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障がいのある方やご家族の地域における生活を支援するため、福
祉サービスの利用相談や介護相談および情報提供などの支援を
行っています。また、サービス等利用計画を作成します。

相
そ う

談
だ ん

する

相談支援センター泉ヶ丘療護園

障がい者相談支援センターホライズン

相談支援センタールリエ

泉佐野市立児童発達支援センター相談支援事業もくば

障がい者相談支援事業所かぐら

相談支援センター市民との絆

①

②

③

④

⑤

⑥

そうだんしえんせんたーいずみがおかりょうごえん

しょうがいしゃせいかつしえんせんたーほらいずん

そうだんしえんせんたーるりえ

いずみさのしりつじどうはったつしえんせんたーそうだんしえんじぎょうもくば

しょうがいしゃそうだんしえんじぎょうしょかぐら

そうだんしえんせんたーしみんとのきずな

泉佐野市鶴原 935-3

泉佐野市下瓦屋
220-1

泉佐野市春日町 1-25

泉佐野市南中安松
1548

泉佐野市長滝 677-1

泉佐野市日根野
7267

072-458-6030

072-460-2028

050-1559-0531

072-493-2101

072-477-4999

072-424-8129

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

072-458-6080

072-460-2066

050-1559-0531

072-493-2101

072-477-4999

072-466-6396

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

相談支援事業所

相談支援センター真凛

いいね相談支援センター

そうだん室ふらっと

相談支援ハッピーハウスラビット

⑦

⑧

⑨

⑩

そうだんしえんせんたーまりん

いいねそうだんしえんせんたー

そうだんしつふらっと

そうだんしえんはっぴーはうすらびっと

泉佐野市新町 1-5-7

泉佐野市長滝
3839-1

泉佐野市南中安松
1088-1

泉佐野市長滝
1667-1

072-462-0022

072-465-1171

072-474-7112

050-1044-9893

Tel

Tel

Tel

Tel

072-462-0021

072-465-1172

072-474-7118

072-468-7106

Fax

Fax

Fax

Fax

ゆず相談支援ステーション⑪
ゆずそうだんしえんすてーしょん 泉佐野市下瓦屋 1 丁目 1-29

和泉コスモ 102 号
072-415-3080Tel

072-415-3081Fax
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相談支援センターフィールアットホーム泉佐野

相談支援センターにこやか

相談支援センターと・も・な

⑫

⑬

⑭

そうだんしえんせんたーふぃーるあっとほーむいずみさの

そうだんしえんせんたーにこやか

そうだんしえんせんたーと・も・な

泉 佐 野 市 上 町 1 丁 目 7-5　
オーツカヤ第 3 ビル 202 号

泉佐野市南中岡本
98-2

泉佐野市長滝 967

072-449-1551

072-493-3001

072-466-6300

Tel

Tel

Tel

072-442-6447

072-493-3002

072-466-5556

Fax

Fax

Fax
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就労継続支援

就労移行支援

りんごの樹

ワークさらなチャレンジド就労支援センターホライズン

①

③②

りんごのき

わーくさらなちゃれんじどしゅうろうしえんせんたーほらいずん

泉佐野市鶴原 2806

泉佐野市鶴原 398-3泉佐野市下瓦屋 220-1

南海本線鶴原駅より
徒歩 5 ～ 6 分

JR 阪和線東佐野駅より
徒歩 3 分

南海本線鶴原駅より徒歩 15
分／ JR 阪和線東佐野駅より
徒歩 15 分

月～金　9:30 ～ 16:00
祝日・夏季・冬季休暇を除く

月～土・祝日（日曜日以外すべて）
10:00～15:30（時間応相談）月～金（ただし行事等により

変更あり）9:30 ～ 16:00 ま
で（長期休業はお問い合わ
せください）

072-464-9883

072-463-6011

072-461-0567

Tel

Tel

Tel

アクセス

アクセスアクセス

定員

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間
利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

事業所種別

事業所種別事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体運 営 主 体

http://www.horizon.or.jp

072-464-5722

072-463-6022

072-463-5129

f-honbu@mbr.nifty.com

worksalana@hera.eonet.ne.jp

hora-chale@horizon.or.jp

就労継続支援 B 型

就労継続支援 B 型就労移行支援／就労継続支援 B 型

特定非営利活動法人ふきのとう

特定非営利活動法人ピュアみらい社会福祉法人水平会

url

Fax

Fax

Fax

Mail

Mail

Mail

map P.19 F-2

map P.19 H-3map P.19 G-3

【事業所からのコメント】
1.作業の種類　　調理作業

（お弁当作り）・内職作業（地
場産業のタオルのたたみや
袋詰め等）の 2 種類の作業
に分かれています。どちら
か興味のある作業を選ぶこ
とができます。作業の中で
も得意不得意な面もありま
すが作業を続けていくこと
で、個々の出来るをたくさ
んにしていきます。
2．目的　　作業を通じて
生活リズムを整え、持続力・
社会性を身につけることに
より少しずつ就労に結びつ
けていきます。

【事業所からのコメント】
おひとりおひとりが、明るく、
楽しく生活のリズムを保てる
ような作業内容を希望日に
て、ていねいに支援します。
利用者も職員も女性が多く、
やさしいアットホームな雰囲
気の作業所です。それぞれ
のライフスタイルに応じて、
利用日や利用時間を相談さ
せていただきます。楽しいレ
クリエーション・イベントも
いろいろと計画し、行ってい
ます。手づくり昼食 200 円
も美味しく好評。 いつでも
見学できます。送迎有（無料）

【事業所からのコメント】
就労移行支援では、2 年間に
わたり、求職活動、職場実習
その他活動の機会を通じて、
就労に必要な知識及び能力の
向上のために必要な訓練を行っ
ています。
就労継続支援 B 型では、働く
場を提供すると共に、生産活
動その他活動を通じて、その
知識及び能力向上のために必
要な訓練を行います。
作業内容（清掃作業・洗濯作業・
売店作業・内職作業等）レクリ
エーションとして納涼祭やクリ
スマス会等があります。

20 名

20 名

就労移行支援　10 名
就労継続支援 B 型　15 名

働
は た ら

 く

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練を行います。

一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提
供するとともに、知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶＡ型と、
雇用契約を結ばないＢ型があります。

障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有 働く



ぽるた ふふふ

障がい福祉サービス事業所いしじ ささゆり作業所

④ ⑤

⑥ ⑦

ぽるた ふふふ

しょうがいふくしさーびすじぎょうしょいしじ ささゆりさぎょうしょ

泉佐野市栄町 7-24 泉佐野市長滝 1164

泉南郡田尻町吉見 432-5 泉佐野市土丸 904

南海本線泉佐野駅より
徒歩 5 分

JR 阪和線長滝駅より
徒歩 5 分

南海本線吉見ノ里駅より
徒歩 5 分

JR 阪和線日根野駅より南海
ウイングバス犬鳴山行き
水呑地蔵下車徒歩 1 分

月～金　9:30 ～ 15:30（年末年
始以外は祝日も営業しています）

月～金　9:30 ～ 16:00
第 3 土曜日　9:30 ～ 16:00

月～金　9:30～15:00
（土曜日は変則） 就労継続支援 B 型　月～土 10:15

～ 15:30（土曜日は月 3 日開所）
就労系事業は一部 9:15 ～ 16:15
となっております。

072-447-4911 072-468-0222

072-447-5197

072-459-7024

Tel Tel

Tel

Tel

アクセス アクセス

アクセス アクセス

定員 定員

定員

定員

利用日・時間 利用日・時間

利用日・時間
利用日・時間

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

事業所種別 事業所種別

事業所種別 事業所種別

運 営 主 体 運 営 主 体

運 営 主 体 運 営 主 体

http://s-seikoukai.or.jp

072-447-4904 072-468-0223

072-447-5198

072-459-7350

porta2015@outlook.jp fufufu4612264@yahoo.co.jp

ishiji-sumiken.com

selp-sasayuri@nifty.com

就労継続支援 B 型 就労継続支援 B 型

就労継続支援 B 型 就労移行支援／就労継続支援 B 型

合同会社明生道福祉会 社会福祉法人いちょうの森

株式会社澄健（スミケン） 社会福祉法人清光会

url

url

Fax Fax

Fax

Fax

Mail Mail

Mail

map P.18 D-4 map P.19 E-6

map P.20 I-1 map P.21 P-4

【事業所からのコメント】
主に精神障がいのある方を
対象とした少人数でアット
ホームな作業所です。
作業の内容は粗品用のボー
ルペンやタオルの包装（袋
入れや箱入れ）が中心で個々
の身体状況や能力に合わせ
た作業を提供いたします。
利用される方の状況に応じ、
少ない日数や短時間での利
用から始めていただくことも
可能です。

【事業所からのコメント】
主な生産活動として、野菜
作り・販売・商品加工・内職・
廃品回収などの就労機会を
提供します。
生産活動以外に楽しめるズ
ンバダンスやレクリエーショ
ン、季節に応じた行事を実
施しています。
当事業所から自宅または乗
降位置まで送迎あり。見学
は随時受け付けております。

【事業所からのコメント】
「身につけよう！自分で生活をきり拓
く力」これがいしじの基本方針で
す。仕事をする事ともう一つの柱と
して、基本的生活習慣の確立をめ
ざしています。仕事を通して社会
の一員として自分にできる役割を果
たしていけるように支援します。仕
事内容は主にタオル加工です。ク
ラブ活動は、サッカー、ピアノ、
英語、ペン習字でそれぞれが主人
公になれる場として力を発揮し、楽
しんでいます。

【事業所からのコメント】
ささゆり作業所では様々な

「はたらく」を応援しており
ます。
☆一般企業へ就職したい人
☆就労の場としてたくさん
のお給料が欲しい人
☆ご本人に合わせたペース
で作業やその他の活動に取
り組みたい人など、皆様に
合った作業室班で支援させ
ていただいております。

10 名 20 名

20 名

就労移行支援　6 名
就労継続支援 B 型　34 名

4 働く



障害者地域生活支援センターベルカント ハートサポートふれあい

ワーク SEED ぐりーんべーす

⑧ ⑨

⑩ ⑪

しょうがいしゃちいきせいかつしえんせんたーべるかんと はーとさぽーとふれあい

わーくしーど ぐりーんべーす

泉佐野市大西 2-3-3 泉佐野市高松北 1-1-2
サンセリテ祥　2F・3F

泉佐野市高松南 3-1-41-102 号 泉佐野市下瓦屋 4 丁目 1-10
第 2 あさひビル 1Ｆ・2Ｆ

南海本線泉佐野駅より
徒歩 15 分 南海本線泉佐野駅より

徒歩 2 分

南海本線泉佐野駅より徒歩 20 分
南海本線羽倉崎駅より徒歩 20 分 南海本線井原里駅より徒歩 1 分

月～土 9：45 ～ 15：15
月～土 10：00 ～ 15：00

（土曜日隔週）日曜・祝日は休み

月～金　10：00～16：00
（土曜日は変則）

月～金　9：30 ～ 15：30
（随時）土・祝日 9：30 ～ 14：30

072-493-2251
072-464-7349

072-449-1820 072-447-9005

Tel
Tel

Tel Tel

アクセス
アクセス

アクセス
アクセス

定員

定員 定員

定員

利用日・時間
利用日・時間

利用日・時間 利用日・時間

お問い合わせ
お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

事業所種別 事業所種別

事業所種別 事業所種別

運 営 主 体 運 営 主 体

運 営 主 体 運 営 主 体

072-493-2201
072-464-7350

072-449-1820 072-445-9025

berukanto@major.ocn.ne.jp
http://fureai1.wixsite.com/fureai1

就労移行・継続 B 型 就労移行・継続 B 型

就労継続 B 型 就労継続Ｂ型

特定非営利活動法人ベルカント 合同会社しんゆう

SEED 株式会社 一般社団法人 ＢＡＳＥ福祉会

url

Fax
Fax

Fax Fax

Mail

map P.18 C-4 map P.18 D-4

map P.18 C-5 map P.20 K-1

【事業所からのコメント】
ベルカントでは、タオルの生
産活動を通じて、仕事にや
りがいを持ち、働くといった
人として当り前のことを全う
することにより、一人ひとり
が自立した生活を送れるよ
うになる事を目的としていま
す。また社会に役立つもの
の生産を行っているという
使命感、達成感を持ち、み
んなで高い工賃を目指して
いけるように訓練している
作業所です。一度、ベルカ
ントに見学・体験に来てみ
て下さい。

【事業所からのコメント】
精神や知的障がいを中心に、
難病指定を除く身体障がいの
方を対象に、様々な障がい者の

『居場所』作りを目指していま
す。まずは通所することを目標
とする通所重視コースとスキル
アップを目標とするスキル重視
コースがあります。 就労移行
支援も開始しました。作業はタ
オルの袋詰め等の基本作業に
加え、編み物・イラスト・パソ
コン等の得意を仕事にすること
も重視。 制作販売も行ってい
ます。

【事業所からのコメント】
タオル加工の軽作業をメイン
に取り組んでいます。 アット
ホームで楽しく作業できる場所
です。工賃は 100 円からのス
タートで、皆勤賞を合わせると
1 ～ 2 万円です。送迎は無料
です。3ヶ月に 1 回程イベン
トでバーベキュー、カラオケ、
ピクニック等をしており、作業
所とは違う雰囲気を感じてい
ただけます。社会に役立つ礼
儀や礼節を意識して作業に取
り組んでもらえる様に職員が
全力でサポートします。

【事業所からのコメント】
パソコンや通信機器の分解・
ウォーターボトルのキャップの仕
分け・内職（タオルや 100 均
グッズの梱包）・洗車・施設外
就労（分解作業・ネギの仕分け）
など、その日の体調や状況に応
じて様々な種類の作業がありま
す。利用される方の状況に応じ、
利用日や利用時間も相談させて
いただきます。また、毎月楽し
いイベントやレクリエーションも
行っています。まずはお気軽に
見学・体験にお越しください。

就労移行支援 6 名
就労継続支援 B 型 24 名

20 名 20 名

就労移行支援 6 名
就労継続支援 B 型 34 名

障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有 働く 5



（有）フクシライフ Be

さらなサプリ ポノ泉佐野

⑫ ⑬

⑭ ⑮

（ゆうげんがいしゃ）ふくしらいふ びぃ

さらなさぷり ぽのいずみさの

泉佐野市下瓦屋 2-2-77
いこらもーる泉佐野 バックヤード 5F

泉佐野市りんくう往来北 5-4　
株式会社ウイングエキスプレスビル 2Ｆ

泉佐野市上瓦屋 661-2 泉佐野市上町 3 丁目 10-12
泉佐野近畿ビル 3 階 303 号室

南海本線泉佐野駅から
徒歩 20 分

南海・空港線・ＪＲ関西空港線から
徒歩 12 分

南海本線井原里駅より
徒歩 5 分 南海本線泉佐野駅徒歩 3 分

月～土　10：00 ～ 15：00 月～金（祝日・夏季・冬季除く）
9:30 ～ 16:00

月～土・祝日　
9:30～15:30（時間応相談） 月～金（土曜日は変則）

10：00 ～ 15：00

080-3817-7779 072-447-8730

072-493-2328 072-468-7853

Tel Tel

Tel Tel

アクセス アクセス

アクセス
アクセス

定員 定員

定員 定員

利用日・時間 利用日・時間

利用日・時間 利用日・時間

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

事業所種別 事業所種別

事業所種別 事業所種別

運 営 主 体 運 営 主 体

運 営 主 体 運 営 主 体

072-486-0294 072-447-8731

072-493-2329 072-468-7863

info@welfare-be.sakura.ne.jp

worksalana@hera.eonet.ne.jp pono.izumisano@gmail.com

就労継続Ｂ型 就労継続Ａ型

就労継続Ｂ型 就労継続Ａ型

（有）フクシライフ 株式会社 Welfare（うぇるふぇあ）

特定非営利活動法人 ピュアみらい 株式会社 Pono Link

Mail

Fax Fax

Fax Fax

Mail

Mail

map P.18 D-4 map P.19 E-6

map P.20 I-1 map P.21 P-4

【事業所からのコメント】
体操、カラオケ、マージャ
ンの準備など一緒に参加し
て頂きます。自立に向けて
社会参加出来る様に頑張っ
て頂きます。なお、送迎が
必要な場合は御相談させて
頂きます。

【事業所からのコメント】
Be では「就労支援を促進し、
地域に貢献できる社会づく
り」を理念としております。

「働きたい」きもちに寄り
添い働く場所や機会の提供
とサポートを行っています。
一般就労を目指す方々一人
ひとりに合わせた柔軟な支
援を目指します。作業は清
掃作業が主な作業となりま
すが、パソコン訓練も行っ
ております。随時、見学や
体験を受付けております。

【事業所からのコメント】
新しくオープンした作業所
で、ゆったりとしたスペース
で作業ができます。 落ち着
いた雰囲気で、ひとりひとり
にていねいな支援をします。
昼食は手づくりであたたかく
おいしいと好評です。 毎月
のイベントもご利用者の意向
に沿いながら楽しんで頂い
ています。 地域や家庭との
連携を大切にしつつ、ご利
用者がいきがいを感じられ
るようサポートをしていきま
す。 見学・体験はいつでも
ＯＫです！

【事業所からのコメント】
令和 2 年 5 月より新たにス
タートしました。現在はパソ
コン作業や内職を主に行っ
ています。今後、新たな作
業内容を検討しています。
様々な作業を通じ、利用者
さん一人ひとりの出来る事
を増やしていくお手伝いを
させていただきます。一般
企業への就職を目指し一緒
に頑張りましょう。 興味の
ある方はお気軽に見学にお
越し下さい。

20 名 20 名

20 名 20 名

6



定員 定員

定員

Mail Mail

20 名 20 名

20 名

就労継続支援（B 型）くろすびぃ 就労継続支援 B 型 アイビー

work&oasis 花筏 障害福祉サービス「リコサービス」

⑯ ⑰

⑱ ⑲

しゅうろうけいぞくしえん（びーがた）くろすびぃ しゅうろうけいぞくしえんびーがた  あいびー

わーくあんどおあしすはないかだ しょうがいふくしさーびす「りこさーびす」

泉佐野市上町 3 丁目 11-1
松本ビル 5Ｆ

泉佐野市栄町 7-23

泉佐野市中庄 1413-1 泉佐野市高松東 1-10-37　
泉佐野センタービル 5Ｆ

南海本線泉佐野駅徒歩 2 分
南海本線泉佐野駅から
徒歩 3 分

南海本線泉佐野駅より徒歩 15 分。
国道 26 号線沿いびっくりドンキーの向かい 南海本線泉佐野駅より徒歩 10 分

9：00 ～ 15：00
10：00 ～ 作業開始

月～金 9：00 ～ 16：00
休日：土・日・祝・年末年始

月～金・第 3 土曜日 9：30 ～ 16：00 月～金（ただし月により祝祭日がある場
合、土曜日出勤あり）9：30～15：00

072-442-6728 072-468-7707

072-429-9602 072-458-0097

Tel Tel

Tel Tel

アクセス
アクセス

アクセス
アクセス

定員

利用日・時間 利用日・時間

利用日・時間 利用日・時間

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

事業所種別 事業所種別

事業所種別 事業所種別

運 営 主 体 運 営 主 体

運 営 主 体 運 営 主 体

072-442-6728 072-468-7708

072-429-9603 072-458-0098

crosia@crosia-crossbe.com info@ivy.soshindo.jp
http://ivy.soshindo.jp/

fufufu4612264@yahoo.co.jp reco.works001@gmail.com

http://crosia-crossbe.com

ityounomori.com

就労継続Ｂ型 就労継続Ｂ型

就労継続Ｂ型 就労継続Ａ型

株式会社ＣＲＯＳＩＡ 医療法人　爽神堂

社会福祉法人　いちょうの森 株式会社リコワークス

urlurl

url

Fax Fax

Fax Fax

Mail Mail

map P.18 C-4 map P.18 D-4

map P.18 D-4 map P.18 C-5

【事業所からのコメント】
主に精神障がいをお持ちの方を
対象とした就労継続支援Ｂ型事
業所です。自分のペースで通所
や作業をすることができます。生
活リズムをつけ安定した毎日を過
せるようサポートします。くろす
びぃでは、人との関わりを身に付
けていけるよう、譲り合い・歩み
寄りを学び、一般就労や社会生
活でつまづいた際にも解決・対
処できていける力を仲間やスタッ
フと共に付けていけます。

【事業所からのコメント】
アイビーでは様々な障害を持っ
た方に楽しく充実した時間を過
ごして頂けるような活動を行っ
ています。仕事内容は、本格
的なパン工房での製造補助や
店舗での接客業務、作業室で
の内職作業（ペンやタオルの袋
詰め等）など、個々のニーズ
やペースに合わせて選択できる
よう準備しています。活動を通
じて一般就労を目指す方、日々
の活動の場とされる方等、多
様な個々の目標を達成できるよ
う支援していきます。

【事業所からのコメント】
パン・お菓子・佃煮・ピク
ルスの製造やさをり織り、
カフェ（毎週水・木）等の
活動を行っています。地域
の方との交流を積極的に行
い、声がかかれば様々な場
所に出ています。新商品の
開発や新しい仕事への挑戦
など日々「挑戦」を大切に
活動しています。

【事業所からのコメント】
通所による就労や生産活動
の機会を提供すると共に一
般就労に必要な知識・能力
向上を図り一般就労等への
移行に向けて支援します。
一人ひとりの個性を大切にし
働きやすい環境作りを目指し
ていきます。 仕事に関して
は、多種多様な作業があり
個人の能力に応じて取り組
んで頂いております。いつ
でも体験、見学ができます。

20 名

障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有 7



ほっとハート㉑
ほっとはーと

泉佐野市長滝 1255-1

ＪＲ阪和線長滝駅より
徒歩 5 分

月～金　10：00 ～ 15：00
土曜日（不定期）10：00 ～ 12：00

072-429-9619Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

事業所種別
運 営 主 体

072-429-9619
info.scbh7@gmail.com

就労継続Ｂ型
株式会社ブレイブハート

Fax
Mail

map P.18 D-4 【事業所からのコメント】
主に精神障がいのある方を
対象とした少人数でアット
ホームな作業所です。
作業の内容は粗品用のボー
ルペンやタオルの包装（袋
入れや箱入れ）が中心で個々
の身体状況や能力に合わせ
た作業を提供いたします。
利用される方の状況に応じ、
少ない日数や短時間での利
用から始めていただくことも
可能です。

20 名

8 働く

YELLOW⑳
いえろー

泉佐野市りんくう往来南 5-25

ＪＲ・南海本線りんくうタウン駅徒歩 15 分 
南海本線　羽倉崎駅徒歩 15 分

月～土 10：00 ～ 16：00

072-462-8811Tel

アクセス

利用日・時間

お問い合わせ

事業所種別
運 営 主 体

072-462-8818
yellow-works@chic.ocn.ne.jp
http://www.yellow.ne.jp

就労継続Ｂ型
株式会社 YELLOW

Fax
Mail
url

map P.20 K-1 【事業所からのコメント】
主に施設外就労や事業所内での
軽作業とアトリエ（創作活動）を
おこないます。仕事は野菜の検
品や梱包作業や文具、雑貨など
商品のセット業務などしていま
す。必要に応じて一般就労に向
けた具体的な支援をおこないま
す。アトリエでは絵画を中心とし
た創作活動に取りくんでいます。
作品を公募展に出品したりギャ
ラリーなどの展覧会で原画販売
をしたり作品の 2 次使用で色々
なプロダクトにつなげています。

定員 20 名



児童発達支援

放課後等デイサービス

9

学校就学前の通所利用の障がい児に対する支援
を行う身近な療育の場です。

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休
み等の長期休暇中において、生活能力向上のた
めの訓練等を継続的に提供します。

ILIS CLUB 泉佐野

放課後等デイサービスすばる

①

②

あいりすくらぶいずみさの

ほうかごとうでいさーびすすばる

泉佐野市長滝 281-5

泉佐野市高松北 1-2-40
GH ビル 1F 102

南海本線泉佐野駅より
徒歩 20 分

南海本線泉佐野駅より徒歩1分

全日　10:00～17:30

月～金　11:00～18:00
土曜・長期休み・振替休日　
            10:00～17:00

072-468-6973

072-458-0210

Tel

Tel

アクセス

アクセス

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

072-468-6983

072-458-0211

izumisano@ilisclub.com

http://subaru8.org/
info@subaru8.org

事業所種別

事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援

放課後等デイサービス

株式会社アイリス

NPO 法人かがやき

url

Fax

Fax

Mail

url
Mail

map P.19 E-4

map P.18 D-4

【事業所からのコメント】
1 人ひとりの個性や特性を大切
に支援を行っています。集団プ
ログラムでは運動や音楽療法、
園芸活動など行っています。個
別の課題にも取り組めるように
個室もあります。おやつ作りや
季節感を取り入れた制作活動など

「自分でできた」「もっとやりた
い」という気持ちをサポートでき
る環境作りを行っています。随
時、見学や問い合わせを受付し
ております。

【事業所からのコメント】
すばるは、１人ひとりの個性や
可能性を大切にしながら豊か
な人間性を育む施設です。季
節の制作やクッキング、運動、
音楽遊び等の経験を重ね、子
どもたちの「できた！ 楽しい！ 
またやってみたい！」を応援し
ます。新しい可能性を伸ばし、
将来の社会参加に向けての取
り組みを行っています。 送迎
時間はご家庭の状況に合わせ
てご相談します。 見学・体験
は随時受け付けております。

10 名

10 名

日
に っ

中
ち ゅ う

過
す

ごす

日中過ごす小学生利用可乳児利用可 幼児利用可 中学生利用可 高校生利用可

アスレチッククラブこっとん③
あすれちっくくらぶこっとん

泉佐野市新安松 1-4-16

南海本線羽倉崎駅より
徒歩 10 分

火・木・金　10:00～12:00
及び16:00～18:00
水　13:30～17:30
土・長期休み　9:00～11:00
及び14：00～16：00

072-425-0843Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-425-0845

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
一般社団法人 SEED

Fax

map P.18 C-5 【事業所からのコメント】
こっとんは、3 ～ 12 歳 児を
対象とした運動療育施設です。
多彩な運動遊具を用いた感覚
統合や、月替わりのサーキット
運動・集団リトミックを通じて、
身体機能・バランス感覚の向
上はもちろん、「ルールの理解」

「見る」「聞く」「待つ」「切り
替える」「コミュニケーション」
などの生活・学習の基礎となる
力を育みます。1 日無料体験・
見学は要予約。10 名

info@seed214.com
http://www.seed214.com/

Mail
url



放課後等デイサービスぴあ～ちぇ⑦
ほうかごとうでいさーびすぴあーちぇ

泉佐野市上之郷 2221-1

JR阪和線長滝駅より徒歩10分
いずみさのコミュニティー
バス（南回り）中村下車すぐ

月～土、祝日、長期休み
　　　　10:00～18:00

072-477-4999Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-477-4999
piace3.wixsite.com

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
株式会社ひなた

Fax
Mail

map P.21 M-2 【事業所からのコメント】
障がい者（児）の施設にて、
20 年の経験を積んだスタッフ
が、子ども達一人ひとりの個性
に応じた支援を行います。学校・
家族・ぴあ～ちぇのスタッフの
輪の中で、学び成長していた
だくお手伝いを致します。個々
に合わせた課題、表現遊び、土・
祝日での買い物・クッキング、
季節に応じた行事や遊びの中
で色々な体験を通して成長して
頂けます。当所は、フルフラッ
トですので、車イスの方もご利
用頂けます。

10 名

10

いいね放課後等デイサービス

ハピスポ泉佐野

泉佐野市立児童発達支援センター にじいろの木　
児童発達支援事業 木馬園

⑤

⑥

④
いいねほうかごとうでいさーびす

はぴすぽいずみさの

いずみさのしりつじどうはったつしえんせんたー にじいろのき　じどうはったつしえんじぎょう もくばえん

泉佐野市長滝 3839-1

泉佐野市南中安松 749-1　
1 階

泉佐野市南中安松 1548

JR阪和線長滝駅より
徒歩20分

JR阪和線長滝駅より徒歩18分

南海本線羽倉崎駅より
徒歩 20 分

月～金　13:00～17:00
土曜・長期休み10:00～16:00

月～金　13:00～17:00
土曜・長期休み・祝日　
　　　　10:00～16:00

月～金　9:20～15:00

072-465-1171

072-465-7773

072-465-2800
Tel

Tel

Tel

アクセス

アクセス

アクセス

定員

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

072-465-1172

072-465-7774

072-465-2800

http://iine.moo.jp
iine-houkago@eagle.ocn.ne.jp

hapisupoizumisano@
juno.ocn.ne.jp

事業所種別

事業所種別

事業所種別
運 営 主 体

運 営 主 体

運 営 主 体
放課後等デイサービス / 児童発達支援

放課後等デイサービス

児童発達支援
いいね合同会社

株式会社シンシア

泉佐野市

Fax

Fax

Fax

url
Mail

url

map P.19 E-6

map P.21 M-1

map P.18 C-6 【事業所からのコメント】
いいね放課後等デイサービスで
は、英語遊び、リズム体操、マ
ナー学習等を通して楽しみなが
らコミュニケーションや社会の
ルール等が身に付くよう、支援
を行っています。子ども達の心
や個性を大切に、将来自信を持っ
て社会生活を送れるようになる
事を目指しています。子ども達
一人ひとりの「いいね！」が沢山
見つかるよう、保護者と一緒に
歩んでいきたいと考えています。
見学、体験は随時受付中です。

【事業所からのコメント】
ハピスポでは障がいだけでな
く一人ひとりの個性ややりたい
ことに合わせ、子ども達の得
意なことを伸ばす支援をします。

「できた！」という体験を重ね
ることで、他の事へも関心が
向く環境を整えます。仲間との
関わりの中で、自分自身の存
在が大切にされるという経験
が大切だと考えています。将
来を見据えて小学生～高校生
まで個々に合わせたプログラ
ムをおこないます。（SST・就
職プログラム・子ども企画）

【事業所からのコメント】
木馬園では、子どもの発達上
の育ちについて考えたり、保
護者と共に療育を進めながら子
どもに合った支援の方法を行う
事で、成長発達を促します。
主には、基本的生活動作を習
得することや、一人ひとりの子
どもが大人や友だちの中で自
分の思いを出しながら、「楽し
いな。またしたい。」と思える
遊びを大切にし、その子自身
のペースで伸びていくことを目
指します。

10 名

10 名

45 名

日中過ごす 障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有



日中過ごす小学生利用可乳児利用可 幼児利用可 中学生利用可 高校生利用可

たじりこころ園⑧
たじりこころえん

泉南郡田尻町嘉祥寺 883-1

南海本線吉見ノ里駅より
徒歩10分

児童発達支援
月～金　9:00～17:00
放課後等デイ
月～金　9:00～17:00

072-468-8601Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-468-8681
winc.npo@gmail.com
http ://wincnpo.wix .
com/kokoro

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
特定非営利活動法人  地域福祉創造協会  ウインク

Fax
Mail
url

map P.20 K-5 【事業所からのコメント】
知的障がい、運動発達の遅れ
や自閉症などの発達障がいが
ある子ども達に対して、将来
一人ひとりが持っている力を発
揮しながら社会生活を営んで
いける事を目指して指導・訓
練を行っています。当園の指
導は応用行動分析の原理を用
いたプログラムを活用していま
す。また PT・OT・ST の個別
及び集団で行う訓練、臨床心
理士の発達相談を定期的に行
い、子ども達一人ひとりに適し
た方法を考え実施します。

10 名

ケアキッズ

オリオリ

⑨

⑩

けあきっず

おりおり

泉佐野市鶴原 1856

泉佐野市大西 1-13-14
青葉ビル 2F

南海本線鶴原駅より徒歩 3 分

南海本線泉佐野駅より徒歩5分

児童発達支援
月～金10：00～15：30
土曜・祝日10：00～17：00
放課後等デイサービス
月～金学校終了時間～17：00
土曜・祝日・長期休み
10：00～17：00

（各利用時間、延長支援あり）

月～金13:30～18:30
土曜・長期休み10：00～17：00
時間帯相談可能

072-458-6611

072-425-2215

Tel

Tel

アクセス

アクセス

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

072-458-6612

072-425-2215

daykids@crux.ocn.ne.jp

llc.okita@gmail.com
http://olioli.webcrow.jp/

http://aoitsubasa.jp/

事業所種別

事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援

放課後等デイサービス

デイキッズ株式会社

合同会社大北

Fax

Fax

Mail

Mail
url

url

map P.19 G-2

map P.18 C-4

【事業所からのコメント】
障がいを持った子供達や、発
達に不安のある子供達に普通
にある日常の生活体験や野外
活動、集団生活を通じて友達
との関わり方、自立を目的とし
た療育・支援をご家庭とともに
一緒に考えサポートしていきた
いと思っています。

【事業所からのコメント】
オリオリはうれしい楽しいを
モットーに障がい児、者の両親
が中心となり運営しています。
☆おやつ代 0 円♪
☆土曜日昼食代 0 円♪
☆元支援学級 16 年のベテラン
の先生が宿題も見てくれます♪
地域、各方面との関わりも深
く色々な人々との交流を行って
います。
オリオリ専属の専門の外部相
談支援者による療育相談会を
行っています。

10 名

10 名

11

放課後等デイサービス青いつばさ⑪
ほうかごとうでいさーびすあおいつばさ

泉佐野市若宮町 7-13
田端ビル 3F

南海本線泉佐野駅より
徒歩 4 分

月～日、祝日10：00～18：00

072-468-9953Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-468-9954

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援
株式会社さたき

Fax

map P.18 D-4 【事業所からのコメント】
青いつばさは未就学児童（児童
発達支援）から 18 才（放課後等
デイサービス）までの重症心身障
がい児の方を対象とした事業所で
す。放課後や長期休暇中に「遊ぶ」

「日常生活」などアットホームな
雰囲気の中で楽しんで頂き、特
に医療的ケアの面では経験豊か
な看護師が医師と連携し、安全
かつ安心してご利用頂けるように
つとめています。ST 等の機能訓
練も実施していますので、ご見学
お待ちしております。

5 名



放課後等デイサービスラビット

放課後等デイサービスりーふ

⑬

⑭

ほうかごとうでいさーびすらびっと

ほうかごとうでいさーびすりーふ

泉佐野市新安松 2-2-37

泉佐野市日根野 415

南海本線羽倉崎駅より
徒歩12分

JR阪和線日根野駅より
徒歩30分
大阪府立佐野支援学校より
徒歩1分

月～金 11：30～17：30
土・祝・長期休み 10：00～17：00
第3日曜日 9：30～15：30

月～金10:00～17:00
土曜・日曜・祝日・長期休み
10：00～17：00

072-468-7009

072-467-1855

Tel

Tel

アクセス

アクセス

定員

定員

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

072-468-7106

072-467-1880
info@leaf-day.com

rabbitcomparny@outlook.jp

http://leaf-day.com

https://happy-rabbit.jp/

事業所種別

事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援

放課後等デイサービス

株式会社ラビット

株式会社土原造園

Fax

Fax
Mail

Mail

url

url

map P.20 L-1

map P.21 O-2

【事業所からのコメント】
ラビットでは、よさこいを通じ
て地域との繋がり、近隣の山
や川、海、畑、公園など、野
外活動の中で、自然を身体で
感じ遊びの中で学ぶことを大切
にしています。それと共に、集
中力トレーニングや個別療育を
取り入れ、個々の得意を延ば
していくことも大切だと考え実
践しています。「できる」を増
やし自信と興味を持ち色々な経
験の中で社会に出るための準
備を一緒に重ねていきたいと考
えています。

【事業所からのコメント】
りーふは、お子様の得意な事
は、もっと得意に、苦手な事
は少しずつ克服出来るよう、
お子様一人ひとりのペースに
合わせ寄り添いながら取り組
んでいます。そして友達との
交流場所として、安心、安全
にご利用いただけるように努
めております。 見学・体験も
随時受付中です。

10 名

10 名

放課後等デイサービスめーぷる⑮
ほうかごとうでいさーびすめーぷる

泉佐野市日根野 584

JR 阪和線日根野駅より
徒歩 30 分

月～金13：00～17：00
土曜・日曜・祝日・長期休み
10：00～17：00

072-493-2335Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-493-2336
info@maple-day.com
http://maple-day.com

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス
株式会社 Leaf

Fax
Mail
Mail

map P.21 O-3 【事業所からのコメント】
めーぷるは、自然に囲まれた
環境のなか、子どもたちがの
びのびと身体を使って外あそ
びを楽しむことができます。ま
た室内は明るく、のんびりと
ゆっくりできる空間であり、クッ
キングや社会体験、レクリエー
ションなどの取り組みも行って
います。一人ひとりのペースに
あわせて支援し、いろいろな
経験やあそびを通し、みんな
で友達の輪を広げていきます。

10 名

良心地⑫
いごこち

泉佐野市南中安松 1281-5

南海本線羽倉崎駅より
徒歩15分

火～金 13：00～17：30
土・祝・長期休み10：30～17：30

072-465-3114Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-465-2183
igokochi0701@yahoo.co.jp

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス
合同会社いごこち

Fax
Mail

map P.18 C-6 【事業所からのコメント】
良心地では、子ども達が得意
な遊びやお手伝いの中から、
褒められる喜びや自信が得られ
るように、目標を立て支援して
います。 同時に苦手な事にも
向き合って成長していって欲し
いと考え、環境作りをしていま
す。 子ども達がどうすれば地
域で暮らしやすくなるのか、ど
うすれば居心地の良い場所が
増えるのか、自力で生きてい
く知恵を少しずつでも獲得して
いって欲しいと考えています。

10 名

障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有12



小学生利用可乳児利用可 幼児利用可 中学生利用可 高校生利用可

あなたが宝モノ・泉佐野教室 まいるーむ放課後こども教室ジャンプ

キャンパスラビット

⑯ ⑰

⑲

あなたがたからもの・いずみさのきょうしつ まいるーむほうかごこどもきょうしつじゃんぷ

きゃんぱすらびっと

泉佐野市上瓦屋 687-1　
松浪ビル 3Ｆ

泉佐野市上瓦屋 661-2
リヒトビル 1Ｆ

泉佐野市新安松 2 丁目 2-37-1

南海本線井原里駅より
徒歩10分

南海本線井原里駅より
徒歩15分

南海本線羽倉崎駅より
徒歩12分

月～金12：00～18：00
土・長期休日10：00～16：00
休日：日曜日・祝日

月～金13:30～17:30
土・祝10：00～16：00

月～金（1枠）17：30～19：00（2枠）19：30
～21：00　土曜日（1枠）10：30～12：00

（2枠）14：00～15：30

072-463-1203
072-462-7566

072-442-8112

Tel
Tel

Tel

アクセス アクセス

アクセス

定員
定員

定員

利用日・時間 利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ
お問い合わせ

お問い合わせ

072-463-1202
072-462-7566

072-468-7106
kids@happy-rabbit.jp

info@anataga-takaramono.com

https://happy-rabbit.jp/

www.anataga-takaramono.com

事業所種別 事業所種別

事業所種別

運 営 主 体 運 営 主 体

運 営 主 体

放課後等デイサービス／児童発達支援 放課後等デイサービス

放課後等デイサービス / 児童発達支援

（株）いのちの木 株式会社ＫＴＡＪ

株式会社ラビット

Fax
Fax

Fax
Mail

Mail

url

url

map P.20 L-1 map P.21 O-2

map P.21 O-2

【事業所からのコメント】
運動学習コース、運動コース、
個別コースがあります。各コー
スで、コミュニケーション力を
を養うためのプログラムを設定
しています。協調運動、ＳＡＱ
トレーニング、眼球運動や視
知覚トレーニングなどの脳機能
トレーニングを通して「やって
みたい！」という挑戦心や「で
きた！」という達成感、「一緒に！」
という協調心を育みます。そし
て、子ども達が将来、集団の
中で生きる力を身につけていき
ます。

【事業所からのコメント】
大人になった時に必要な社会
性を作業学習や運動・食育を
通した集団活動の中から身に
付け、自立を目指した成長を
サポートします。

【事業所からのコメント】
キャンパスラビットでは、 中
高生を対象に、1 枠 90 分で
最大 6 人までの少人数クラス
で「子どもの特性に合わせた
学習指導」を行っております。
進学や学校の授業についてい
けない子どもに合わせたプロ
グラムで支援し学習を中心に
コミュニケーション能力や社会
性等「生きる力」を身につけ、
自立する力を持つことを目指し
ています。

15 名
10 名

10 名

児童発達支援・放課後等デイサービス　ぴんくイルカ⑱
じどうはったつしえん・ほうかごとうでいさーびす　ぴんくいるか

泉佐野市市場西 3 丁目 10-7　
アーバンウェルネス 2 階 202 号室

南海本線泉佐野駅より
徒歩 7 分

月～土10：00～17：00

072-477-0039Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-477-7088
pinku-iruka@jcom.zaq.ne.jp

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス / 児童発達支援
合同会社みらい

Fax
Mail

map P.21 O-3 【事業所からのコメント】
令和元年 12 月オープンのぴ
んくイルカです。 名前の意味
のようにみんなに幸せを届ける
ことができる場所を目指してい
ます。学習のほかに和太鼓や
空手・ダンス・水泳に日々取り
組んでいます。学校のあとに
習い事に行く感覚で利用して
いただけると嬉しいです。 保
育士や幼稚園、小中高の教員
免許、社会福祉士、精神保健
福祉士を持ったスタッフが在籍
し支援を行っています。

10 名

13



キッズキャンパスラビット⑳
きっずきゃんぱすらびっと

泉佐野市長滝 1667-1

ＪＲ阪和線長滝駅より
徒歩15分

月～金 13：30～18：45
土曜日 10：00～15：00

072-465-5225Tel

アクセス

定員

利用日・時間

お問い合わせ

072-468-8004
campus@happy-rabbit.jp
https://happy-rabbit.jp/kids/

事業所種別
運 営 主 体

放課後等デイサービス / 児童発達支援
株式会社ラビット

Fax
Mail
url

map P.18 C-6 【事業所からのコメント】
キッズキャンパスラビットでは、
年中さんから小学 6 年生まで
の学習に特化した放課後等デ
イサービスです。1 枠 90 分制
で、個別での支援を行っており
ます。 学校へ行くために必要
な事を学んだり、学校での遅
れや苦手など、少人数制で個々
にプログラムをたて支援してい
きます。また土曜日には、習字・
そろばん・英語教室・美術など
いろいろな体験を行っておりま
す。

10 名

14



自立訓練

生活介護

地域活動支援センター

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、
食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活
動の機会を提供します。

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、必要な
訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。

創作的な活動や生産活動、社会との交流などを行う
場です。

日
に っ

中
ち ゅ う

過
す

ごす

日中過ごす障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有

地域活動支援センタールリエ

障がい者支援施設泉ヶ丘療護園障がい福祉サービス事業恵誠の里

①

③②

ちいきかつどうしえんせんたーるりえ

しょうがいしゃしえんしせついずみがおかりょうごえんしょうがいふくしさーびすじぎょうけいせいのさと

泉佐野市春日町 1-25

泉佐野市鶴原 935-3泉佐野市上之郷 2007-1

南海泉佐野駅より徒歩7分

JR阪和線東佐野駅より徒歩8分JR阪和線長滝駅より徒歩7分
JR阪和線日根野駅より徒歩
15分

月～金　9:30～17:00
（土・日・祝日・お盆の期間
年末年始は休み）

月～土　10:00～16:00
（休業日は日曜・祝日・年末年始）

月～土　9:00～16:00

050-1559-0531

072-467-1181
072-458-6030

Tel

Tel
Tel

アクセス

アクセスアクセス

定員

定員
定員

利用日・時間

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ
お問い合わせ

050-1559-0531

072-467-2281
072-458-6080

ti-relier@kaede-cocoro.org

keiseinosato@nifty.com
r_izumi@eagle.ocn.ne.jp

http://s-seikoukai.or.jp/
keiseinosato

http://izumigaokaen.or.jp

事業所種別

事業所種別事業所種別

運 営 主 体

運 営 主 体運 営 主 体

地域活動支援センター

生活介護自立訓練

医療法人清楓会

社会福祉法人泉ヶ丘福祉会社会福祉法人清光会

Fax

Fax
Fax

Mail

Mail
Mail

url
url

map P.18 D-4

map P.19 G-3map P.21 M-2

【事業所からのコメント】
地域で生活されている障がい

（主に精神障がい）のある方
が、『いつでも立ち寄れる憩い
の場』としてご利用いただけ
ます。ご利用者やご家族の相
談に応じると共に、書道・手
芸など創作的活動や調理・お
やつ会・スポーツなど行事の
開催、地域のイベントへの参
加等を通して、地域社会との
交流を図り、障害の有無に関
わらず、共に地域で自分らし
い暮らしをしていくための支援
を行います。

【事業所からのコメント】
泉ヶ丘療護園では、ご利用さ
れる方の身体状況に応じて、
心身両面からの専門的な介護
や機能訓練を行い、自立（自律）
した生活を大切にしています。
日帰り入浴や送迎（近隣地域）
もいたします。ご希望により
施設内行事やクラブ活動（絵
画・音楽・書道）・絵手紙・さ
をり織・作業療法などもご参
加いただけます。これからも、
皆様のニーズにお応えできる
施設を目指し支援しています。

【事業所からのコメント】
自立訓練事業では、希望する
生活を実現するための「学ぶ
場の提供と生活基盤の安定」
に向けた支援をしています。学
校卒業後や、将来の生活に向
けた基本的な事を「学ぶ場」と
イメージしていただければと思
います。衣食住や、仕事をす
る前に必要な生活習慣を学ぶ
ために、個別にプログラムを
作成し取り組みをしています。

ー

自立訓練（生活訓練）6名
60名（施設入所支援を含む）

15



日中過ごす

わい×２チャレンジド生活支援センターホライズン

穂の花ライフワークぎんなん

⑤④

⑦⑥

わいらちゃれんじどせいかつしえんせんたーほらいずん

ほのからいふわーくぎんなん

泉佐野市中庄 1522-1泉佐野市下瓦屋 220-1

泉佐野市日根野 2331-1泉佐野市日根野 3532

南海本線泉佐野駅より
徒歩10分

JR 阪和線東佐野駅より徒歩 10 分
南海本線鶴原駅より徒歩 15 分
いずみさのコミュニティバス北回り

「北部市民交流センター本館」か
ら徒歩 1 分

JR阪和線日根野駅より
徒歩10分

JR 阪和線日根野駅及び南海
ウイングバス日根野駅前下
車より徒歩 15 分

月～金及び第2・4土曜　
9:45～15:45

月～金　9:00～16:00
（土・日・祝日はお休み　
年末年始は12/29～1/3
はお休み）

月～金　9：30～16：30
土・日・祝日はお休み月～金及び第1・3土曜

9:45～15:45（祝祭日を除く）

072-463-2297

072-460-0112

072-459-7613
072-467-2765

Tel

Tel

Tel
Tel

アクセスアクセス

アクセスアクセス

定員

定員

定員
定員

利用日・時間

利用日・時間

利用日・時間
利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ
お問い合わせ

072-463-2454

072-468-6805

072-459-7250
072-467-2764

sasaerukai-izumisano@bird.ocn.ne.jp

seikatsu_kaigo@horizon.or.jp

ityounomori@world.ocn.ne.jp

事業所種別事業所種別

事業所種別事業所種別

運 営 主 体運 営 主 体

運 営 主 体運 営 主 体

生活介護生活介護

生活介護生活介護

特定非営利活動法人大阪府重症心身障害児者を支える会社会福祉法人水平会

社会福祉法人清光会社会福祉法人いちょうの森

Fax

Fax

Fax
Fax

Mail

Mail

Mail

map P.19 E-4map P.19 G-3

map P.21 N-1map P.21 M-1

【事業所からのコメント】
重症心身障がい者及び重度の
自閉症の方のために、様々な
活動を通して自立生活に繋が
るような日中活動の場を提供
し、支援しています。
重症心身障がい者の方には、
日々の健康状態を把握し入浴
等のサービスを提供していま
す。
重度の自閉症の方には、小グ
ループでの活動（運動や作業）
を提供し、支援しています。

【事業所からのコメント】
当センターでは各自の生活ス
タイル（ヘルパーサービス等）
に合わせた途中送迎を行って
おります。例えば夏祭りやハ
ロウィン、クリスマス会等を行
い、また季節の果物狩り（ぶ
どう・みかん・いちご等）に
出掛けています。
無理なく利用していただけるよ
う、ひとりひとりに応じた支援
を行っております。

【事業所からのコメント】
穂の花では、個々の能力や興
味に合わせた自立課題等の作
業、音楽活動やスヌーズレン
等、個々の好きな感覚に合わ
せた活動を行っています。クッ
キー班では、お菓子作りを通
して共同作業の大切さと、そ
の中での責任感（役割）を身
に付けると共に、それが販売
される喜びを得られる作業を
行っています。成功体験を積
み重ね、自信を持って主体的
に日中活動できることを目指し
ています。

【事業所からのコメント】
重い障がいがあろうともひとり
の人間として生きることを保障
していく。 重い障がいを担う
人たちを通して、人として生き
る尊さ・生きるおもしろさを社
会へ伝えていくという基本理
念のもと、利用者一人ひとり
の人権を尊重して利用者の立
場にたったサービスの追求と、
家庭とは違う場でいきいきと個
性を発揮し、いろんな事にチャ
レンジできる支援を提供し、地
域で安心して生活できる街づく
りを目指していきます。

20 名

10 名

40 名
45 名

http://ameblo.jp/horizon-
seikatsu-kaigo/

url
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ささゆり作業所障がい福祉サービス事業恵誠の里

南大阪カレッジゆかりの里

⑨⑧

⑪⑩

ささゆりさぎょうしょしょうがいふくしさーびすじぎょうけいせいのさと

みなみおおさかかれっじゆかりのさと

泉佐野市土丸 904泉佐野市上之郷 2007-1

泉佐野市下瓦屋 222-1　3Ｆ泉佐野市大木 10

JR阪和線日根野駅より南
海ウイングバス犬鳴山行き
水呑地蔵下車徒歩1分

JR 阪和線長滝駅より
徒歩 7 分
JR 阪和線日根野駅より
徒歩 15 分

南海本線鶴原駅・ＪＲ阪和線
東佐野駅下車　 徒歩15分 
泉佐野市コミュニティーバス北部市民
交流センター前下車徒歩1分

南海本線泉佐野駅もしく
はJR阪和線日根野駅より
南海ウイングバス犬鳴山
行き
一土庄橋下車すぐ

月～土　10:15～15:30
（土曜は月3日開所）月～土　9:00～16:00

月～金 9:30～15:30
休日： 土・日・祝（行事などは営業）
        年末年始   12/29～1/3

月～土　9:00～17:30

072-459-7024

072-447-6612
072-459-7814

072-467-1181 Tel

Tel

Tel

Tel

アクセスアクセス

アクセスアクセス

定員定員

定員

利用日・時間
利用日・時間

利用日・時間

利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

072-459-7350

072-447-6618
072-459-7260

072-467-2281
selp-sasayuri@nifty.com

s-osaka-college@horizon.or.jp
http://www.horizon.or.jp

yukarinosato@nifty.com

http://s-seikoukai.or.jp

http://s-seikoukai.or.jp/
yukarinosato

keiseinosato@nifty.com
http://s-seikoukai .or . jp/
keiseinosato

事業所種別事業所種別

事業所種別事業所種別

運 営 主 体運 営 主 体

運 営 主 体運 営 主 体

生活介護生活介護

自立訓練生活介護

社会福祉法人清光会社会福祉法人清光会

社会福祉法人水平会社会福祉法人清光会

Fax

Fax

Fax

Fax
Mail

Mail

Mail

url

url

url

Mail
url

map P.21 P-4map P.21 M-2

map P.22 R-4map P.22 R-4

【事業所からのコメント】
ささゆり作業所では様々な「は
たらく」を応援しております。
☆一般企業へ就職したい人
☆就労の場としてたくさんのお
給料が欲しい人
☆ご本人に合わせたペースで
作業やその他の活動に取り組
みたい人など、皆様に合った
作業室班で支援させていただ
いております。

【事業所からのコメント】
生活介護事業では、ご利用者
一人ひとりに合わせた「安心
できる活動の場」として希望
に合った支援を行っています。
常時支援が必要な障がいのあ
る方に日中活動の場として、
排泄、入浴、食事の支援及び
創作的、文化的活動の場を提
供し、生活の質や身体能力、
日常生活能力の維持・向上を
図ります。

【事業所からのコメント】
支援学校等卒業後、すぐに社会に出
るのではなく、社会生活の幅を広げ
て失敗もしながら大人になる時間を大
切にし「ゆっくりと自分を成長させて
いくための場」「ゆっくり大人になるた
めの学び場」それが南大阪カレッジの
原点です。活動内容は、生活づくり（日
常的なマナー、金銭管理など）学習（Ｉ
Ｔ情報、生活国語など）行事（夏ま
つり、修学旅行など）幅広く学べます。
未来の選択肢を広げてみませんか？

【事業所からのコメント】
ゆかりの里では、40 歳以上
の方が入所されています。加
齢等により、心身機能や日常
生活力に衰えがみられる方が
生活していく中で、一人ひとり
の楽しみや生きがいを重視し、
生活のあり方全体を無理のな
いプログラムで考え、快適で
ゆとりのある生活を提供する
事を心掛けています。

20 名50 名

10 名：2 年制（1 クラス 5 名程度）

50 名

障害者用トイレ エレベーター スローブ有 送迎有 日中過ごす 17



さらなプラス関西メディカルサポート療養型デイサービスセンター

生活介護事業　ねがい

⑬⑫

⑭

さらなぷらすかんさいめでぃかるさぽーとりょうようがたでいさーびすせんたー

せいかつかいごじぎょう　ねがい

泉佐野市中庄 1081-90泉佐野市中町 1 丁目 4-32

泉佐野市南中樫井 598-1

ＪＲ阪和線熊取駅徒歩15分南海本線泉佐野駅より
徒歩 15 分

南海本線吉見ノ里駅より
徒歩 10 分

月～金（祝祭日開所）9：30～15：30
（利用日・時間応相談）月～金 9：00～17：00

休日： 土・日・祝

月～金/第2・第4土曜日
10：00～16：00

072-424-3377
072-458-3458

072-457-3006

Tel
Tel

Tel

アクセスアクセス

アクセス

定員
定員

定員

利用日・時間
利用日・時間

利用日・時間

お問い合わせ
お問い合わせ

お問い合わせ

072-463-6011

072-457-4006

072-458-8802 salanaplus@gmail.com
k.m.s-day@office-kan.co.jp

事業所種別事業所種別

事業所種別

運 営 主 体運 営 主 体

運 営 主 体

生活介護生活介護

生活介護

特定非営利活動法人ピュアみらい有限会社オフィス環

合同会社スマイルサポート

Fax

Fax

Fax Mail
Mail

map P.21 P-4map P.21 M-2

map P.22 R-4

【事業所からのコメント】
さらなプラスは現在 19 ～ 71
才までの幅広い年齢のご利用
者様が、毎日その方のご様子
に合わせて作業や余暇活動を
行ってもらえるよう職員が寄
り添いそい、生き生きと毎日
を過ごせる事を目標に支援を
行っています。その方のライ
フスタイルにあった利用時間、
利用回数で通所可能ですので
お気軽にご相談ください。随
時見学もできます。

【事業所からのコメント】
少人数制 ( 利用者 1.5 人に対
しスタッフ 1 人 体 制 ) です。
看護師が常駐しており、管理
医との連携により医療ニーズ
の高い方も安心して利用いた
だけます。周りを気にせず訓
練や作業ができる個室も完備
しており集中できる環境も提
供しております。毎日を生き生
きと過ごしたい方、疾患が理
由で一般のデイサービスを利
用出来ない方、医療的な管理
が必要な方の利用をお待ちし
ています。

【事業所からのコメント】
個々に合った 1 日のスケジュー
ルを作成し、個別支援を主とし
た事業所です。一人一人コミュ
ニケーション・意志疎通が出来
る様に支援しています。外出活
動が多く、午前中はウォーキン
グへ行き、午後は公園や作業
( 空きカン潰し・除草作業 ) な
どに取り組みます。土曜日通所
では、クッキングや制作・外出
( マクドナルド・和歌山・ショッ
ピング ) など余暇を楽しんで頂
いています。

10 名
8 名

20 名

日中過ごす18
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宿泊を伴わない短期入所（日帰りショートステイ）です。日中活動
をしたり、家族の病気や用事などなんらかの理由で一時的にも利
用できます。

短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護を行いま
す。短期入所には、家族の精神的・身体的負担を軽減する役割も
あります。

日中一時（日帰りショートステイ）

短期入所（ショートステイ）

日
に っ

中
ち ゅ う

過
す

ごす

施
し

設
せ つ

に泊
と

まる
泉ヶ丘療護園短期入所施設

ライフワークぎんなん第 1 短期入所事業部

障害者支援施設光園

ゆかりの里

①

②

③

④

いずみがおかりょうごえんたんきにゅうしょしせつ

らいふわーくぎんなんだいいちたんきにゅうしょじぎょうぶ

しょうがいしゃしえんしせつひかりえん

ゆかりのさと

泉佐野市鶴原 935-3

泉佐野市日根野 3532

泉佐野市大木 1117

泉佐野市大木 10

072-458-6030

072-467-2765

072-459-7229

072-459-7814

Tel

Tel

Tel

Tel

072-458-6080

072-467-2764

072-467-2764

072-459-7216

072-459-7260

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

map P.19 G-3

map P.21 M-1

map P.22 Q-2

map P.22 R-4

障がい者支援施設泉ヶ丘療護園①
しょうがいしゃしえんしせついずみがおかりょうごえん 泉佐野市鶴原 935-3 072-458-6030Tel

072-458-6080Faxmap P.19 G-3

ライフワークぎんなん第 1 短期入所事業部②
らいふわーくぎんなんだいいちたんきにゅうしょじぎょうぶ 泉佐野市日根野 3532 072-467-2765Tel

map P.21 M-1

ゆかりの里③
ゆかりのさと 泉佐野市大木 10 072-459-7814Tel

072-459-7260Faxmap P.22 R-4

社会福祉法人清光会障がい者支援施設和泉の里④
しゃかいふくしほうじんせいこうかいしょうがいしゃしえんしせついずみのさと 泉佐野市大木 2247-1 072-459-7613Tel

072-459-7250Faxmap P.22 R-4

さらなプラス⑤
さらなぷらす 泉佐野市中庄 1081-90 072-424-3377Tel

072-463-6011Faxmap P.22 R-4

ねがい⑥
ねがい 泉佐野市南中樫井 598-1 072-457-3006Tel

072-457-4006Faxmap P.22 R-4

障がい者 障がい児送迎有 入浴有



社会福祉法人清光会障がい者支援施設和泉の里

フィオーレ南海身体障がい者短期入所

かなえ

⑤

⑥

⑦

しゃかいふくしほうじんせいこうかいしょうがいしゃしえんしせついずみのさと

ふぃおーれなんかいしんたいしょうがいしゃたんきにゅうしょ

かなえ

泉佐野市大木 2247-1

泉南郡田尻町吉見 326-1

泉佐野市南中安松 271-14

072-459-7613

072-465-3388

072-457-7372

Tel

Tel

Tel

072-459-7250

072-465-3368

072-457-4006

Fax

Fax

Fax

map P.22 R-4

map P.20 J-6

map P.20 J-6

送迎有 障がい者 障がい児
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施設入所支援 共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

共同生活援助（グループホーム）

住
す

 む
施設に入所する人に、
夜間や休日、排せつ、
食事の介護等を行い
ます。

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の
援助を行います。また、入浴、排せつ、食事
の介護等の必要性が認定されている方には介
護サービスも提供します。

障がい者支援施設泉ヶ丘療護園

夢・夢・夢

障害者支援施設光園

障がい者グループホームホライズンガラシャ

ゆかりの里

メープル

①

①

②

②

③

③

しょうがいしゃしえんしせついずみがおかりょうごえん

むむむ

しょうがいしゃしえんしせつひかりえん

しょうがいしゃぐるーぷほーむほらいずんがらしゃ

ゆかりのさと

めーぷる

泉佐野市鶴原 935-3

泉佐野市下瓦屋 231-1

泉佐野市大木 1117

泉佐野市鶴原 1506-1
レジデンスガラシャ１F

泉佐野市大木 10

泉佐野市中庄 1025
（医療法人清楓会）

072-458-6030

072-493-9118

072-459-7229

072-493-8139

072-459-7814

072-463-3377

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

072-458-6080

072-493-9118

072-459-7216

072-493-8170

072-459-7260

072-463-3378

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

map P.19 G-3

map P.22 Q-2

map P.22 R-4

社会福祉法人清光会和泉の里④
しゃかいふくしほうじんせいこうかいいずみのさと 泉佐野市大木 2247-1 072-459-7613Tel

072-459-7250Faxmap P.22 R-4
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居宅介護（ホームヘルプ） 重度訪問介護

家
い え

で介
か い

護
ご

・家
か

事
じ

等
な ど

を手
て

伝
つ だ

う

有償運送 車いす対応可

自宅で入浴、排せつ、食事等
の介護、調理、洗濯、掃除等
の家事等生活全般にわたる援
助を行います。

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若し
くは精神障がいにより、行動上著しい困難を有
する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、
入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移
動支援などを総合的に行います。

ケアステーションりん①
けあすてーしょんりん

泉佐野市下瓦屋 3-1-19
072-464-3838Tel
072-464-3738

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

障害児者ヘルパーステーションホライズン②
しょうがいじしゃへるぱーすてーしょんほらいずん

泉佐野市鶴原 1071-1
072-460-0770Tel
072-460-0120

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

南大阪ケアサービス③
みなみおおさかけあさーびす

泉佐野市湊 3-4-19
072-477-7821Tel
072-457-4981

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ライフサポートぎんなん④
らいふさぽーとぎんなん

泉佐野市下瓦屋 231-1
072-467-2769Tel
072-467-2762

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ニチイケアセンター泉佐野⑤
にちいけあせんたーいずみさの

泉佐野市上町 2-3-4
072-458-0677Tel
072-469-3672

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

共同生活援助　ＧＨアークはぁと⑥
きょうどうせいかつえんじょ　ぐるーぷほーむあーくはぁと 泉佐野市鶴原 4 丁目

3-30
072-458-1980Tel
072-458-1981Fax

グループホームい・え・な⑦
ぐるーぷほーむい・え・な

泉佐野市長滝
072-465-5552Tel
072-465-5553Fax

かなえ⑨
かなえ

泉佐野市南中安松 271-14
072-457-7372Tel
072-457-4006Fax

めばえ⑧
めばえ

泉佐野市羽倉崎 2-1-84
072-477-7752Tel
072-457-4006Fax

グループホームアイニ―⑤
ぐるーぷほーむあいにー

泉佐野市上瓦屋 349-2
072-447-4347Tel
072-447-4347Fax

社会福祉法人清光会ひねのホーム④
しゃかいふくしほうじんせいこうかいひねのほーむ

泉佐野市日根野 2331-1
072-467-3200Tel
072-467-3201Fax



障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

大阪府重症心身障害児者を支える会
泉佐野居宅介護事業所

⑦
おおさかふじゅうしょうしんしんしょうがいじしゃをささえるかいいずみさのきょたくかいごじぎょうしょ

泉佐野市中庄 1522-1
072-463-2297Tel
072-463-2454

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ライフサポートまりん⑥
らいふさぽーとまりん

泉佐野市新町 1-5-7
072-462-0022Tel
072-462-0021

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

クラリネット⑧
くらりねっと 泉佐野市上瓦屋 453-1

（若松ビル 3F）
072-461-0695Tel
072-461-0696Fax

22

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

訪問介護ステーション市民との絆⑭
ほうもんかいごすてーしょんしみんとのきずな

泉佐野市長滝 780-1
072-466-6397Tel
072-466-6396

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

いいねケアサポートセンター⑩
いいねけあさぽーとせんたー

泉佐野市長滝 3839-1
072-465-1171Tel
072-465-1172

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ケアパートナーにこやか⑪
けあぱーとなーにこやか

泉佐野市南中岡本 98-2
072-493-3001Tel
072-493-3002

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

きろくケアセンター⑮
きろくけあせんたー 泉佐野市南中樫井

512-12
072-468-6733Tel
072-465-1759

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

訪問介護市原⑰
ほうもんかいごいちはら 泉佐野市下瓦屋 355-4 072-477-4327Tel

072-477-4327Fax

ラポート・ヘルパーステーション⑫
らぽーと・へるぱーすてーしょん

泉佐野市長滝 3672
072-490-2030Tel
072-490-2033

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

訪問介護夢きらら⑬
ほうもんかいごゆめきらら

泉佐野市日根野 4192
072-463-0294Tel
072-463-0320

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

あいのわケアステーション⑯
あいのわけあすてーしょん 泉佐野市長滝 1108-1

イルシオン長滝 1F
072-465-5641Tel
072-465-5647

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

有償運送 車いす対応可

⑨
Tel

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Faxふれ愛ヘルパーステーション太陽

ふれあいへるぱーすてーしょんたいよう 泉佐野市市場西
2-5-18　2F

072-464-8861
072-464-8862



障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

善訪問介護事業所㉓
ぜんほうもんかいごじぎょうしょ

泉佐野市日根野 2690-5
072-424-7480Tel
072-424-4608

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

訪問介護事業所　Dream ケア㉔
ほうもんかいごじぎょうしょどりーむけあ

泉佐野市鶴原 1892-6
072-477-6829Tel
072-477-6829

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ゆずヘルパーステーション㉕
ゆずへるぱーすてーしょん 泉佐野市下瓦屋 1 丁目 1-29　

和泉コスモ 102 号
072-415-3080Tel
072-415-3081Fax

ヘルパーステーションすずらん㉘
へるぱーすてーしょんすずらん 泉佐野市上瓦屋 661-1

第 2リヒトビル 202 号
072-479-4622Tel
072-479-4623

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

訪問介護オリーブ㉖
ほうもんかいごおりーぶ

泉佐野市鶴原 1578-3
072-461-3501Tel
072-461-3502Fax

訪問介護たから㉙
ほうもんかいごたから

泉佐野市中庄 1703-9
072-458-6158Tel
072-458-6159

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ヘルパーステーションハッピーロード

へるぱーすてーしょんはっぴーろーど 泉佐野市湊 3 丁目 1-3
日新ビル 2 階

072-458-7010Tel
072-458-7011

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax㉗

ビーワンケアサービス㉒
びーわんけあさーびす

泉佐野市葵町 2-7-1
072-464-7890Tel
072-424-1771

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

有償運送 車いす対応可

ささやか介護サービス⑲
ささやかかいごさーびす

泉佐野市鶴原 1856-1-1
072-463-1810Tel
072-463-1810

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

特定非営利活動法人やもりどろんこ
野外活動支援センター

⑳
とくていひえいりかつどうほうじんやもりどろんこやがいかつどうしえんせんたー 泉佐野市下瓦屋

3-3-17-1 号室
072-458-1132Tel
072-458-1135

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

特定非営利活動法人アルザ㉑
とくていひえいりかつどうほうじんあるざ

泉佐野市湊 2-6-2-108
072-479-9550Tel
072-447-9988

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

072-465-3388Tel

フィオーレ南海ヘルパーステーション⑱
ふぃおーれなんかいへるぱーすてーしょん 泉南郡田尻町吉見

326-1 072-465-3368
障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

Fax
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障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □

関西メディカルサポート訪問介護ステーション㉜
かんさいめでぃかるさぽーとかいごすてーしょん

泉佐野市中町 1 丁目 4-32
072-487-8995Tel
072-458-8802

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ヘルパーステーションもものみ㉝
へるぱーすてーしょんもものみ 泉佐野市中町 1 丁目 1-28　

新川第 10 ビル 402 号
072-415-3800Tel
072-415-3801Fax

地域生活支援センター喜寄楽㊲
ちいきせいかつしえんせんたーきよら

泉佐野市日根野 2331-1
072-467-3211Tel
072-467-3212

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ケアセンター　光㉞
けあせんたー　ひかり

泉佐野市葵町 3 丁目 4-25
072-463-1400Tel
072-442-6253

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

笑心㊳
えごころ

泉佐野市南中樫井 598-1
072-457-3006Tel
072-457-4006

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ヘルパーステーションま・る・な㊱
へるぱーすてーしょんま・る・な

泉佐野市長滝 967
072-466-5555Tel
072-466-5556

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ケアステーションかがやき

けあすてーしょんかがやき 泉佐野市高松北 1-8-82
稲垣ビル 302 号

072-464-1102Tel
072-464-1103

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

アーネスト介護センター㉛
あーねすとかいごせんたー

泉佐野市東羽倉崎 5-64
072-493-3790Tel
072-493-3791

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax

ニチイケアセンター日根野㉟
にちいけあせんたーひねの 泉佐野市日根野 4299-4　

ＯＳマンションⅠ　2 階 201 号
072-450-2615Tel
072-468-1457Fax

㉚ Fax

ほほえみ介護サービス㊴
ほほえみかいごさーびす

泉南郡田尻町吉見 607-1
072-468-6680Tel
072-468-6681

障がい者 □   障がい児 □   介護保険 □   重度訪問 □
Fax
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移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

同行援護

行動援護

外
が い

出
し ゅ つ

する

クラリネット⑦
くらりねっと 泉佐野市上瓦屋 453-1

（若松ビル 3F）
072-461-0695Tel

072-461-0696

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

ライフサポートまりん⑤
らいふさぽーとまりん

泉佐野市新町 1-5-7
072-462-0022Tel

072-462-0021

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

障害児者ヘルパーステーションホライズン①
しょうがいじしゃへるぱーすてーしょんほらいずん

泉佐野市鶴原 1071-1
072-460-0770Tel

072-460-0120Fax

南大阪ケアサービス②
みなみおおさかけあさーびす

泉佐野市湊 3-4-19
072-477-7821Tel

072-457-4981

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

ライフサポートぎんなん③
らいふさぽーとぎんなん

泉佐野市下瓦屋 231-1
072-467-2769Tel

072-467-2762

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

ニチイケアセンター泉佐野④
にちいけあせんたーいずみさの

泉佐野市上町 2-3-4
072-458-0677Tel

072-469-3672

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

大阪府重症心身障害児者を支える会　泉佐野居宅介護事業所⑥
おおさかふじゅうしょうしんしんしょうがいじしゃをささえるかい　いずみさのきょたくかいごじぎょうしょ

泉佐野市中庄 1522-1
072-463-2297Tel

072-463-2454

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

いいねケアサポートセンター⑧
いいねけあさぽーとせんたー

泉佐野市長滝 3839-1
072-465-1171Tel

072-465-1172

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax

屋外での移動が困難な方に対してガイドヘルパーが付き添いを行うことに
より、外出の際の移動を支援します。

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報
の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。

知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難があるため常時介
護が必要な人に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要
な支援や外出支援を行います。

移動支援

25有償運送 車いす対応可

ケアパートナーにこやか⑨
けあぱーとなーにこやか

泉佐野市南中岡本 98-2
072-493-3001Tel

072-493-3002

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □Fax



有償運送 車いす対応可

ささやか介護サービス

訪問介護夢きらら

特定非営利活動法人やもりどろんこ野外活動支援センター

きろくケアセンター

特定非営利活動法人アルザ

あいのわケアステーション

善訪問介護事業所

訪問介護市原

訪問介護オリーブ

ゆずヘルパーステーション

フィオーレ南海ヘルパーステーション

ヘルパーステーションすずらん

訪問介護たから

ケアステーションかがやき

⑯

⑩

⑰

⑪

⑱

⑫

⑲

⑬

⑳

⑭

㉑

⑮

㉒

㉓

ささやかかいごさーびす

ほうもんかいごゆめきらら

とくていひえいりかつどうほうじんやもりどろんこやがいかつどうしえんせんたー

きろくけあせんたー

とくていひえいりかつどうほうじんあるざ

あいのわけあすてーしょん

ぜんほうもんかいごじぎょうしょ

ほうもんかいごいちはら

ほうもんかいごおりーぶ

ゆずへるぱーすてーしょん

ふぃおーれなんかいへるぱーすてーしょん

へるぱーすてーしょんすずらん

ほうもんかいごたから

けあすてーしょんかがやき

泉佐野市鶴原 1856-1-1

泉佐野市日根野 4192

泉佐野市下瓦屋
3-3-17-1 号室

泉佐野市南中樫井 512-12

泉佐野市湊 2-6-2-108

泉佐野市長滝 1108-1
イルシオン長滝 1F

泉佐野市日根野 2690-5

泉佐野市下瓦屋 355-4

泉佐野市鶴原 1578-3

泉佐野市下瓦屋 1 丁目 1-29
和泉コスモ 102 号

泉南郡田尻町吉見 326-1

泉佐野市上瓦屋 661-1
第 2リヒトビル 202 号

泉佐野市中庄 1703-9

泉佐野市高松北 1-8-82
稲垣ビル 302 号

072-463-1810

072-463-0294

072-458-1132

072-468-6733

072-479-9550

072-465-5641

072-415-4649

072-477-4327

072-461-3501

072-415-3080

072-465-3388

072-479-4622

072-458-6158

072-464-1102

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

072-463-1810

072-463-0320

072-458-1135

072-465-1759

072-447-9988

072-465-5647

072-415-0202

072-477-4327

072-461-3502

072-415-3081

072-465-3368

072-479-4623

072-458-6159

072-464-1103

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax
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関西メディカルサポート訪問介護ステーション

地域生活支援センター喜寄楽

ヘルパーステーションもものみ

笑心

ケアセンター　光

ほほえみ介護サービス

ヘルパーステーションま・る・な

アーネスト介護センター

㉕

㉙

㉖

㉚

㉗

㉛

㉘

㉔

かんさいめでぃかるさぽーとほうもんかいごすてーしょん

ちいきせいかつしえんせんたーきよら

へるぱーすてーしょんもものみ

えごころ

けあせんたー　ひかり

ほほえみかいごさーびす

へるぱーすてーしょんま・る・な

あーねすとかいごせんたー

泉佐野市中町 1-4-32

泉佐野市日根野 2331-1

泉佐野市中町 1-1-28　
新川第 10 ビル 402 号

泉佐野市南中樫井 598-1

泉佐野市葵町 3-4-25

泉南郡田尻町吉見 607-1

泉佐野市長滝 967

泉佐野市東羽倉崎 5-64

072-487-8995

072-467-3211

072-415-3800

072-457-3006

072-463-1400

072-468-6680

072-466-5555

072-493-3790

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

072-458-8802

072-467-3212

072-415-3801

072-457-4006

072-442-6253

072-468-6681

072-466-5556

072-493-3791

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

移動支援 □
同行援護 □
行動援護 □

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax
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