生活介護うぇーぶ（宮津市・伊根町・与謝野町） サンホーム

33

（福）京都太陽の園

（福）京都太陽の園

〒626-0043 宮津市惣 397
TEL 0772-20-1212
FAX 0772-20-1177

〒626-0043 宮津市惣 397
TEL 0772-20-1212
FAX 0772-20-1177

生活介護 身体・知的・精神

グループホーム 身体・知的・精神

工房シーガル
工房シーガルでは、おいしいパンを焼いて販売。

就労継続支援Ｂ型

皆が笑顔になれるサンホームを目指しています。

身体・知的・精神

障害者生活支援センターかもめ

34

35

（2 市 2 町）

（福）京都太陽の園

ハウオリ宮津

（2 市 2 町）

(株)ＮＩＮＥ

〒626-0012 宮津市字浜町 3012
宮津市福祉・教育総合プラザ(宮津シーサイドマートミップル)4 階
TEL 0772-20-2011
FAX 0772-20-2022

〒626-0225 宮津市字日置 4275-1
TEL 0772-47-1005
FAX 0772-47-1001

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

就労継続支援Ａ型 身体・知的・精神

Ａ型事業所です。にしがきのマ
リントピアリゾートのホテ
ル・旅館内の清掃をしていま
す。興味のある方はお気軽にお
問い合わせください。

障害のある方の相談をお受け
しています。また、サービス
プラン作成も行っています。

天橋訪問介護事業所

36

（宮津市）

37

（福）北星会

児童発達支援センターすずらん
（福）みねやま福祉会

〒626-0043 宮津市字惣 420-1
TEL 0772-22-0558
FAX 0772-22-3232

（宮津市・伊根町・与謝野町）

〒629-2251 宮津市字須津 950-120
TEL 0772-46-0216
FAX 0772-46-6470
児童発達支援センター

居宅介護 重度訪問介護 身体

保育所等訪問支援

特定相談支援 障害児相談支援

あなたの笑顔のために、住み慣れ

楽しい遊びを通して、お子さん

ト コロ

た場所へ、やさしい心をお届けし

（乳幼児期・学童期）の成長や発

ます。

達を支援します。

38

マ・ルート

（宮津市・伊根町・与謝野町）

39

（福）みねやま福祉会

宮津市社会福祉協議会

（宮津市）

（福）宮津市社会福祉協議会

〒626-0061 宮津市字波路 716-3
TEL 0772-20-1152【時間外(1150)】 FAX 0772-20-1154

〒626-0041 宮津市字鶴賀 2085
TEL 0772-22-2090【事業所(4165）
】

生活介護 就労継続支援Ｂ型 知的・精神

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 身体・知的・精神

放課後等デイサービス

長年、住み慣れたご自宅で、
自立しながら日常生活や社会
生活を安心に暮らしていただ
けるように「資格を持った専
門職員」が支援を行ないます。

得意を活かし自分らしく。誰もが
主役になれる「私たちの居場所」
…続きはＴＥＬで！
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FAX 0772-25-2414

40

発達障害者丹後圏域支援センター
ヘルパーステーション結
（福）よさのうみ福祉会
障害者生活支援センター結
障害者相談支援事業所 結（宮津市・伊根町）

（2 市 2 町）

（福）よさのうみ福祉会

〒626-0043 宮津市字惣 399
TEL 0772-22-3915
FAX 0772-20-4008

〒626-0043 宮津市字惣 399
TEL 0772-22-3915
FAX 0772-20-4008

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

居宅介護 重度訪問介護 同行援護
行動援護 重度障害者等包括支援

日常生活に困難さや生活のし
づらさのある方、どこに相談
すれば良いのか分からない方
もご相談下さい。

身体・知的・精神・障害児

人と人を結び、地域で豊かな生活が送れるよう
総合的な支援と地域づくりを目指します。

ホームすみれ
(すみれ・あじさい・さくら草・もくれん）

41

すまいる

（宮津市・伊根町・与謝野町）

（福）よさのうみ福祉会

（福）よさのうみ福祉会

〒626-0043 宮津市字惣 399
TEL 0772-22-3912
FAX 0772-20-4008

〒626-0022 宮津市字万町 529
TEL 0772-22-1933
FAX 0772-22-1934

グループホーム 知的・精神

生活介護
身体・知的・精神

畑を借りて野菜作りを始めまし
た。自然の中で一緒に仕事をし
てみませんか？

宮津市内において５ヶ所のグル
ープホームを運営しています。

42

みやづ作業所

（宮津市・伊根町・与謝野町）

43

（福）よさのうみ福祉会

伊根町社会福祉協議会
（福）伊根町社会福祉協議会

〒626-0033 宮津市字宮村 1604
TEL 0772-22-7254
FAX 0772-22-7672

〒626-0413 与謝郡伊根町字泊 1
TEL 0772-32-0176
FAX 0772-32-1416

生活介護 就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

居宅介護 身体・知的・精神・障害児
重度訪問介護 身体・障害児

古紙回収等のリサイクル作業、

ご利用者さん本位のサービスに努め、爽や
かな笑顔と挨拶で訪問いたします。

陶芸作業、弁当箱の下請け作業
等に取り組んでいます。

44

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ine-shakyo.jp/

長寿苑短期入所生活介護事業所
（福）与謝郡福祉会

（伊根町）

45

（伊根町・与謝野町）

伊根の里

（宮津市・伊根町・与謝野町）

（福）よさのうみ福祉会

〒626-0414 与謝郡伊根町字六万部 154
TEL 0772-32-1280
FAX 0772-32-0271

〒626-0422 与謝郡伊根町字大原 145
TEL 0772-32-1424
FAX 0772-32-3242

短期入所 身体・知的

就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

伊根 デイサービスセンター
TEL 0772-32-1281

（伊根町）

生活介護 身体・知的（伊根町登録）
従来型の特別養護老人ホームと併設になっており、ショート
ご利用の場合は個室を準備させていただいております。デイ
サービスについては基準該当なので伊根町の方のみの受け入
れとなっています。その他にケアハウスもございまして、ど
のお風呂も温泉となっています。

様々な就労活動を通して、自己の秘めた力を引き上げ
ていける毎日を大切に取り組みを進めています。
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あーと・ねっと しーど

46

47

（2 市 2 町・舞鶴市・福知山市・綾部市）
(有）あーと・ねっと

宮津与謝聴覚言語障害者地域活動支援センター
（宮津市・伊根町・与謝野町）
（福）京都聴覚言語障害者福祉協会

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 2075
TEL 0772-46-2525
FAX 0772-46-2525

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 2112-3
TEL 0772-46-5390
FAX 0772-46-5390

放課後等デイサービス

生活介護 身体

放課後等デイサービスと個別セッ

聴覚言語障害者を対象に取組を

ション・相談を行っています。

しています。手話や要約筆記の

随時見学承ります。

情報保障があります。

48

京都府立医科大学附属北部医療センター
京都府公立大学法人

49

（京都府内）

就労継続支援Ａ型施設スミレ （2 市 2 町）
（株）スミレ

〒629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481
TEL 0772-46-3371
FAX 0772-46-3371

〒629-2313 与謝郡与謝野町字三河内 823
TEL 0772-44-0202
FAX 0772-44-0203

短期入所 医療的ケアの必要な重症心身障害児者

就労継続支援Ａ型 身体（視覚除く）
・知的・精神

スミレの花言葉

利用者に居室の提供を行い、食

「謙虚・誠実・小さな幸せ」

事の提供・健康管理・その他日

を大事にして、皆の成長を

常生活の介護を行います。

喜び合います。

50

みんなのうち後野

（与謝野町）

51

ＮＰＯ法人丹後福祉応援団

こども発達支援相談室ぶんぶん
ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

〒629-2404 与謝郡与謝野町字後野 542-6
TEL 0772-44-2277
FAX 0772-44-2288

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 5833
TEL 0772-44-0003
FAX 0772-44-0003

生活介護 身体・知的・精神（与謝野町登録）

特定相談支援 障害児相談支援

グループホーム

身体・知的・精神

発達の気になるお子さん

小規模多機能型居宅介護事業所

がその子らしく過ごすた

の２階に併設し、共生型の良さ

めにお手伝いします。

を活かし生活を支援している。

ご相談ください。

52

児童生活支援センターすてっぷ

(2 市 2 町)

53

ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

中高生サポート「石川ふれんず」 （与謝野町）
ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 2216-4
TEL 0772-42-2979
FAX 0772-42-3227

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 5777
TEL 090-2016-3058

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

放課後等デイサービス

身体・知的・精神・障害児

あなたらしく生き生きと
暮らしていけるお手伝い
を全力でさせていただき
ます。

(2 市 2 町)

個々に合わせ、様々な活動をす
る中で、将来地域で豊かな生活
が送れるよう支援しています。
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54

中高生サポート「ふれんず」 （与謝野町）

55

ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

療育教室「わんぱくクラブ」

（2 市 2 町）

ＮＰＯ法人野田川良い町づくりの会

54
〒629-2313

与謝郡与謝野町字三河内 847
TEL 0772-42-3040
FAX 0772-42-3040

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 5835
TEL 0772-43-1126
FAX 0772-43-1126

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 保育所等訪問支援

個々に合わせ、様々な活動をする

友達と一緒に遊ぼう！

中で、将来地域で豊かな生活が送

小集団の中で戸外活動を中心に

れるよう支援しています。

からだを育て、ことばを育てる。

56

ショートステイ岩滝あじさい苑

57

（与謝野町）

（福）与謝郡福祉会

虹ヶ丘ホームヘルパーステーション
（与謝野町）

（福）与謝郡福祉会

〒629-2263 与謝郡与謝野町字弓木 13-6
TEL 0772-46-5761
FAX 0772-46-5790

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋 600-3
TEL 0772-43-2389
FAX 0772-44-2060

短期入所 身体・知的

居宅介護 身体・知的・精神

重度訪問介護 身体

特別養護老人ホーム虹ヶ丘
TEL 0772-43-2394

「心地よく楽しく、
そしてゆったりと安らげる時間を
過ごしていただきたい･･･」

短期入所 身体・知的

虹ヶ丘デイサービスセンター
TEL 0772-43-2013

そんな想いを抱きながら、日々、サ
ービスの提供に努めています。岩滝
あじさい苑の利用を心からお待ちし
ております。

58

ふれあいホーム神宮寺

（与謝野町）

（与謝野町）

生活介護 身体・知的（与謝野町登録）

ホームのような町作りをコンセプトに掲げ、
地域に根ざしたサービスを心がけています。
（与謝野町）

59

（福）与謝郡福祉会

障害者生活支援センター結 （与謝野町）
与謝野町障害者相談支援事業所 結
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2303 与謝郡与謝野町字石川 2376
TEL 0772-44-2030
FAX 0772-44-1511

〒629-2402 与謝郡与謝野町字算所 18-1
TEL 0772-44-1566
FAX 0772-42-0614

生活介護 身体・知的・精神（与謝野町登録）

一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援

ホームのような町作りをコン

障害などでの生きにくさや困りご

セプトに掲げ、地域に根ざした

となどを一緒に考え、希望する生活

サービスを心がけています。

の実現を支援させていただきます。

60

つむぎ

（宮津市・伊根町・与謝野町）

いきいき

（福）よさのうみ福祉会

（福）よさのうみ福祉会

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋 600-6
TEL 0772-43-0380
FAX 0772-44-3020

〒629-2314 与謝郡与謝野町字岩屋 600-6
TEL 0772-43-0380
FAX 0772-44-3020

生活介護 就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

生活介護 施設入所 身体・知的・精神

短期入所いきいき
障害の重い利用者が多く、
ゆったりペ－スの作業と
外出や音楽など楽しい取り
組みを！！

（2 市 2 町）

短期入所 知的

自治会を中心に、夏祭り・X’mas
会＆ごくろうさん会・新年会等楽
しい企画も盛り沢山。
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（2 市 2 町）

61

菜の花ホーム
(菜の花ホーム・ハイツゆいまーる）

62

（福）よさのうみ福祉会

野田川共同作業所
（宮津市・伊根町・与謝野町）
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 1256
TEL 0772-46-6880
FAX 0772-46-6881

〒629-2402 与謝郡与謝野町算所 421
TEL 0772-44-1545
FAX 0772-44-1750

グループホーム

生活介護 就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

身体・知的・精神

短期入所菜の花ホーム

（２市２町）

短期入所 身体・知的・精神・障害児

一般就労を目指している方、毎日通って
働きたいけど自信のないあなた、簡単な
下請け作業からお弁当作り、慣れてくれ
ば他の事業所へのステップアップも応
援させていただきます。

重度障害のある方も利用できる
菜の花ホ－ム。
一人暮らしに近いアパ－ト型の
ハイツゆいま－る。

63

ホームゆめおり
（若草・おおぞら・ほっとホーム）

64

（福）よさのうみ福祉会

〒629-2421 与謝郡与謝野町字金屋 1730
TEL 0772-43-1730
FAX 0772-43-1733

知的・精神

身体・知的・精神

Ａ型事業では、レストラン・ホテル・浴場の営業を支
える厨房・接客・清掃等の仕事を、Ｂ型事業では、農
業・農産加工・パンやケーキ製造の仕事があります。
各部署によって出勤日、時間が異なりますので、毎月
勤務表を作成しています。

ゆったりとした雰囲気の中、
自分らしい暮らしを求めてい
く事が出来るホームです。

65

（2 市 2 町・福知山市・豊岡市）
（福）よさのうみ福祉会

〒629-2312 与謝郡与謝野町字四辻 1004
TEL 0772-43-0885
FAX 0772-44-1889
グループホーム

リフレかやの里

ワークセンター花音

（2 市 2 町）

66

（福）よさのうみ福祉会

与謝野町社会福祉協議会 岩滝事業所
（福）与謝野町社会福祉協議会

〒629-2403 与謝郡与謝野町字加悦 802-7
TEL 0772-44-0022
FAX 0772-42-2022

〒629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 2272-1
TEL 0772-46-5556
FAX 0772-46-3096

就労継続支援Ｂ型 身体・知的・精神

居宅介護 身体・知的・障害児
重度訪問介護 身体・身体障害児

地域共生型福祉施設やすらの里

自分らしい生活が送ってもらえ

の中で、給食作業・清掃・喫茶店

るように、地域の方と支え合いな

の仕事をしています。

がら支援を行っています。

67

障害者就業・生活支援センターこまち
（福）よさのうみ福祉会

（2 市 2 町）

〒629-2503 京丹後市大宮町周枳 1-1
TEL 0772-68-0005
FAX 0772-68-0017
●就職までの就業準備・職場見学・職場実習や職場開拓等への支援
●就業に関する一般相談・ジョブコーチ支援
●就職してからの職場定着への支援
●雇用管理等に関するアドバイス
などを行います。
就職を希望する障害のある方、すでに就職している障害のある
方の就業と生活を支援します。また、障害のある方を雇用して
いる事業主の方、障害のある方の雇用を検討されている事業主
の方への相談・支援を行います。
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（与謝野町岩滝）

