
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。
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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）
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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


