：〒６３６－０２１４
奈良県磯城郡大字但馬１３０－８
TEL：０７４５－６０－６２９７
FAX：０７４５－６０－６２９７
メール：hodoraiko2012@gmail.com

ホームページアドレス：http://himawarinoie.org/

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 株式会社Ｔ＆Ｋ Office

事業所名 生活介護支援事業所　つきひ

実施事業 生活介護 定　員 10名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 10:00～16:00 定休日
第2土曜日・最終日曜日
年末年始・お盆・GW

活動時間 10:00～16:00 工　賃 250円／日

送　迎 あり

体験利用 なし（お気軽に見学にお越しください）

利用にあたっ
ての費用 なし

連　絡　先 地　　図

アクセス 黒田駅から徒歩1分

駐車場 あり

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

少人数で家庭的な雰囲気の中、それぞれのご希望に添った支援を心がけています。

◆定期的に外食体験・畑での農作業・音楽を楽しむ日・お出かけ
などを　　企画しています。

◆毎朝ラジオ体操でスタートし、お散歩や創作活動などを日課に
しています。

住所：〒636-0301
奈良県磯城郡田原本町黒田279-8
TEL：0744-47-3018
FAX：0744-47-3019
メール：tsuki@tkoffice.net

2019年7月、黒田駅北側に、生活介護と短期入所の「つきひ ゆい」がオープンしま
す。

□居宅介護・重度訪問介護　■行動援護　■同行援護　■短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　■放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人 介護支援事業所 たんぽぽ

事業所名 生活支援事業所　わたぼうし

実施事業 生活介護 定　員 ２０名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 ８：３０～１７：３０ 定休日 日・月　１２月３０日～１月３日

活動時間 ９:３０～１５：３０ 工　賃 能力に応じ支給

送　迎 有…サービス提供地域内は自己負担なし。その他地域に関しては要相談

体験利用 有…その都度調整して設定させていただきます。

利用にあたっ
ての費用 昼食代400円　活動費1日３０円

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄但馬駅より徒歩10分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

生活支援事業所わたぼうしは「自分らしく活き活きとして過ごせる環境を一緒に作っ
ていく」ことを目指しています。自宅と同じような環境のなかで「安心して過ごせ
る」「役割を持つ」「みんなで協力して仕事を頑張る」一人一人を応援したいと思っ
ております。

◆活動内容
・個別レク…ストレッチ（動作法）、歩行訓練など
・活動…レクレーション（リズム体操、楽器遊び、ゲーム）
　　　　　創作（壁画作り、小物作り）
　　　　　生産（クッキー・シフォンケーキ作り、クッキング）
　　　　　気候に合わせて公園散歩、買い物などの外出

住所：〒636-0215
奈良県磯城郡三宅町上但馬176-1
TEL：０７４５－４３－６６０１
FAX:0７４５－４３－６６０２
メール：wataboushi@lake.ocn.ne.jp

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人芽ばえの会
外
　
観

事業所名 障害福祉サービス事業所　どっとゆう2

実施事業
生活介護

対象障害の規定なし 定　員 20人

事　業　の　特　色

人生において、自分の好きなことがあることはとても素晴らしいことだと考えます。「どっとゆう」で
はなかまとの作業や語らい、外出、体験等を通じて本人の一生ものになる仕事やそれ以外の好きなこと
を探す取り組みが出来ればと考えています。それが、障害があっても地域の中で自立して生きる大きな
力になると考えます。

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 8：30～17：30 定休日 土・日祝日・夏季年末年始

活動時間 9：00～16：00 工　賃 日額７００円程度

送　迎 無料送迎あり

体験利用 可能（体験利用の日時については別途調整させていただきます。）

利用にあたっ
ての費用 昼食代1食350円（平成30年度実績）

連　絡　先 地　　図

「地域で暮らす全ての人に、やるべきことがあって、会うべき人がいる」そんな日々を送ることが出来る地域が暮
らすみんなの人生を豊かに出来ると私達は考えます。地域に暮らす誰でもが、誰かに必要とされて生きる地域を目
指して、特定非営利活動法人芽ばえの会、障害福祉サービス事業所「どっとゆう弐」は小さないっぽからですが、
はじめていきます。これからの芽ばえの会「どっとゆう」をみなさま温かい目で見守ってください。

他の障害福祉サービス等

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　■就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
■その他（契約のある市町村の日中一時　　　　　　　　　　　）

住所：〒636-0246
奈良県磯城郡田原本町千代373-1
TEL：0744-48-0123
FAX：0744-48-0124
メール：dotto.you@ktd.biglobe.ne.jp

アクセス 近鉄田原本駅徒歩20分

駐車場 あり（５台）

自　由　項　目

・古本屋の営業（本の販売及び買取、本の整理、清掃、修理、活字

文化、印刷物の継承）

・デザイン素材をパソコンを使って制作
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法人名 有限会社　シャロム

事業所名 くつろぎの家

実施事業 生活介護 定　員 １０名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子
◆作業内容 軽作業を行っていただきます。

◆活動内容

受付時間 ８：００～２０：００ 定休日 土、日、8/13～15,12/30～1/3

活動時間 ９：００～１６：００ 工　賃 日給　３00円

送　迎 有…負担なし

体験利用 有…まずは見学に来てください。

利用にあたっ
ての費用 昼食費、施設利用費(創作活動費、外出活動費等を含む)

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩8分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

主に知的や精神に障がいをお持ちの方を対象に、個々の能力を高め、隠れた能力を引
き出せるよう。また、集団生活や社会的マナーを習得できるようにサポートさせてい
ただいています。

毎日の散歩や創作活動(ペーパークラフト、靴下の
端切れやブロックでの作品作り等)、カラオケ、レ
クリエーション活動(お弁当をもって公園やハイキ
ング)、レストランでの食事マナー等も習得してい
ただきます。

住所：〒６３６－０２４６
奈良県磯城郡田原本町千代346-13
TEL：０７４４－３２－８６６０
FAX：０７４４－３２－８６６１
メール：tawaramoto_syaromu_04_10_15@
silver.prara.or.jp

生活介護以外のことに関しましても、ご相談いただければ出来る限り対応させていた
だきます。

☑居宅介護・重度訪問介護　☑行動援護　□同行援護　□短期入所　☑計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
☑その他（　移動支援　　　　　　　　　　　　　　　　）
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□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　■共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆さをり織り・・従来の織りにとらわれず、一人ひとりの思いを織り込んでいきます。
小物、ぬいぐるみ、マフラー、服など様々なものができます。
◆染色、陶芸、紙すき・・染色は、藍・玉葱・柿渋などで染め、陶芸は、大きな土のか
たまりを「手」という道具を使い形にします。紙すきは、牛乳パックを使ってのリサイ
クルの和紙作り、「梅の宿」さんのお酒ラベルづくりをメインの仕事にしています。
◆内職・・地域の会社の下請けで、内職の仕事をしています。
◆喫茶店・・みそら屋は、三宅町保健福祉施設「あざさ苑」ロビーの喫茶店です。四季
折々のメニューや日替りランチを提供しています。
◆ソーセージづくり・・ 添加物や化学調味料などを一切使用せず、無添加のハム・ソー
セージ・ベーコン・牛タンを製造・販売します。各工程に合わせた仕事に携わります。

他の障害福祉サービス等

外
　
観

＜地域で共に生きる＞１９９２年１月、三宅小学校の中に、先生たちによって作られた作業所としてス
タートしました 。地域でともに生きていくことをめざしています。自分の人生は、周りの人に決められ
るものではない。社会の中で位置と役割をもって生きること、いつも世話をされている人生は楽しくな
い。一番大切なのは、仲間とのつながり、仲間との関係を通した自立の理念のもと活動しています。

住所：〒636-021３
奈良県磯城郡三宅町伴堂８５０
ＴＥＬ：0745－42－2919
ＦＡＸ：0745－42－2921
メール：himawarinoie@maia.epnet.ne.jp

ホームページアドレス：URL http:/himawarinoie.org

アクセス 近鉄石見駅から徒歩２0分

駐車場 有…２０台

自　由　項　目

体験利用 有…希望の部門で、メンバーさんと一緒に活動して頂きます

利用にあたっ
ての費用 食事代、施設外での活動費など

連　絡　先 地　　図

活動時間 8：30～17：１５ 工　賃 月給4000円～8,000円

送　迎 有…磯城郡内（300円）　磯城郡外（500円）

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 9：30～16：00 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

法人名 社会福祉法人ひまわり

事業所名 ひまわりの家

実施事業 生活介護 定　員 30名
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法人名 株式会社リヤン・ドゥ

事業所名 ことのは

実施事業 就労継続支援A型 定　員 20名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子
 ★作業内容★

 ・リネン品検品・たたみ作業

 ・組み立て、袋詰め作業等の軽作業

受付時間   9：00～16：30 定休日  土・日・祝・夏季休暇・年末年始

活動時間  10：00～15：10 工　賃  時給制

送　迎  有り・・・最寄り駅まで（近鉄田原本駅/西田原本駅）

体験利用  有り・・・通常の作業体験

利用にあたっ
ての費用  別途かかる場合もあり

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄田原本駅/西田原本駅から徒歩7分

駐車場  有り・・・9台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

 障がいのある方(知的・身体・精神・難病の方）の「働きたい」という思いに寄り
添い、一般就労に向けての能力向上を目指すためのお手伝いをさせて頂きます。

 住所：〒636-0342
　　　 奈良県磯城郡田原本町大字三笠152-7
 TEL：0744-47-2900
 FAX：0744-47-2902
 メール：kotonoha-en@kind.ocn.ne.jp

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 奈良県社会福祉事業団

事業所名
奈良県障害者総合支援センター
社会就労センター　セルプ

実施事業 就労継続支援B型 定　員 ３０名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

♦作業内容

♦年間行事

日帰りバス旅行、運動会、仕事納めの会等

受付時間 8：30～17：15 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 9：00～16：３0 工　賃 時給：平均135円（H30年度）

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（体験実習や見学の日時は、調整させていただきますので、まずは、ご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

利用料及び給食費（希望者のみ）は、所得に応じて軽減される場合があります。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 有┅専用駐車場12台

自　由　項　目

ホームページアドレス：http://www.nara-sfj.or.jp/

同一建物内には、自立訓練センター、わかくさ愛育園、奈良県総合リハビリテーション
センター（病院）が併設されています。

他の障害福祉サービス等

外　

観

一般企業への就労が難しい身体、知的、精神、難病の方を対象に働く場を提供する施設です。
仕事を通して社会参加を促進すると共に、知識及び職業的能力の向上のために必要な支援を行
います。働く意欲のある方、日中の活動を充実させたい方々を受け入れています。

プラスチック製品加工、箱折り、百円ショップ商品の加工、電化
製品の加工、清掃用具の組立て、ラベル貼り、検品作業等

（上記の下請け軽作業を冷暖房完備の作業場にて椅子に座って作
業をしています。）

住所：〒６３６－０３45
奈良県磯城郡田原本町大字多722番地
TEL：０７４４－３２－０６９７（直通）
FAX:0７４４－３２－０６９７
メール：narareha-selp@nara-sfj.or.jp

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名  社会福祉法人　川西町社会福祉協議会

事業所名 秋桜

実施事業 就労継続支援Ｂ型 定　員 14

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 9：00～17：０0 定休日 土、日、祝、12/29 ～ 1/3

活動時間 9：30～15：45 工　賃
月平均9,144円

※時給で算出したものを月払い

送　迎 有　（磯城郡、磯城郡に隣接する市町村）　※応相談

体験利用 まずは見学にお越し下さい。

利用にあたっ
ての費用 お茶菓子代　1日30円　

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄結崎駅から徒歩15分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

平成18年10月から生活介護との多機能型の事業所として運営しています。生活介護
と合わせて20名の定員となっています。就労に必要な知識及び能力の向上のための必
要な訓練、その他の援助を行います。生産活動、その他の活動の機会を提供します。

♦作業内容
　紙すき（名刺・はがき）
　軽作業（町内外の4社から仕事を受注）
　ＥＭボカシ作り・販売、喫茶店、畑作業・販売

♦サークル活動、レクリエーション活動
　サークル活動として季節に応じた創作的活動やイベントの実施。またレクリエーショ
　ン活動では楽しむことをメインに運動やゲームなどに取り組んでいます。

♦音楽療法
　生活介護の利用者と合同で講師を招いて隔月で行っています。

住所：〒636-0206
奈良県磯城郡川西町吐田94 ぬくもりの郷内
TEL：0745－43－3987
FAX : 0745－43－3938
メール：shien-kawanishi-shakyo@kcn.jp

■居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 社会福祉法人萌

事業所名 ひなた舎

実施事業 就労継続支援B型 定　員 15名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 9：00～17：30 定休日 土・日・祝日・12月29日～1月3日

活動時間 9：00～15：30 工　賃 月給2,500円程度

送　迎 無

体験利用 有：お問い合わせいただきましたら調整します。

利用にあたっ
ての費用

昼食代：１食200円。プログラムの中には別途費用が掛かるものもあります。

連　絡　先 地　　図

アクセス 田原本駅から徒歩10分

駐車場 有：1台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

　社会福祉法人萌は、「誰もが活き活きと自分らしく心豊かに暮らせ社会」の実現を目指し活動しています。ひなた舎は、主
に精神障害のある人たちを支援している事業所で、10年前に田原本町に誕生しました。ひなた舎には、一般就労を目指す人
や、長期間の入院や閉じこもり生活からようやく抜け出して、まずは日中の居場所や交流の機会を必要とする人まで、幅広い
層の人達が利用しています。そのため、就労支援だけでなく日中活動・余暇活動支援も行っています。

◆作業内容
・軽作業　　　　…　ヘアブラシの組み立て、梱包
・製菓作業　　　…　げんこつ飴の製作と販売
・ポスティング　…　チラシや情報誌等をご自宅へ投函

◆プログラム活動
・スポーツ　　　　　…月に一回、体育館で卓球等の室内競技を行います
・レクリエーション　…月に一回、食事や季節行事などにお出かけします
・茶話会　　　　　　…月に一回、お茶菓子を食べながらお話をします
・ミーティング　　　…月に二回、ひなた舎の事をみんなで話し合います

住所：〒636-0303
奈良県磯城郡田原本町保津5-5
TEL：0744-32-775
FAX:0744-32-7746
メール：hinatasha@moe.jp

ひなた舎ブログ：http://hinatasha.seesaa.net

障害者種別：精神障害

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　移動支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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活動の様子

法人名 社会福祉法人ひまわり

事業所名 ほどらいこ

実施事業 生活介護・就労継続支援B型事業所 定　員
生介１０名
就B１０名

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 8：30～17：１５ 定休日 土日祝日８月１２日～１８日・１２月２９日～１月６日

活動時間 9：30～1５：４５ 工　賃 月給：４０００円～８０００円

送　迎 有：要相談

体験利用 有：まずは見学にお越しください。

利用にあたっ
ての費用 昼食代：１食３00円

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄西田原本線但馬駅徒歩６分。

駐車場 あり。普通車２台。軽自動車１台。

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

「ほどらいこ」とは、奈良県桜井地方の方言で、『ゆっくりいこう、ぼちぼちいこう、ほどほ
どにいこう』という意味です！地域のお助け隊の活動では、草引き・洗車・犬の散歩、GHの
夕食つくりなどの活動を行っています。また、屋内で作業をしたい人には、内職作業を定期的
に請け負って行っています。

◆作業内容
・内職：箱折り
　　　　ステンレスたわし作り
　　　　農作業
・地域のお助け隊
・GHの夕食つくり
・草引き・犬の散歩・洗車
・部屋掃除・電球交換など

住所：〒６３６－０２１４
奈良県磯城郡大字但馬１３０－８
TEL：０７４５－６０－６２９７
FAX：０７４５－６０－６２９７
メール：hodoraiko2012@gmail.com

ホームページアドレス：http://himawarinoie.org/

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人芽ばえの会

事業所名 障害福祉サービス事業所　どっとゆう

実施事業 就労移行・就労継続Ｂ型
対象障害の規定なし 定　員 移行6人・B型14人

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 8：30～17：30 定休日 土・日祝日・夏季年末年始

地　　図

活動時間 9：00～16：00 工　賃 日額７００円程度

送　迎 無料送迎あり

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
■その他（契約のある市町村の日中一時　　　　　　　　　　　）

他の障害福祉サービス等

外
　
観

人生において、自分の好きなことがあることはとても素晴らしいことだと考えます。「どっとゆう」で
はなかまとの作業や語らい、外出、体験等を通じて本人の一生ものになる仕事やそれ以外の好きなこと
を探す取り組みが出来ればと考えています。それが、障害があっても地域の中で自立して生きる大きな
力になると考えます。

住所：〒636-0274
奈良県磯城郡田原本町阪手838-1
TEL：0744-47-4307
FAX：0744-47-4308
メール：dotto.you@ktd.biglobe.ne.jp

「地域で暮らす全ての人に、やるべきことがあって、会うべき人がいる」そんな日々を送ることが出来る地域が暮
らすみんなの人生を豊かに出来ると私達は考えます。地域に暮らす誰でもが、誰かに必要とされて生きる地域を目
指して、特定非営利活動法人芽ばえの会、障害福祉サービス事業所「どっとゆう」は小さないっぽからですが、は
じめていきます。これからの芽ばえの会「どっとゆう」をみなさま温かい目で見守ってください。

アクセス 近鉄田原本駅徒歩20分

駐車場 あり（２台）

自　由　項　目

体験利用 可能（体験利用の日時については別途調整させていただきます。）

利用にあたっ
ての費用 昼食代1食350円（平成30年度実績）

連　絡　先

・清掃作業（公共施設の屋内屋外清掃を現在は行っています。）

・古紙回収作業

・ウエブデザイン、名刺等の印刷

・フリーペーパー「どっとゆう」の発行

・記事を書くための取材、顧客開拓業務

・手作りお菓子製造（クッキー、ケーキ等を作っています。）

・かき氷、焼き芋、手作り焼き菓子等の販売、イベント出店
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・家事援助：調理、掃除、買い物等の日常生活に必要な家事代行

・身体介護：排泄、入浴、食事等の日常生活動作の介助

・通院等介助（身体介護を伴わない場合）：通院等外出時の付き添い

　

法人名 医療法人　清和会

事業所名 田原本在宅介護支援センター　サンライフ田原本

実施事業 ヘルパー事業

事　業　の　特　色

活　動　内　容

・通院等介助（身体介護を伴う場合）：通院等外出時の付き添い介助（必要に応じて
身体介護を提供）

受付時間 8：30～17：30 定休日 日曜日、年末年始

活動時間 8：00～18：00（必要に応じて夜間のサービス提供にも対応します）

利用にあたっ
ての費用 ご利用内容によって異なりますので、お問い合わせください。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線田原本駅より徒歩20分

駐車場 有り

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

日常生活動作において介助が必要、または自ら家事を行うことが困難な場合にホームヘルパー
がご自宅へ訪問して必要な援助を行います。自立支援の観点から、必要以上のサービスは行わ
ないようご利用者様とよく相談したうえでサービスの提供を行うよう心がけています。

住所：〒636-0237
奈良県磯城郡田原本町小阪305－1
TEL：0744-34-3344
FAX:0744-34-3345
メール：sunlife.tawaramoto@seiwakai-
group.or.jp

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 株式会社 ニチイ学館

事業所名 ニチイケアセンター田原本

実施事業 ヘルパー事業

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 9：00～18：00 定休日 土・日・祝日・12/30～1/3

活動時間 9：00～18：00（時間外のサービスはご相談ください）

利用にあたっ
ての費用

受給者証に記載の負担割合額（上限あり）。外出に係る交通費・施設利用料等
はヘルパー分も実費で負担していただきます。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線 石見駅より徒歩20分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

ご利用者様の毎日の『くらし』の部分を支え、『縁の下の力持ち』になり、住み慣れた地域で
自分らしく暮らしていただけるようサポートいたします。

◆居宅介護　＊排泄・入浴等の身体介護や、炊事・洗濯・買い物代行等の家事援助
◆通院等介助　＊通院等外出時の付添介助
◆重度訪問介護
＊重度の肢体不自由な方に対する入浴・排泄・食事・外出等の介護
◆同行援護
＊視覚障害者の方の外出に同行し、必要な情報の提供や移動の援護、その他の便宜の供与
◆移動支援
＊社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の介護・付添等

住所：〒636-0226
奈良県磯城郡田原本町唐古528-2 エコサイトＣ
TEL：0744-34-1620
FAX：0744-32-7067
メール：hstl41@nichiigakkan.co.jp

ホームページアドレス　https://www.nichiigakkan.co.jp/

☑ ☑居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　 同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
☑その他（　移動支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 特定非営利活動法人　団栗会

事業所名 居宅介護支援事業所　ころころ

実施事業 居宅介護・重度訪問介護

事　業　の　特　色

活　動　内　容

（１）居宅介護　①居宅介護計画の作成　②身体介護に関する支援

　　　　　　　　③家事援助に関する支援　④通院等に関する支援

（２）重度訪問介護　①生活全般に関する支援

受付時間 10：00～16：00 定休日 土・日・祝日・お盆・年末年始

活動時間 9：00～17：00　時間外の支援は要相談

利用にあたっ
ての費用 契約書・重要事項説明書の記載内容による

連　絡　先 地　　図

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有・・・3台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

法人理念
①障害の重度・軽度を問わず、より豊かな人生・共に成長していける施設を目指しています
②それぞれの人に合った社会参加を目指しています
③地域の方々との交流を通じ、地域に根付いた施設を目指しています
④障がい者の方が孤立することのないような仲間作りを目指します

住所：〒636-0343
奈良県磯城郡田原本町秦庄300番地
TEL：0744-32-7398
FAX:0744-32-0318
メール：don-coro@m4.kcn.ne.jp

☑居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　☑計画相談
□療養介護　☑生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 社会福祉法人川西町社会福祉協議

事業所名 社会福祉法人川西町社会福祉協議

実施事業 ヘルパー事業

事　業　の　特　色

活　動　内　容

◆居宅介護

排泄などの身体介護や炊事・洗濯など居宅での生活全般にわたる援助を提供します。

◆重度訪問介護

常時介護が必要な重い障害の方に対し、排泄・食事等の介護、その他生活全般にわたる援助を
提供します。

受付時間 ９：00～17：00 定休日 年末年始

活動時間 　　７：00～21：45

利用にあたっ
ての費用

原則、サービス費用の1割。ただし、個人の収入等によって負担の上限（月額）が決
まっています。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄結崎駅から徒歩１５分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

住み慣れた自宅で自立した日常生活・社会生活ができるよう、ご本人やご家族の状況や環境に
応じて生活全般にわたる援助を提供させていただきます。

住所：〒６３６－０２０６
奈良県磯城郡川西町吐田９４
TEL：０７４５－４３－３９０１
FAX:０７４５－４３－３９３８
メール：

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 株式会社Ｔ＆Ｋ Office

事業所名 居宅介護支援事業所　つき

実施事業 ヘルパー事業

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 9:00～18:00 定休日
第2土曜日・最終日曜日
年末年始・お盆・GW

活動時間 　　　9:00～21:00

利用にあたっ
ての費用

原則、サービス費用の1割(市町村による)。外出に係る交通費、施設利用料等、
ヘルパー分を、ご負担して頂きます。

連　絡　先 地　　図

アクセス 黒田駅から徒歩1分

駐車場 あり

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

利用者様の自立に役立てるよう、またご家族の心配や不安を少しでも軽減できるよう
な支援を心がけています。

◆行動援護・移動支援・同行援護
　主に、余暇活動や社会参加のお手伝いをさせていただいています。

◆日中一時支援
　屋内や敷地内の庭で、ゆっくりリラックスして過ごしていただきます。

住所：〒636-0301
奈良県磯城郡田原本町黒田279-8
TEL：0744-47-3018
FAX：0744-47-3019
メール：tsuki@tkoffice.net

□居宅介護・重度訪問介護　■行動援護　■同行援護　■短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　■放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 有限会社　シャロム

事業所名 訪問介護事業所　シャロム

実施事業 ヘルパー事業

事　業　の　特　色

活　動　内　容

◆行動援護・移動支援

　余暇活動や社会参加等へのサポートをさせていただいています。四季折々の体験や

　年代に合った体験ができるよう。また、安全に活動できるように心掛けています。

◆居宅介護

　入浴・食事等の介助や通院時の介助等をさせていただいています。

受付時間 ８：００～２０：００ 定休日 年末年始

活動時間     ８：００～２０：００

利用にあたっ
ての費用

原則、サービス費用の１割　外出に係る交通費、施設利用料等、ヘルパー分も実費で負担して頂きます。

連　絡　先 地　　図

アクセス 笠縫駅から徒歩8分

駐車場 有

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

主に知的や精神に障がいをお持ちの成人や児童の方を対象に、利用者様の将来を考え
ながら、ご家族や関係の方々と連携を取り合い、今必要な最善のサポートができるよ
う心掛けています。

住所：〒６３６－０２４６
奈良県磯城郡田原本町千代346-13
TEL：０７４４－３２－８６６０
FAX：０７４４－３２－８６６１
メール：tawaramoto_syaromu_04_10_15@
silver.prara.or.jp

パニック時等、緊急対応が必要な時にも気軽に利用されています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　☑計画相談
□療養介護　☑生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 株式会社合I＆I

事業所名 訪問介護事業所ばーど

実施事業 ヘルパー事業

事　業　の　特　色

活　動　内　容
♦居宅介護　：身体介護　食事介助・入浴介助・排泄介助・更衣介助等
：家事援助　買い物・調理・掃除・洗濯等　　：通院等介助

♦重度訪問介護　：重度の肢体不自由者で常時介護が必要とする方に、入浴・排泄・
食事等の介護サービスや、調理・洗濯・掃除等の家事援助、見守りや外出支援等を行

受付時間 ９：００～１８：００ 定休日 原則として日、祝、お盆、年末年始

活動時間

利用にあたっ
ての費用

原則サービス費用の１割。外出に関わる交通費・施設利用料等ヘルパー分も負担して頂きます。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩１０分

駐車場 有り（２台）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

住所：〒６３２－０２４６　　奈良県磯城郡田原
本町千代１１０１　グリーンコーポ小林１０３
TEL：０７４４－４８－３７７８
FAX:０７４４－４８－３７７９
メール：bird.20190301@gmail.com

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　□計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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法人名 奈良県社会福祉事業団

事業所名
奈良県障害者総合支援センター

自立訓練センター

実施事業 短期入所 定　員 ３名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 ８：３０ ～ １７：１５ 定休日 （土・日・祝日、年末年始）

活動時間 ９：００ ～ １７：００ 工　賃 無

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時見学や相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用 サービス利用料及び実費（食費・光熱水費）

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 障害者用スペース６台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

在宅生活をしておられる方で、ご本人や主たる介護者の都合により一時的に生活の場を確保し
たい方がご利用いただけます。心身のリフレッシュをご希望の場合には、マット訓練・歩行訓
練に参加いただくこともできます（ただし、健康と安全の確保が困難な場合は、参加できませ
ん。）。

住所：〒　636-0345
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２
TEL：(0744)32-0200  内線530
FAX:  (0744)32-0209
メール：narareha-jikun@nara-sfj.or.jp

・ホームページ：http//www.nara-sfj.jp/
・施設入所は、年中営業しています。
・同一建物内には、社会就労センター、わかくさ愛育園、奈良県総合リハビリテーシ
   ョンセンター（病院）が併設されています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　□短期入所　■計画相談
□療養介護　□生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　高次脳機能障害支援センター　　　　　）

◆　日常生活場面での必要な介助
　　　　トイレ・洗面・入浴等の動作

◆　食事（給食）、入浴（週２日）

※　居室については、当日の施設利用状況により空きベッド
   　も活用して提供させていただきます。
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法人名 株式会社T&K Office

事業所名 ショートステイ つきひ

実施事業 短期入所 定　員 11名

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 17:00～9:00 定休日
第2土曜日・最終日曜日
年末年始・お盆・GW

活動時間 　　　17:00～9:00

送　迎 あり

体験利用 なし

利用にあたっ
ての費用 夕食代 \500・朝食代 \200

連　絡　先 地　　図

アクセス

駐車場 あり

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

安全を最優先に、利用者様と支援員が家族のように、楽しく過ごせることを心がけて
います。

来所後、夕食、入浴を順番に介助させていただき、就寝までの時間は、お部屋で一人
で過ごしたり、リビングでみんなと過ごす等 ご希望に沿うように対応させていただい
ています。
朝は、それぞれの出発時間に合わせて、起床の声かけ、朝食、身支度を済ませて送り
出しさせていただいています。

住所：〒636-0301
奈良県磯城郡田原本町黒田279-8
TEL：0744-47-3018
FAX：0744-47-3019
メール：tsuki@tkoffice.net

2019年7月、黒田駅北側に、生活介護と短期入所の「つきひ ゆい」がオープンしま
す。

□居宅介護・重度訪問介護　■行動援護　■同行援護　■短期入所　□計画相談
□療養介護　■生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
□就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　■放課後等デイサービス　□児童発達
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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団体名 　川 西 町 L D 研 究 会

特　　色

　川西町LD研究会は、LD児やADHD児を持つ 親の会 として、障害を持つ子どもたち
   との関わり方などを、勉強会として活動してきました。
 
   田植え、稲刈り、しめ縄作り、お餅つき大会、木工工作などの体験講座。
   講師の先生を招いて講演会も開催しています。

 うちの子はちょっと変わっている。
 他の子とのトラブルが多い。理解しにくいふるまいをする。
 トラブルになるような言い方をしてしまう。
 同じ失敗を何度も何度も繰り返す。落ち着きがない。
    なぜだろう？？？    『やればできる』
 そのことばだけに頼ってこどもを追いつめていませか？

  これらの疑問や悩みを解決していく手立てを
　　いっしょに考えていきませんか

発達障害理解講座

活動日 　毎月、第３土曜日   午前１０時から１２時

体験利用 　例会見学は１回のみ無料

　　活　動　の　様　子

             奈良県磯城郡川西町結崎６５１
  TEL：0745-43-0257  FAX : 0745-43-0119
  メール：kwns@iris.eonet.ne.jp
  ホームページ
           http://www.eonet.ne.jp/^nara-kawanisi/

アクセス

駐車場

自　由　項　目

利用にあたっ
ての費用 　年会費 ： 川西町内会員　1,000円　　町外会員　1,500円

連　絡　先 地　　図

  住所：〒636-0202 活動場所 ：川西文化会館
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・地域イベントの出店
　桜まつり、ふれあい祭り、夏祭りボランティア協議会の映画会
　文化祭等
・歌声喫茶（奇数月第４金曜日１３時３０分～）
・ハンディキャップレストラン
　原則、毎月第４日曜日１２時～調理実習等
・布草履作り等の手作りを楽しむ
・手作りの講習会（眼鏡たて、干支、袋物等）
・コスモスの会バザー

団体名 川西町福祉団体　コスモスの会

特色

活　動　内　容 活動の様子

月・水・金の１０時から１５時（年末年始及び５月の連休、お盆に休みあり）

体験利用 見学・体験は無料

利用にあたっ
ての費用 年会費：コスモスの会員　￥３，０００－

　

自　由　項　目

平成９年に知的障がい者の親たちが地域に作業所を立ち上げる為に作った会。

現在は地域活動を主として取り組み、地域の方々に支えて頂き運営しています。

 昔の商店街の一店舗をお借りして活動しています。障がい者の拠点として、また地域

の方々とのふれあいの場として色々な事にチャレンジしています。

全国手をつなぐ育成会の支部（川西町手をつなぐ育成会）に所属。

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-020２
奈良県磯城郡川西町結崎８３０－３７
TEL：０７４５－４３－１０８２
FAX：０７４５－４３－１０８２
メール：

アクセス 結崎駅　徒歩５分

駐車場 2台（事前連絡）

活動日
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団体の紹介

活　動　内　容 活動の様子

活動日 月～金曜日（定休日：土曜・日曜・祝日）

定例会を開催し、家族同士がお互いの悩み、疑問などを話合い、統合失調症などの病気に

ついての知識を学び、市町村からの支援やサービスの情報交換を行っています。また、医療や

福祉その他、行政の施策の充実を県や市へ要望しています。

◆定例会

・毎月第２日曜日　１３時半～１６時

・場所は、奈良県心身障害者福祉センター（田原本宮森34-4）

見学は無料。会場・日時を変更する場合もあり、事前連絡の上お越しください。

団体名 橿原・桜井・磯城・高市・精神障害者家族会（通称：のぞみ会）

住所：〒636-0303
奈良県磯城郡田原本町保津５－５
（生活支援センターいろは内）
TEL：0744-32-7753
FAX:0744-32-7746
メール：

アクセス

駐車場

自　由　項　目

体験利用

利用にあたっ
ての費用 会費：月額５００円　４・９月に半分徴収

連　絡　先 地　　図
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法人名 奈良県社会福祉事業団

事業所名
奈良県障害者総合支援センター

自立訓練センター

実施事業
自立訓練

（機能訓練）
定　員 ４５名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 ８：３０ ～ １７：１５ 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 ９：００ ～ １７：００ 工　賃 無

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時見学や相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

サービス利用料及び実費（食費・光熱水費）※通所利用は食費（希望者）のみ

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 障害者用スペース６台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

医療機関での治療を終えられた方が、身体機能の回復と基礎体力の向上を図り、社会の一員
として積極的な社会参加や家庭内自立が果たせるよう、利用者様個々の身体状況や家庭環境等
に適した個別支援計画に基づいて生活支援員や専門職のチームで支援を行います。

住所：〒　636-0345
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２
TEL：(0744)32-0200  内線530
FAX:  (0744)32-0209
メール：narareha-jikun@nara-sfj.or.jp

・ホームページ：http//www.nara-sfj.jp/
・施設入所は、年中営業しています。
・同一建物内には、社会就労センター、わかくさ愛育園、奈良県総合リハビリテーシ
   ョンセンター（病院）が併設されています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　高次脳機能障害支援センター　　　　　）

◆主な訓練科目
　身体機能の維持及び回復～理学療法・作業療法
　基礎体力の向上～マット訓練・歩行訓練
　社会参加～社会適応訓練・家事動作訓練・集団言語訓練
　職能・趣味～就労前訓練・パソコン・作業訓練（V-トレ）
　　　　　　　絵画書字、習字・トールペイント

☆ 通所が困難な方は、施設入所支援もご利用できますので、
　 是非お問い合わせください。
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法人名 奈良県社会福祉事業団

事業所名
奈良県障害者総合支援センター

自立訓練センター

実施事業
自立訓練

（生活訓練）
定　員 ３０名

事　業　の　特　色

活　動　内　容 活動の様子

受付時間 ８：３０ ～ １７：１５ 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 ９：００ ～ １７：００ 工　賃 無

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時見学や相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

サービス利用料及び実費（食費・光熱水費）※通所利用は食費（希望者）のみ

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 障害者用スペース６台

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

医療機関での治療を終えられた方が、高次脳機能障害の改善を図り生活能力の向上により、よ
りスムーズな地域生活や就労が果たせるよう利用者様個々の身体状況や家庭環境等に適した個
別支援計画を作成し生活支援員や専門職のチームで支援をおこないます。

住所：〒　636-0345
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２
TEL：(0744)32-0200  内線530
FAX:  (0744)32-0209
メール：narareha-jikun@nara-sfj.or.jp

・ホームページ：http//www.nara-sfj.jp/
・施設入所は、年中営業しています。
・同一建物内には、社会就労センター、わかくさ愛育園、奈良県総合リハビリテーシ
   ョンセンター（病院）が併設されています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　□生活介護　　□自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　高次脳機能障害支援センター　　　　　）

◆主な訓練科目
　高次脳機能障害の改善～脳トレーニング（注意・記憶・遂行）
　基礎体力の向上～マット訓練・歩行訓練
　社会参加～社会適応訓練・家事動作訓練・集団言語訓練
　職能・趣味～就労前訓練・パソコン・作業訓練（V-トレ）
　　　　　　　絵画書字、習字・トールペイント

☆ 通所が困難な方は、施設入所支援もご利用できますので、
　 是非お問い合わせください。
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法人名 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

事業所名 奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園

実施事業 医療型児童発達支援 定　員 ７0名

事　業　の　特　色

活　動　内　容

・生活リズムを整えることや基本的生活習慣の獲得に向けて、身辺自立に関わる練
　習を始めます。

・全身をつかう運動遊び、手指をつかう遊び、音楽リズムなど幼児期の子どもたち
　の活動を分かりやすく提示しています。

・毎日の生活を通して人と関わる力を育みます。

・保護者には、子育てに必要な知識・技術・喜びを獲得していただくための支援を
　行います。

受付時間 ９：００～１７：００ 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 保育 １０：００～１５：００、訓練 ９：００～１７：００の間で設定

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時見学を受け付けていますので、ご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

サービス利用料＋食費。その他、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩20分

駐車場 有（空スペースをご利用ください）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

・歩行機能や運動機能の訓練が必要な１歳以上の児童が対象です。
・月曜日から金曜日までの親子通園です。
・訓練は、児童一人に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による個別訓練を実施
　します。
・保育は、集団保育の中で児童一人ひとりの活動を支援します。

住所：〒６３６－０３４５
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２番地
TEL：０７４４－３２－０２００（内５５３）／
０７４４－３２－０２０３
FAX:０７４４－３２－０２０４
メール：narareha-wakakusa@nara-sfj.or.jp

ホームページアドレス：http://www.nara-sfj.or.jp/
同一建物内には、自立訓練センター、社会就労センター、奈良県総合リハビリテー
ションセンター（病院）が併設されています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
□その他（　　　　　　　　）
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法人名 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

事業所名 奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園

実施事業
児童発達支援
（福祉型）

定　員 30名

事　業　の　特　色

活　動　内　容
・生活リズムを整えることや基本的生活習慣の獲得に向けて、身辺の自立に関わる練
　習を始めます。

・全身をつかう運動遊び、手指をつかう遊び、音楽リズムなど幼児期の子どもたちの
　活動を分かりやすく提示しています。

・毎日の生活を通して人と関わる力を育みます。

・保護者には、子育てに必要な知識・技術・喜びを獲得していただくための支援を
　行います。

受付時間 ９：００～１７：００ 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 毎日通園 ９：３０～１５：００、並行通園 １４：３０～１６：３０

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時見学を受け付けていますので、ご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

サービス利用料＋食費。その他、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 有（空スペースをご利用ください）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

・発達に気になるところや弱さ、遅れのある就学前の児童及び家族を対象に親子通園
　により児童の発達支援及び保護者支援を実施しています。
・毎日通園は、児童の年齢・保育経験に応じて10名前後のグループを編成し、集団保
　育の中で児童一人ひとりの活動を支援します。
・並行通園は、幼稚園や保育所に在籍の３歳以上の児童が対象で週１日の利用です。

住所：〒６３６－０３４５
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２番地
TEL：０７４４－３２－０２００（内５５３）／
０７４４－３２－０２０３
FAX:０７４４－３２－０２０４
メール：narareha-wakakusa@nara-sfj.or.jp

ホームページアドレス：http://www.nara-sfj.or.jp/
同一建物内には、自立訓練センター、社会就労センター、奈良県総合リハビリテー
ションセンター（病院）が併設されています。

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　医療型児童発達支援　　　　　　　）
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法人名 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

事業所名 奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園

実施事業
児童発達支援

（福祉型・重心児）
定　員 １５名

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 ９：００～１７：００ 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 １０：００～１５：００

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時受け付けていますので、ご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

サービス利用料＋食費。その他、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 有（空スペースをご利用ください）

自　由　項　目

外　

観

・重症心身障害児、運動や知的発達の遅れが極めて重い１歳以上の児童が対象です。
・週１日から利用でき、単独通園を基本にしています。（児童の状況により、親子
　通園になる場合があります）
・看護師が健康管理、医療相談、吸引や経管栄養などの医療的ケアを行います。

・家庭と園とが連携し、身体機能や体調の維持促進、生活リズムの安定を図ります。

・いろいろな遊びを提供し、個々の子どもさんの反応や気づきを引き出します。

・訓練士と連携して、一人ひとりの状況に応じた食事を提供し、楽しく食べられる
　よう支援します。

住所：〒６３６－０３４５
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２番地
TEL：０７４４－３２－０２００（内５５３）／
０７４４－３２－０２０３
FAX:０７４４－３２－０２０４
メール：narareha-wakakusa@nara-sfj.or.jp

・生活介護(重症心身障害者）と多機能で運営しています。
・人口呼吸器使用の方の受け入れを準備しています。
・ホームページアドレス：http://www.nara-sfj.or.jp/

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　医療型児童発達支援　　　　　　　）
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法人名 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

事業所名 奈良県障害者総合支援センターわかくさ愛育園

実施事業
生活介護

（重症心身障害者）
定　員 15名

事　業　の　特　色

活　動　内　容

受付時間 ９：００～１７：００ 定休日 土・日・祝日、年末年始

活動時間 １０：００～１６：００ 工　賃 無

送　迎 無料送迎バス運行（近鉄大和八木駅～奈良県障害者総合支援センター）

体験利用 無（随時見学を受け付けていますので、ご連絡ください。）

利用にあたっ
ての費用

サービス利用料＋食費。その他、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

アクセス 近鉄橿原線笠縫駅より徒歩約20分

駐車場 有（空スペースをご利用ください）

自　由　項　目

他の障害福祉サービス等

外　

観

18歳以上の重症心身障害者を対象に、サービス管理責任者、生活支援員、看護師、訓
練士が連携して生活介護サービスを提供します。

・個別訓練メニューによるストレッチ、関節可動域等の訓練を実施します。

・スポーツレクリエーション、音楽、制作等の活動の提供や季節の行事を行います。

住所：〒６３６－０３４５
奈良県磯城郡田原本町大字多７２２番地
TEL：０７４４－３２－０２００（内５５３）／
０７４４－３２－０２０３
FAX:０７４４－３２－０２０４
メール：narareha-wakakusa@nara-sfj.or.jp

・児童発達支援センター(重症心身障害児）と多機能で運営しています。
・人口呼吸器使用の方の受け入れ、入浴サービスの実施を準備しています。
・ホームページアドレス：http://www.nara-sfj.or.jp/

□居宅介護・重度訪問介護　□行動援護　□同行援護　■短期入所　■計画相談
□療養介護　■生活介護　　■自立訓練　□就労移行　□就労継続支援A型
■就労継続支援B型　　　　□共同生活援助　□放課後等デイサービス　■児童発達
■その他（　医療型児童発達支援　　　　　　　）
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