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法人名 社会福祉法人萌
外
　
観

事業所名 生活支援センターいろは

実施事業 相談支援事業 定　員

◆対象：磯城郡にお住まいの、主に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
◆病気や障害のために困っていることや、不安に感じていること
はありませんか？
例）「退院したけど、毎日退屈。家以外に過ごす場所がないか
な」
　　「病気のことを隠さず話せる仲間がほしい」
　　「親がいなくなったら、一人暮らしできるのか心配」
　　「家族の病気とどう付き合えばいいのか…」　　　　　など

事　業　の　特　色

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）

活　動　内　容 活動の様子

利用にあたっ
ての費用

ご相談に費用はかかりません。

活動時間 9：00～17：00 定休日

利用方法

原則として土、日、祝

送　迎 無

受付時間

まずはお電話ください。（直接お越しいただいても、訪問等で不在にしている場合があります）

9：00～17：00 工　賃

連　絡　先 地　　図

誰もがかかりうる病気です。ひとりで悩まず、どうぞご相談ください。
あなたのプライバシーは守られますので、ご安心ください。
相談対応中には電話に出ることができない場合もあります。留守番電話にぜひメッ
セージを！

住所：〒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

アクセス 近鉄田原本駅から徒歩10分

駐車場 有　…（　約　３　台　）

自　由　項　目
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連　絡　先 地　　図

ホームページ　http://www.tawaramoto-shakyo.or.jp/
まずはお電話ください。
メールでの相談はお受けしておりません。

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

アクセス 近鉄田原本駅から徒歩15分

駐車場 有

自　由　項　目

送　迎 無

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。

◆主な対象者
田原本町にお住まいの、知的障害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（地域福祉権利擁護事業）
※別途利用料がかかります。詳細はお問い合わせください。

受付時間 8：30～17：15 工　賃

活動時間 8：30～17：15 定休日 土、日、祝日、年末年始

事　業　の　特　色

　平成26年4月から、田原本町から障害者相談支援事業を受託してます。（特定相談支援、一
般相談支援事業の指定あり）
　個人の尊厳と利用者の権利擁護を支援活動の中心におきながら、地域の多様な関係者・機関と
の連携を図り協力を得ることで、お互いに顔の見える支えあい活動を推進します。

活　動　内　容

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 相談支援事業

活動の様子
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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 社会福祉法人 川西町社会福祉協議会

実施事業 相談支援事業

事　業　の　特　色

川西町から障害者相談支援事業を受託してます。（特定相談支援、一般相談支援事業の指定あ
り）
個人の尊厳と利用者の権利擁護を支援活動の中心におきながら、地域の多様な関係者・機関との
連携を図り協力を得ることで、お互いに顔の見える支えあい活動を推進します。

活　動　内　容 活動の様子

♦主な対象者
川西町にお住いの、知的障害・身体障害をお持ちの方やそのご家
族などのご相談をお受けいたします。
まずはお気軽にお電話ください。お悩みを少しでも解決に繋げら
れるよう支援させていただきます。

活動時間 8：30～17：15 定休日 土、日、祝日、年末年始

受付時間 8：30～17：15 工　賃

送　迎 無

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

重点相談日：毎週水曜日（14：00～16：00）
重点相談日とは、相談等に即時対応ができるように担当者が待機しています。

住所：〒636-0206
奈良県磯城郡川西町吐田94　ぬくもりの郷内
TEL：0745-43-3939
FAX：0745-43-3938
メール：kawanishisyakyo@kcn.jp

アクセス 近鉄結崎駅から徒歩15分

駐車場 有

自　由　項　目
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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 相談支援事業 定　員

◆相談方法
面談（当所での相談）／電話・FAX／訪問（ご自宅などにお伺い
しての相談）
☆まずはお気軽にお電話ください。
　お話を聞かせて頂き、どうしていくかを一緒に考えます。
◆相談内容
障がいのある方やその家族の方などで、生活の中にある困りごと
や、悩みの相談を受けています。相談内容に応じて、「サービス
の紹介」「利用に必要な手伝い」「情報提供」などを行います。
『いきいきと自分らしく、地域でのびのびと暮らしていくために
様々なことを一緒に考えます。』

事　業　の　特　色

三宅町から事業委託をうけています。地域にお住まいの障がいのある方、障がい児やそのご家族か
らの相談を受けています。暮らしの中の不便さをひとつでも取り除けるようなお手伝いができるこ
とを目指しています。「障害児相談支援事業」「特定相談支援事業」「一般相談支援事業」の指定
あり。

活　動　内　容 活動の様子

利用にあたっ
ての費用

ご相談に費用はかかりません。

活動時間 10：00～16：00 定休日

利用方法

土、日、祝日、お盆、年末年始

送　迎 無

受付時間

まずは下記連絡先までお電話ください。

10：00～16：00 工　賃

連　絡　先 地　　図

この限りにあらず、緊急時には活動いたします。

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

アクセス 近鉄石見駅から徒歩15分

駐車場 有（　２　台　）

自　由　項　目
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連　絡　先 地　　図

『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。ま
た、障がいのある方を雇用している、または雇用を考えている会社への情報提供や支援も行います。

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

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

送　迎 無

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。

　就業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。

受付時間 平日 ９：00～1７：00 工　賃 日給：100円

活動時間 ９：00～1７：00 定休日 土、日、祝日

事　業　の　特　色

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。

活　動　内　容

法人名 社会福祉法人 大和会
外
　
観

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
定　員

活動の様子

桜井年金事

  

至八至榛原 

Ｒ

葬

Ｇ

Ｓ 

赤崎ｸﾘﾆｯｸ 

なら東和就業・生活支援

センターたいよう 

（ヤガビル3階） 

桜井駅南

ココ

ＪＲ・近鉄大阪線 桜井駅下車 南口より徒歩約

朝日新

  まねきや 

第三銀行 

Ｒ

市営駐車
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連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0343
奈良県磯城郡田原本町秦庄508
TEL：0744-32-7398
FAX：0744-32-0318

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有（　５　台　）

自　由　項　目

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 有（1週間程度利用していただきます）

利用にあたっ
ての費用

食費、創作的活動又は生産活動に係る費用、日用品等

◆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

受付時間 10：00～16：00 工　賃 日給：100円

活動時間 10：00～16：00 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

事　業　の　特　色

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ています。

活　動　内　容

設置主体 特定非営利活動法人団栗会
外
　
観

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名

活動の様子
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設置主体 特定非営利活動法人　かすがい
外
　
観

事業所名 くらんぷ

実施事業 放課後等児童デイサービス 定　員 １０名

事　業　の　特　色

家族様と一緒に悩み・考え・喜びを共有し、お子さまの気持ちに寄り添った支援をさ
せていただきます。

活　動　内　容 活動の様子
学校通学中の障害児に対して、授業終了後や夏休み等の長期休暇中にお
いて、生活能力向上のための訓練・社会との交流の促進等の支援を行う
とともに、放課後等の居場所づくりを実施します。
　
◆機能訓練
・ご利用児童の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能
修得の訓練を実施します。
◆社会適応
・集団遊びなどを通じ、自律(自立)性を高める訓練を実施します。
◆個別療育
・一人ひとりの子どもに合った療育を実施する。
◆音楽療法・発語音楽療法
・月２回、月曜日に実施

活動時間
13：30～17：30
提供時間外は応相談

定休日 土・日・祝日、8/13～8/16、12/29～1/4

受付時間 10：00～17：00 工　賃

送　迎 有　…　自宅・学校

体験利用 有

利用にあたっ
ての費用

おやつ代５０円/個　◆材料費・行事参加料→「創作活動」「レクリエーション」にかかる費用

自　由　項　目

連　絡　先 地　　図

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

アクセス
近鉄田原本駅より徒歩１０分

田原本小学校の裏手にあります。

駐車場
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設置主体 サンケア田原本
外
　
観

事業所名 太陽ジャム

実施事業 放課後等児童デイサービス 定　員 １０名

事　業　の　特　色

平成22年6月に開所。法改正により、平成25年4月より多機能型通所施設として、児
童発達支援と放課後等デイサービスの事業を行っています。

活　動　内　容 活動の様子

◆集団療育では3クラス（9：15～12：00、13：30～17：
30、15：30～18：00）、学校休業日と平日とクラス設定に異
なります。                                                                        ◆
日・祝祭日も1クラス（10：00～14：00）開所しています。
◆個別対応では、移動支援・行動援護のサービスを行っています。
◆個々のご利用者の発達の遅れを把握し、様々な設定目標のもとに
活動しています。

活動時間 8：30～18：00 定休日

受付時間 9：00～17：00 工　賃

送　迎 無

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日100円

自　由　項　目

◆ホームページアドレス　http://www.bizsyatem.co.jp/suncare/

連　絡　先 地　　図

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

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入る　車で約1分

駐車場 有　…（　１５　台　）
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法人名 株式会社T&K Office
外
　
観

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

ご利用児童・ご家族の方の思いに寄り添える支援サービスを心がけています。

活　動　内　容 活動の様子

◆ご家族、学校と連携し、それぞれのご利用児童に適した支援を
　実践しています。
　・庭の畑での作業（土に触れ、作物の成長を体験します）
　・空手体験（礼儀、思いやりの心を学びます）
　・さまざまな創作活動
　・おやつ作り　等

活動時間 13：00～18：00 定休日 土・日曜日

受付時間 10：00～18：00 工　賃

送　迎 有

体験利用 有

利用にあたっ
ての費用

自　由　項　目

連　絡　先 地　　図

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

アクセス
近鉄田原本線　黒田駅より徒歩
1分

駐車場 有
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設置主体 株式会社はぐぐみ
外
　
観

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 定　員 １０名

事　業　の　特　色

お子様の放課後、余暇にスポーツ、農作業、レクレーション、療育等を通じて生活能
力、集団生活における社会性及び適応能力の向上を目指し、お子様が安心して過ごせ
る居場所を提供します。

活　動　内　容 活動の様子

◆事業内容
・対象は小学生～高校生
・書道教室、パソコン教室、パステル絵画教室
・おやつ作り、料理教室
・２階フリースペースを使って卓球やリトミックの実施
・外出レクレーション、野外活動
・農作業

活動時間 13：30～17：30 定休日 日曜日

受付時間 10：00～19：00 工　賃

送　迎 有　…　学校・自宅

体験利用 有　…　他の子ども達と一緒に遊んだり、おやつ作りや課題をします

利用にあたっ
ての費用

通所利用者負担のほか、おやつ代、創作活動利用料、レクレーションにかかる費用

自　由　項　目

◆ホームページアドレス　http://hagukumi-farm.jp
◆対象地域：　磯城郡(田原本町、川西町、三宅町）、天理市、桜井市、宇陀市、大和郡山市
◆はぐくみっ子の会（親の会）

連　絡　先 地　　図

住所：〒６３９－０２２６
　　　磯城郡田原本町唐古３３７
TEL　：０７４４-３３-８９９３
ＦＡＸ：０７４４-３３-８９９２
メール：info@hagukumi-farm.jp

アクセス 近鉄石見駅より徒歩約１５分

駐車場 有　…（　５　台　）
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事　業　の　特　色

心身障害のある児童に対し放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のための訓練等を継
続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づ
くりを行います。
本人が混乱しないように学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・
協働による支援を行います。

活　動　内　容

設置主体 特定非営利活動法人　桜実(さくらんぼ)
外
　
観

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名

活動の様子

◆自立した日常生活を営むために必要な訓練
・日常生活訓練－動作・歩行・軽スポーツ
・音楽活動、機能訓練等
・集団生活適応訓練－会話・パソコン操作
・創作的活動－絵画・造形・園芸・料理等
・厚生相談－医療・福祉・生活の相談等
・介護方法の指導
・健康指導－健康チェック・健康相談
・その他利用児に対する便宜の供与
・更衣、排せつ等の身体介助

受付時間 9：00～18：00 工　賃

活動時間
13：30～18：00

※学校休日は10：00～17：00 定休日 毎週火曜日

送　迎 有　…　学校・自宅

体験利用 有　…　親子で見学体験

利用にあたっ
ての費用

通所利用者負担のほか、おやつ代、創作活動利用料、レクレーションにかかる費用

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0202
奈良県磯城郡川西町結崎６４８番地
TEL/FAX：0745-47-0113
メール：npo.cherry@gmail.com

アクセス 結崎駅から徒歩10分

駐車場 有　…（　５　台　）

自　由　項　目
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設置主体 株式会社　ホライズン
外
　
観

事業所名 ほらいずん石見

実施事業 放課後等児童デイサービス 定　員 １０名

事　業　の　特　色

学校在学中及び未就学の障がいのあるお子様に対して、放課後や学休日において、生
活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校やご家族とも連携をとりなが
ら個別支援計画を作成し、個々の児童の特性に応じた支援を提供するとともに、放課
後等の居場所作りを推進します。

活　動　内　容 活動の様子

◆個別支援
・製作、内職、指先訓練、買い物練習、電車練習、宿題など
◆集団支援
・おやつ作り、昼食作り、公園、ボウリング、カラオケ、映画鑑
賞、水族館など

活動時間
平日13：00～17：30

土・祝・学休日9：00～１6：00 定休日 日曜日

受付時間
平日12：30～18：30

土・祝・学休日8：30～17：00 工　賃

送　迎 有　…　送迎加算54単位　10kmを超える場合は100円/km

体験利用 有　…　随時無料体験受付しています

利用にあたっ
ての費用

通常の通所利用負担の他、おやつ代、製作費（100円程度）、昼食代（400円程度）等実費負担

自　由　項　目

郡山で居宅・行動援護等を提供してきた経験をもとに、利用者様、ご家族様の「思い
に寄り添う」支援を提供します。

連　絡　先 地　　図

住所：〒６３６-０2１２
　　　奈良県磯城郡三宅町石見478　2階
電話番号：０７４５-４７-０６５７
ＦＡＸ   ：０７４５-４７-０６５６
メール　： moteken_ikoi_kaigo@yahoo.co.jp

アクセス
近鉄橿原線石見駅より西へ100ｍ

川口整骨院2F

駐車場 有　…（　５　台　）
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事　業　の　特　色

家族の方や学校の先生とともに連携しながら、利用者の方々の能力を高め、隠れた能力を引き出すよう
努めています。集団生活になれるよう、また、年上の方は、年下の方の援助をしたりお互いの協力関係
の構築を図っています。事業所の農園では野菜栽培を行い種まきや苗植え、収穫作業も行っています
(汗をかいたり汚れたりしたときは、入浴していただいています。

活　動　内　容

設置主体 有限会社　シャロム
外
　
観

事業所名 みどりのおうち

実施事業 放課後等デイサービス 定　員 １０名

活動の様子

年間行事を作成し、それに沿って事業を行っています。
デイサービス時は、外食・手芸・手作りクッキング・絵・体操・
音楽　遊び・読み書きの練習など個人や集団での能力を高めるよ
う努めています。
また、みんなで外出した時には交通ルールや社会的マナーを学ん
でもらい、身に着け地域で生活する際の糧になるように支援させ
ていただいています。

受付時間 8：00～20：00 工　賃

活動時間
水曜13：00～17：00
土曜10：00～14：00 定休日 月・火・木・金・日

送　迎 有　…　自宅・学校

体験利用 有

利用にあたっ
ての費用

食事・おやつ代　５００円

連　絡　先 地　　図

発声ができない方には、ひらがな・カタカナを覚えてもらい自分の名前や物の名前、自分がどうしたい
かを表現できるように指導しています(家族の方が「自分の子供は自分の名前を表現できないと思って
いたが、表現できて感動した」と言われていました)。
漢字の書けるかには、科基準の指導等、各人の能力に合った指導を行っています。
(みんなでやるからおもしろいんだよ　みんなでやるから豊かな発達も実現していくんだよ)

住所：〒6３６-０２４６
奈良県磯城郡田原本町千代３４６－１３
TEL/FAX：０７４４-３２-８６６０
メール：
tawaramoto_syaromu04_10_15@silver.
palala.or.jp

アクセス 笠縫駅から徒歩８分

駐車場 無

自　由　項　目
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自　由　項　目
最寄駅は田原本駅です。（徒歩10分）　※道が解りにくい場合は、スタッフが迎えに行かせて頂きます。
ご見学の場合は前日までにご連絡ください。
送迎範囲は、香芝、高田市、斑鳩、三宅、田原本、桜井、榛原まで送迎しています。
（その他の地域も相談可能です）

連　絡　先 地　　図

〒636-0030　磯城郡田原本町13-1
℡0744-34-5003
担当　駒井
電話にて事業所のご説明も出来ますので、
質問などお気軽にお電話下さい。

アクセス
車：田原本千代交差点から天理方面へ向かって
2つ目の信号を左折して直進し橋を渡って左。

駐車場 有（3台）

送　迎 有　(学校、自宅、学校指定のバス停など、ご希望に応じて対応させて頂きます)

体験利用 有　(ご家族や学校の先生、お友達と一緒にお気軽にお越しください)

利用にあたっ
ての費用

おやつ代５０円/日　学校、自宅、学校指定のバス停以外への送迎は150円

活動時間
平日　12：00～17：00
休日　10：00～17：00

定休日 12/29～1/3

受付時間
平日　12：00～17：00
休日　10：00～17：00 工　賃

事　業　の　特　色
①絵画や工作等の制作活動を通してお子に楽しんでいただきながら療育活動をおこなっていま
す。
②お友達との集団生活の中で協調性や社会適応能力向上を目指します。
③イベントや外出企画を通して様々な体験ができるように取り組んでいます。
※現在、身体、聴覚、知的の障がいをおもちの小学生、中学生、高校生の
お子さまが通所されています。

活　動　内　容 活動の様子
◆スタッフやお友達と一緒に絵画制作、工作プログラム
◆専門講師による音楽療法(月２回)
◆おやつ作り
◆公園での戸外遊び
◆その他レクリエーション
・土日、祝、長期休暇などの利用時間が長い日には、
イベントや外出企画を実施
◆トイレトレーニングやお手伝いを通して
身辺自立などもおこなっています
※開所日は、月曜日から日曜日までの
毎日と祝日、お盆期間中もやっています

設置主体 株式会社　スマイル・フィクスト
外
　
観

事業所名 キャンパスキッズ

実施事業 放課後等デイサービス 定　員 １０名

みんなで    
ちぎり絵制作 
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法人名 社会福祉法人　ひまわり
外
　
観

事業所名 ひまわりの家

実施事業 生活介護事業 定　員 ３０名

事　業　の　特　色

＜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
＜自立支援＞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。

活　動　内　容 活動の様子
◆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、服など様々な種類のも
のができます。
◆染色、陶芸、紙すき・・染色は、藍・桜・玉葱・柿渋などで染め上
げます。陶芸は、大きな土のかたまりを、「手」という道具を使い形に
していきます。紙すきは、牛乳パックを使ってのリサイクルの和紙作り
です。ハガキやしおりが中心です
◆内職・・地域の会社の下請けで、内職の仕事をしています。スポンジ
などの袋入れやプラスチック製品の組み立てなどが中心です。
◆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・・ 工房ぷあんでは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。

活動時間 9：30～16：00 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

受付時間 8：30～17：30 工　賃 月給8,000円

送　迎 有…磯城郡内（300円）　磯城郡外（500円）

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、施設外への活動費など

自　由　項　目

ホームページアドレス：URL http:/himawarinoie.org

連　絡　先 地　　図

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

アクセス 近鉄石見駅から徒歩２0分

駐車場 有…２０台
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法人名 社会福祉法人　川西町社会福祉協議会
外
　
観

事業所名 秋桜

実施事業 生活介護 定　員 ６名

事　業　の　特　色

平成１８年１０月から就労継続支援Ｂ型との多機能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 活動の様子

◆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、レクレーション活動
もの作り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、レクレーション活動では楽しむ事をメインに、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。

活動時間 9：30～15：45 定休日 土、日、祝、12/29～1/3

受付時間 8：30～17：15 工　賃
月平均1,300円

※時給で算出したものを月払い

送　迎 有…負担なし。磯城郡全域、磯城郡に隣接する市町村の一部　※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

自　由　項　目

昼食については、３社から外注弁当を注文できます。（300円～）

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0206
          奈良県磯城郡川西町吐田94
TEL：0745-43-3987
FAX：0745-43-3938
メール： kawanishisyakyo@kcn.jp

アクセス 近鉄結崎駅より徒歩18分

駐車場 有り
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事　業　の　特　色

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
を目指しています。

活　動　内　容

法人名 特定非営利活動法人団栗会
外
　
観

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 ２０名

活動の様子

◆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

受付時間 10：00～16：00 工　賃 日給：100円

活動時間 10：00～16：00 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

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 有…1週間程度利用していただきます

利用にあたっ
ての費用 食費、創作的活動又は生産活動に係る費用、日用品等

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0343
奈良県磯城郡田原本町秦庄508
TEL：0744-32-7398
FAX：0744-32-0318

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有…５台

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

利用者の個性を尊重しながら、障害の程度にかかわらず色々な作業や行事等に参加
し、やりがいと楽しみを感じながら生活できる様に支援させていただいています。

活　動　内　容

法人名 社会福祉法人なら桜桃会
外
　
観

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

活動の様子

◆作業内容
・プラスチック製品の組立､下敷き作業
・ガレージセール､近隣施設への販売活動､バザー等への出店販売
活動
・こんにゃく作り､花壇、畑への水やり､収穫､牛ふん乾燥販売
・新春お琴演奏会､ハイキング、さくらんぼDAY､調理実習､
ミュージックDAY､郊外宿泊、体育祭（ボランティアさんによる
カレー作り）､クリスマス会等

受付時間 10：00～16：00 工　賃 200円（日給）

活動時間 9：00～16：00 定休日 土、日、祝日

送　迎 有…平成25年より無料

体験利用 有…通常の作業体験

利用にあたっ
ての費用

昼食を発注する場合は、1食につき500円

連　絡　先 地　　図

個性豊かなメンバーがたくさんいる事業所です。ぜひ一度来て下さい

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

アクセス 近鉄笠縫駅より東へ徒歩5分

駐車場 有…10台

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

　2014年2月に開所しました，放課後等デイサービスとの多機能型事業所です。
　家庭的な環境でリラックスしながら，一人一人の障がいに寄り添った支援を
　心がけています。

活　動　内　容

法人名 株式会社Ｔ＆Ｋ Office
外
　
観

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

活動の様子

◆軽作業……主に２社から請け負った軽作業をしています。
　　　　　　（箱折り・袋詰め等々）

◆お料理……昼食を手作りしています。
　　　　　　調理や配膳のお手伝い等，日常的な体験をしていた
　　　　　　だくことを目的としています。

◆軽運動……安全な環境で，ウォーキングやボール遊び等，楽し
　　　　　　みながら，おこなっています。

◆屋外活動…お弁当を持って公園に出かけたり，地域のイベント
　　　　　　への参加など。

受付時間 9：00～19：00 工　賃 250円／日

活動時間 10：00～16：00 定休日 日曜・祝祭日・お盆・年末年始

送　迎 　有り（負担金なし）

体験利用 　有り（お気軽にお問い合わせ下さい）

利用にあたっ
ての費用

　特になし

連　絡　先 地　　図

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

アクセス
近鉄田原本線　黒田駅より徒歩
1分

駐車場 有り

自　由　項　目
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法人名 社会福祉法人　ひまわり
外
　
観

事業所名 ほどらいこ

実施事業 生活介護 定　員 ２０名

事　業　の　特　色

ほどらいこを設立したのは、2004年4月。支援費制度が始まって法人が地域生活支援
のデイサービス、ホームヘルプの事業を独自に立ち上げられるようになったからで
す。目的は、三宅町出身の養護学校卒業生などの新たな受け皿を作る。地域の高齢者
など困っている人たちを障がいのある人が支援する仕事を新たに創ることです。

活　動　内　容 活動の様子

◆地域のお助け隊の活動
・洗車…お客様から依頼をいただき、洗車をしています。
・草ひき…三宅町内外から、1年を通してご依頼をいただいてい
ます。特に5月～10月ぐらいにかけては、ご依頼が多いです。県
庁や奈良市の方まで出向く事もあります。
・犬の散歩…普段、様々な理由で忙しくて自宅の犬の散歩に行け
ないという方に代わって犬の散歩に行っています。
・内職…三宅町内外から内職の仕事を受けています。
・ニュース配達、ポスティング…他法人の機関誌折り込み、配
達、ポスティングの請負をしています。
◆グループホームの仕事
・法人内グループホームの掃除、夕食作りの仕事を行っていま
す。

活動時間 9：30～16：00 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

受付時間 8：30～17：30 工　賃 月給8,000円

送　迎 有…磯城郡内（300円）　磯城郡外（500円）

体験利用 有…数人のチームに分かれて活動しているので一緒に活動して頂きます。

利用にあたっ
ての費用

食事代、施設外への活動費など

自　由　項　目

ホームページアドレス：hodorai@m5.kcn.ne.jp

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0215
奈良県磯城郡三宅町上但馬172-10
ＴＥＬ/ＦＡＸ：0745-56-6820
メール：himawarinoie@maia.epnet.ne.jp

アクセス 近鉄但馬駅から徒歩10分

駐車場 有…6台
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法人名 非特定営利活動法人 介護支援事業所 たんぽぽ
外
　
観

事業所名 わたぼうし

実施事業 生活介護 定　員 １０名

事　業　の　特　色

主に医療的ケアが必要な重度心身症者に利用して頂いています。今後もその専門性を
活かした役割を担って磯城郡の拠点となれる様努力していきます。

活　動　内　容 活動の様子

◆活動内容
・個別レク…ストレッチ(体幹伸ばし)、歩行訓練
・活動…レクリエーション(リズム体操、楽器遊び、ゲームなど)
　　　　創作(カード、楽器、小物作りなど)
　　　　生産(クッキーなどのお菓子作り、クッキング)
　　　　気候に合わせ散歩や屋外活動
・入浴…4月より特浴でも入浴して頂けるようになりました。
　　　　利用者様の希望に応じ相談承ります。

活動時間 9：30～15：30 定休日 日、月

受付時間 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費負担なし。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頂きます。

利用にあたっ
ての費用

昼食代400円。公共交通機関でお越しの方は交通費は自己負担となります。

自　由　項　目

連　絡　先 地　　図

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：npo-tanpopo@orange.plala.or.jp

アクセス 但馬駅より徒歩にて10分

駐車場 有…7台
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事　業　の　特　色

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。

活　動　内　容

法人名 社会福祉法人川西町社会福祉協議会
外
　
観

事業所名 秋桜

実施事業 就労継続支援B型 定　員 １４名

活動の様子

◆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、園芸
◆サークル活動、レクリエーション活動
　もの作りサークル活動として季節に応じた創造的活動や
　イベントの実施。また、レクリエーション活動では楽しむ事を
　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。

受付時間 8：30～17：15 工　賃 月平均8,500円
※時給で算出したものを月払い

活動時間 9：30～15：45 定休日
土・日・祝

12月29日～1月3日

送　迎 有…負担なし　磯城郡全域、磯城郡に隣接する市町村の一部（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

お菓子代　1日30円

連　絡　先 地　　図

昼食については３社から外注弁当を注文できます（300円～）

住所：〒636-0206
奈良県磯城郡川西町吐田94
TEL：0745-43-3987
FAX：0745-43-3938
メール：kawanishisyakyo@kcn.jp

アクセス 近鉄結崎駅から徒歩18分

駐車場 有

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

一般企業への就労が難しい障害者の方を対象に、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。

活　動　内　容

法人名 奈良県福祉事業団
外
　
観

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

活動の様子

◆作業内容
・プラスチック製品加工　箱折り　紙折り　袋詰め　印刷物の封
入
　ラベル・シール貼り　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
作業しています。）

敷地内には、機能訓練、生活訓練を入所または、通所にて行う、
自立訓練センターも併設されています。

受付時間 9：00～1６：00 工　賃 時給：平均９６円（H24年度）

活動時間 9：00～1６：30 定休日
土・日・祝・祭日

年末年始　お盆休み（2日程）

送　迎 有…近鉄八木駅～支援センター　無料バス運行

体験利用 有…体験実習の日時については、調整させていただきます。

利用にあたっ
ての費用

連　絡　先 地　　図

ホームページアドレス：www2.mahoroba.ne.jp/~narareha/

住所：〒636-0393
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

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
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事　業　の　特　色
　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」の実現をめざし活動しています。ひな
たしゃは、主に精神障害のある人たちを支援している事業所で、５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、幅広い層の人たちが利用しています。そのため、就労支援だけではなく日中活動・余
暇活動支援も行っています。

活　動　内　容

法人名 社会福祉法人萌
外
　
観

事業所名 ひなた舎

実施事業 就労継続支援B型 定　員 １５名

活動の様子
◆作業内容
　軽作業　　　　…　ヘアブラシの組み立て、梱包
　お弁当配達　　…　役場や関係機関へのお弁当の配達
　製菓事業　　　…　げんこつ飴の制作と販売
　ポスティング　…　チラシや情報誌のポスティング

◆プログラム活動
　スポーツ　　　　…　月１回、体育館で卓球等の室内競技を行います
　レクレーション　…　月１回、食事やカラオケ等でお出かけをします
　ミーティング　…　週１回、ひなた舎のことをみんなで話し合います

受付時間 9：00～17：00 工　賃 月額2,500円程度

活動時間 9：00～15：30 定休日 土日祝

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

昼食代やプログラムへの参加にあたっての費用がかかります

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0303
奈良県磯城郡田原本町５－５(いろは内）
TEL：0744-32-7745
FAX：0744-32-7746
メール：hinatasha@kcn.jp

アクセス 田原本駅から徒歩１０分

駐車場 有…約１台

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

ほどらいこを設立したのは、2004年4月。支援費制度が始まって法人が地域生活支援のデイ
サービス、ホームヘルプの事業を独自に立ち上げられるようになったからです。目的は、三宅
町出身の養護学校卒業生などの新たな受け皿を作る。地域の高齢者など困っている人たちを障
害のある人が支援する仕事を新たに創ることです。

活　動　内　容

法人名 社会福祉法人　ひまわり
外
　
観

事業所名 ほどらいこ

実施事業 就労継続支援B型 定　員 ２０名

活動の様子

◆地域のお助け隊の活動
・洗車…お客様から依頼をいただき、洗車をしています。
・草ひき…三宅町内外から、1年を通してご依頼をいただいてい
ます。特に5月～10月ぐらいにかけては、ご依頼が多いです。県
庁や奈良市の方まで出向く事もあります。
・犬の散歩…普段、様々な理由で忙しくて自宅の犬の散歩に行け
ないという方に代わって犬の散歩に行っています。
・内職…三宅町内外から内職の仕事を受けています。
・ニュース配達、ポスティング…他法人の機関誌折り込み、配
達、ポスティングの請負をしています。
◆グループホームの仕事…法人内グループホームの掃除、夕食作
りの仕事を行っています。

受付時間 8：30～17：30 工　賃 月給　8,000円

活動時間 9：30～16：00 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

送　迎 有…磯城郡内（300円）　磯城郡外（500円）

体験利用 有…数人のチームに分かれて活動しているので一緒に活動して頂きます。

利用にあたっ
ての費用

食事代、施設外への活動費など

連　絡　先 地　　図

ホームページアドレス：hodorai@m5.kcn.ne.jp

〒636-0215　磯城郡三宅町上但馬172-10
ＴＥＬ/ＦＡＸ：0745-56-6820
メール：himawarinoie@maia.epnet.ne.jp

アクセス 近鉄但馬駅から徒歩10分

駐車場 有…6台

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

障害があるということだけで、働く能力があるにもかかわらず本人たちに適した訓練
を行う場所が少ないために就労する場所や能力を発揮することができない人たちに対
して、就労するための訓練を行い、社会参加の支援・地域住民との交流に寄与するこ
とを目的とする。

活　動　内　容

設置主体 特定非営利活動法人　やすらぎ
外
　
観

事業所名 やすらぎ

実施事業 就労継続支援Ａ型事業 定　員 ３０名

活動の様子

◆作業内容
・おしぼりの洗濯・包装作業
・タオル・マット等の洗濯・乾燥作業
・おしぼりコンテナの洗浄作業
・その他各種機械操作

受付時間 9：00～16：00 工　賃 時給　710 円

活動時間 9：00～17：00 定休日 日曜日及び指定日

送　迎 無

体験利用 職場実習については、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 特になし

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0247
奈良県磯城郡田原本町阪手493-5
TEL：0744-32-8734
FAX：0744-32-5306
メール：npo-yasuragi@oboe.ocn.ne.jp

アクセス 近鉄田原本駅から徒歩10分

駐車場 無

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

多機能型事業所わたぼうしは、生活介護10名の定員で運営しております。
その専門性を活かした役割を担って磯城郡の拠点となれる様努力していきます。

活　動　内　容

法人名 非特定営利活動法人　介護支援事業所　たんぽぽ
外
　
観

事業所名 わたぼうし

実施事業 就労継続支援Ｂ型 定　員 １０名

活動の様子

・施設内（創作活動・お菓子作り）
・施設外（洗車・清掃・園芸）

受付時間 9：30～15：30 工　賃 時給250円

活動時間 9：30～15：30 定休日 日・月

送　迎 有…サービス提供地域内は自費負担なし。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頂きます。

利用にあたっ
ての費用

昼食代400円。公共交通機関でお越しの方は交通費は自己負担となります。

連　絡　先 地　　図

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：npo-tanpopo@orange.plala.or.jp

アクセス 但馬駅より徒歩にて10分

駐車場 有…7台

自　由　項　目


