4

住まい系サービス

共同生活援助（GH）とは
主に夜間において、共同生活住居において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、
その他生活上の相談や助言、就労先その他関係機関との連絡など必要な日常生活上の支援を行います。
※共同生活援助を利用される場合、月額１万円を上限として家賃の助成があります。

短期入所(ショートステイ)とは
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行いま
す。
医療型：遷延性意識障害者（児）、筋委縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患の
ある方、及び、重症心身障害者（児）などが対象です。
福祉型：障害程度区分が１以上である方、障害児については障害程度区分が障害程度区分１以上に該
当する方が対象です。

施設入所支援とは
施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、
その他必要な日常生活上の支援を行います。対象者は、①生活介護を受けている方で障害程度区分が区
分4以上（50歳以上の方にあっては区分3以上）の方。②自立訓練又は就労移行支援を受けている方であっ
て、入所しながら訓練等の実施が必要かつ効果的であると認められた方等です。

④住まい系サービス
④ ‑

1

社会福祉法人

なごみの郷

グループホーム なごみ・グループホーム 弥生荘
共同生活援助事業

〒923‑0851 小松市北浅井町り123 ※グループホーム弥生荘の住所は別
TEL.0761−23−7232／FAX.0761−23−7284
E‑mail k.nagomi@nagomi‑no‑sato.or.jp
RL http://www.choureikai.jp/
定

員

・グループホーム 本館 10名、しらさぎ館
・グループホーム 1階 2名、2階 2名

費

用

〈グループホームなごみ〉
・家賃 本館 28,000円/月
・家賃：しらさぎ館 23,000円/月
・共益費 2,000円/月

6名

・光熱水費、乾燥機代等は実費負担
〈グループホーム弥生荘〉
・家賃 1階 26,250円/月
・家賃：2階 21,250円/月
・共益費 2,000円/月

④ ‑
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備

エアコン、ミニキッチン、トイレ、クローゼット、
（共同）風呂、洗濯機（※グループホームなごみのみ）

活

動

ミーティング（月1回）、大掃除（年2回）

1名 ・サービス管理責任者 1名
職員体制 ・管理者
管理者、サービス管理責任者、生活支援員
・看護師
世話人 1名 ・入所支援生活支援員 1名
・生活介護生活支援員

サービス内容

5名

（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

・食事提供あり→昼食500円、夕食500円（平日のみ）
・警備会社の防災監視システム設置
・医療体制→体調の悪い時、必要時、受診に同行します

・光熱水費等は実費負担
ショートステイ

設

なし

医療法人社団

澄鈴会

ファミリイホーム

指定共同生活援助事業

〒923‑0342 小松市矢田野町ヲ88
TEL.0761−44−2545／FAX.0761−44−8050
E‑mail ogen@tvk.ne.jp
URL http://www.choureikai.jp
定

員

費

用

・指定共同生活援助事業

・ファミリイホーム
・第2ファミリイホーム
・第3ファミリイホーム
・パークサイドハイツ
・ディアローグ春日

30名

活

［家賃］

［共益賃］

25,000円/月
30,000円/月
18,000円/月
30,000円/月
25,000円/月

5,000円/月
15,000円/月
11,000円/月
1,300円/月
5,000円/月

※その他：各ホームにより各自負担金があります。

ショートステイ

なし

設

・ファミリイホーム（鉄筋3階建ての2F）
・第2ファミリイホーム（鉄骨2階建ての1F）
・第3ファミリイホーム（鉄筋3階建ての3F）
・パークサイドハイツ（鉄骨3階建ての2F）
・ディアローグ春日（鉄筋3階建ての1F）

備

※全室個室でエアコン有

動

年間を通して各種行事や外出活動及び、地域の方のご協
力により創作的活動やレクリエーションを実施しています。

職員体制 ・サービス管理責任者 1名 ・生活支援員 1名
・世話人 5名（常勤換算1：6）

サービス内容

（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

・食事提供あり→朝食（400円）、昼食（530円）、夕食（530円）
・介護あり→介護サービス包括型のグループホームです。
障害程度区分3以上の利用者の方に、必要時入浴、
排泄、食事などの介護サービスを提供します。
・夜間体制→粟津神経サナトリウム、又はサービス管理責任者
・ 介護あり→で対応します。警備保障会社と契約し、夜間支援等
・ 介護あり→体制をとっています。
・医療体制→体調の悪い時、他科受診が必要な時は受診に同
・ 介護あり→行します。

④住まい系サービス
④ ‑

3

公益社団法人

石川県手をつなぐ育成会

白江ハウス

共同生活援助事業

〒923‑0811 小松市白江町ソ78‑5
TEL.0761−21−5884／FAX.0761−21−5884
E‑mail musouann@vivid.ocn.ne.jp
URL http://www.choureikai.jp/
定

員

4名

費

用

・家 賃 ： 部屋の間取りにより変わります。
・家 賃 ： （15,000円〜/月）
・その他 ： 食費（朝、夕）、光熱水費、日用品代など
総額 66,000円〜/月

設

備

・食堂 ・洗面所（共同） ・浴室（共同）
・トイレ（共同） ・居室（冷暖房完備）

活

動

食事会、温泉、花見会等

職員体制 管理者、 サービス管理責任者、 世話人など法
定基準上必要な職種に加え、看護師、栄養士、
薬剤師など入居者の方の健康を支援するた
めの職種も勤務しております。

（詳しいことは直接お尋ねください）

ショートステイ

なし
サービス内容

（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

食事提供 ：
支援体制
医療体制

④ ‑
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社会福祉法人 南陽園

年間を通して2食（朝、夕）提供します。要望に応じて昼食
も提供します。
： 世話人等が常駐しているので、 24時間体制で支援するこ
とが可能です。また、特別支援学校勤務経験者の経験を生
かし、個人個人にあった支援も可能です。
： 看護師、栄養士、薬剤師による健康管理の支援や介護が可
能です。もし、医療機関への受診が必要と考えられる場合
には、同行するなど24時間体制で支援します。

グループホーム事業小松

共同生活援助事業

〒923‑0854 小松市大領町ロ234番地
TEL.0761−46−6073／FAX.0761−46−6071
E‑mail tomsouya@nanyo.or.jp
URL http//www/nannyo.or.jp/frame.html
定

費

員

用

シェアハウス松陽 7名
シェアハウス大領 6名
（アパートタイプ） 苗代ハイム 7名
三湖台ハイム 10名
シェアハウス松陽・大領
・家賃 20,000円/月
・食事代 27,200円/月
・光熱水費 10,000円/月

）

）

ショートステイ

なし

設

備

松陽 ・台所兼食堂1・洗面所1・浴室1・トイレ 2・居室7
大領 ・台所兼食堂1・洗面所1・浴室1・トイレ 2・居室6
苗代ハイム ・居室7
（部屋１・台所・トイレ・洗面所・浴室・ｻﾝﾙｰﾑ）
三湖台ハイム（２人タイプ） ・1室2名 5室
（1室に台所・洗面所・トイレ・浴室・サンルームあり）

活

動

誕生会、映画会、地域貢献活動

合計
57,200円/月

苗代ハイム・三湖台ハイム 合計
（苗代）
・家賃 （苗代）40,000円/月 67,200円/月
（三湖台）30,000円/月 （三湖台）
・食事代 27,200円/月
57,200円/月
◎電気・ガス・水道は実費負担
※負担額の軽減措置があります。
詳しくはお問い合わせください。

左上：シェアハウス大領
右上：苗代ハイム
右下：シェアハウス松陽
左下：三湖台ハイム

職員体制 ・管理者 1名・サービス管理責任者 1名・世話人 8名
サービス内容 （食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）
お食事は毎日提供します。土・日曜日の昼食も提供して
います。
兎夢創家（就労継続支援事業Ａ型・Ｂ型）がすぐ隣にあ
り、いつでも支援をおこなうことができます。

④住まい系サービス
④ ‑

5

社会福祉法人

なごみの郷

グループホーム 桜木
共同生活援助事業

〒923‑0924 小松市桜木町96‑2
TEL.0761−21−8553／FAX.0761−21−8559
E‑mail ikuseikai@sage.ocn.ne.jp
URL http://www.choureikai.jp/
定

員

5名

設

備

・台所兼食堂 1 ・洗面所
・トイレ 2 ・居室 5

2 ・浴室 1

費

用

・家 賃 ： 24,800円/月
・光熱水費 ： 10,000円/月
・食 費 ： （朝食：200円・夕食：360円）

活

動

食事会、温泉、花見会等

職員体制 ・管理者 1名 ・サービス管理責任者 1名
ショートステイ

なし

・世話人

2名

サービス内容 （食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）
毎日 朝・夕の食事提供を行います。
生活する上でのお金の使い方、休日の過ごし方、体
調管理などその人その人の必要に応じて相談 ・ 支
援を行います。
入居者それぞれの生活を尊重し、 自由な雰囲気の
あるグループホームです。

④
④ ‑‑
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④住まい系サービス
障害者支援施設 小松陽光苑
施設入所支援事業・生活介護事業・短期入所事業・就労継続支援事業（B型）

〒923‑0183 小松市瀬領町ヨ288
TEL.0761−46−1224／FAX.0761−46−1308
E‑mail info@youkou.isg.or.jp
URL http://seishi.isg.or.jp
定
費
費

員
用
用

設

・施設入所支援＋生活介護 96名
・短期入所 3名
・就労継続支援（B型） 10名

備

・3人部屋

活

動

職員体制

ショートステイ

（但し、負担額の軽減措置があります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。）

サービス内容

ショートステイ

あり
（定員、食事の提供、費用、サービス内容など）

◎定員 ： 3名
◎費用 ： 利用者負担額1割及び食費、光熱水費
（食費1，430円/日、光熱水費200円/日あたり）
◎サービス内容
・食事サービス ・入浴サービス ・介護サービス
・送迎
・生活相談
・健康管理
・その他／創作的活動、レクリエーション等を実施

④
④ ‑‑
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７

むうみん

社会福祉法人 南陽園

夢兎明

97室

（内3室 短期入所）

・利用料：1割負担
・食費
・光熱水費

ショートステイのサービス内容

・個室

2室

年間を通して各種行事や外出活動及び、地域の方のご協力等
により日々創作的活動やレクリエーションを実施しています。
管理者、サービス管理責任者、医師、看護師、生活支援員、
作業療法士、管理栄養士等を配置しております。
（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

◎事業の目的（サービス内容）
常時介護を必要とする利用者に対して、入浴や排泄・食事の介護を行うとともに、創
作的活動等の機会を提供し、自立と社会参加の支援を行います。
・食事サービス／季節毎楽しみのある食事や体調にあわせた食形態など障害に応じ提供
します。
・入浴サービス／障害に応じた一般浴や特殊浴など入浴が出来ます。
・介護サービス／随時状態に応じた介護を行います。
・健康管理／健康チェック、健康相談を行います。（医師、看護師を配置/夜間体制無）
・生活相談／本人、家族からのご相談に随時応じます。
・その他／リハビリテーション、創作的活動、レクリエーション等実施しております。
◎特色（特徴）
重度身体障害者の生活施設として開設し、設備のバリアフリーはもとより、医師、看護師
を配置による健康管理や個々の身体障害に応じた介護、創作的活動など、利用者のニ
ーズに合わせ様々なサービスを行っております。

と

きらっ兎

施設入所支援事業・生活介護事業・短期入所事業

〒923‑0151 小松市正連寺町セイ谷10番地
TEL.0761−47−4111／FAX.0761−47−2847
E‑mail moomin@nanyo.or.jp
URL http://www.nanyo.or.jp
定

費

員

用

ショートステイ
ショートステイ

・施設入所支援＋生活介護
・短期入所 2名

40名

・利用料：1割負担
・食費
・光熱水費
（但し、負担額の軽減措置があります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。）

あり

ショートステイのサービス内容

（定員、食事の提供、費用、サービス内容など）

◎定員 ： 2名
◎費用 ： 利用者負担額1割及び食費、光熱水費
（食費1，430円/日、光熱水費330円/日）
◎サービス内容
・食事サービス ・入浴サービス ・介護サービス
・送迎
・生活相談
・健康管理
・その他／創作的活動、レクリエーション等を実施

設

備

・個室

42室

（内2室 短期入所）

活
活

動
動

年間を通して各種行事や外出活動及び、創作的活動やレクレ
ーションを実施しています。

職員体制

管理者、サービス管理責任者、医師、看護師、栄養士、生
活支援員等を配置しています。

サービス内容

（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

◎相談援助サービス/社会生活を送る上での様々なご相談がある場合には適切
に対応いたします。
◎食事サービス/「栄養面」「身体状況（障害・健康）」「希望や嗜好」を考慮した
食事の提供体制を整え、適切に食事ができるよう支援いたします。
◎入浴サービス/月〜土の週6日間ご利用いただけます。
◎介護サービス/身体状態や知的状態に合わせ、必要な介護をいたします。
◎創作活動・余暇活動/訓練活動の一環として軽作業等や創作活動の機会を
提供いたします。なお、余暇活動として地域行事の情報提供、季節ごとの行事等
を企画・実施いたします。
◎健康管理サービス/日常必要な健康チェックや服薬、その他必要な医療的管
理をいたします。また、医療機関との連絡調整や協力医療機関を通じて健康保
持のための適切な支援をいたします。

④住まい系サービス
④ ‑
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社会福祉法人

うめの木学園

施設入所支援事業・ショートステイ・グループホーム

〒923‑0153 小松市金平町ヌ84番地 ※グループホームの住所は別
TEL.0761−41−1301／FAX.0761−41−1648
E‑mail ｕｍｅｎｏｋｉ＠ｐｏ4.ｎｓｋ.ｎｅ.ｊｐ

定
費

員
用

・施設入所支援 50名
・ショートステイ 2名・グループホーム

（朝食280円・昼食550円・夕食550円）
・光熱水費 11,500円/月
その他一部実費負担あり（健診、娯楽費等）
〈グループホーム〉
・家賃 16,000円/月〜18,000円/月
・食費 19,000円/月
・共益費 14,000円/月

あり

ショートステイのサービス内容

（定員、食事の提供、費用、サービス内容など）

・入所施設併設型なので、食事提供、サービス内容、提供時
・間等において、入所支援とかわらないサービスを提供できる。
・希望があれば、併設の日中活動サービスを利用できる。

④ ‑
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備

・本館 2人部屋、新館個室
・娯楽室、食堂等テレビ有
・エレベーター完備

活

動

日中活動として多機能型事業（生活介護、
就労系）もあり、サービスを組み合わせて
利用できる。

〈入所施設〉

・食費 1,380円/日

ショートステイ

設

4名×2

職員体制 入所支援…夜間（PM5:00〜翌AM8:30）3名
サービス内容

（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

入所支援
・協力医療機関と連携し、利用者の健康管理を行っている。
グループホーム
・バックアップ施設（入所施設）が近くにあり（車で10分ほど）、
施設職員と世話人とが連絡を密にし、問題が発生した場合
でも対応できる。
・警備保障会社と契約し、夜間を含めた防災体制の整備をしている。

石川整肢学園 小松こども医療福祉センター
療養介護事業・医療型障害児入所施設・ショートステイ

〒923‑0183 小松市瀬領町丁1‑2
TEL.0761−46−1306／FAX.0761−46−1307
E‑mail info@komatsu.isg.or.jp
URL http://www.komatsu.isg.or.jp/

50名
02名

定

員

・施設入所支援
・短期入所事業

費

用

・家賃 1割負担
・食費
・光熱費

設

備

・2人部屋 7室 ・4人部屋 9室
・短期入所（2人部屋） 1室
平屋建てのバリアフリー

活

動

季節に応じての外出活動やクラブ活動を積極的
に行っています。 創立記念祭・夏祭りなどのイベ
ントを通して地域の方との交流を図っています。

（詳しくはお問い合わせください）

ショートステイ

職員体制 ・管理者 ・サービス管理責任者 ・医師

あり

ショートステイのサービス内容

・看護師 ・作業療法士 ・支援指導員 など
（定員、食事の提供、費用、サービス内容など）

定員 ： 2名
食事 ： あり
費用 ： 介護給付費対象サービスに要した費用の1割、
及び実費負担
サービス内容 ： 日常生活の支援（食事の提供、入浴、
身体等の介護）生活相談、医療及び
健康管理、送迎サービス

サービス内容

（食事提供の有無、介護の有無、夜間体制、医療体制などその事業所の特色）

・『医療事業』
小児科・内科の専門的治療やリハビリテーションを希望する子供たちの
医療を行います。また、一般の方の外来診療も行います。
・『児童福祉事業』
心身ともに重い障害を持つ方々の入所施設「小松療育園」では、医療的
ケアと日常生活全般にわたる支援と療育を行います。また、在宅で暮らさ
れている障害児（者）に対しての「通園事業」や「短期入所・日中一時支
援事業」を行います。さらに在宅障害児（者）に対して療育指導や療育相
談等の支援を行う「障害児等療育支援事業」があります。

小松市以外の南加賀地域住まい系事業所①
社会福祉法人 南陽園

社会福祉法人 幸徳園

［入所］
〒922‑0411 加賀市潮津町ム69番地1
TEL.0761−74−7013／FAX.0761−74−6680

［グループホーム］
〒922‑0306 加賀市中島町イ40‑18
TEL.0761−75−3550／FAX.0761−75−3550

やすらぎ

社会福祉法人 南陽園

夢ようよう

［入所］
〒922‑0411 加賀市潮津町ム59‑1
TEL.0761−74−4040／FAX.0761−74−6680

社会福祉法人 花友会

グループホームマイホーム
［グループホーム］
〒922‑0243 加賀市山代温泉北部1丁目83番地1

TEL.0761‑76‑0016

ユニゾン

社会福祉法人 南陽園

シェアハウスふれあい八汐
［グループホーム］
〒922‑0411 加賀市潮津町ム69番地1

社会福祉法人 南陽園

シェアハウス希望ヶ丘
［グループホーム］
〒922‑0431 加賀市山田町

医療法人社団 長久会

ＮＰＯ法人 福祉の会かが

［グループホーム］
〒922‑0832 加賀市百々町3‑11‑1
TEL.0761−73−4700／FAX.0761−73−1822

［グループホーム］
〒922‑0331 加賀市動橋町ネ30・31番地
TEL.0761−74−8664／FAX.0761−74−8664

ウェルムどど町Ⅰ

医療法人社団 長久会

ウェルムどど町Ⅱ
［グループホーム］
〒922‑0832 加賀市百々町3‑11‑1
TEL.0761−73−4700／FAX.0761−73−1822

ハーモニー

社会福祉法人 南陽園

シェアハウス源平
［グループホーム］
〒922‑0404 加賀市源平町90番地

医療法人社団 長久会

社会福祉法人 朋友会

［グループホーム］
〒922‑0825 加賀市直下町イ32‑1
TEL.0761−73−3910／FAX.0761−72−0875

［グループホーム］
〒922‑0831 加賀市幸町2丁目60番地
TEL.0761−72−4545／FAX.0761−72−7030

医療法人社団 長久会

社会福祉法人 朋友会

［グループホーム］
〒922‑0831 加賀市幸町2丁目64番地1
TEL.0761−72−1065／FAX.0761−72−1065

［グループホーム］
〒922‑0831 加賀市幸町2丁目65番地
TEL.0761−72−4545／FAX.0761−72−7030

社会福祉法人 花友会

社会福祉法人 朋友会

［グループホーム］
〒922‑0250 加賀市山代温泉桜町2丁目12番地

［グループホーム］
〒922‑0831 加賀市幸町1丁目120番地1
TEL.0761−72−4545／FAX.0761−72−7030

フルールそそり町

長久会グループホーム事業所幸町

たんぽぽの家
TEL.0761−77−7055

共同生活援助事業所 ひだまりⅠ・Ⅱ

共同生活援助事業所 ひだまりⅢ

共同生活援助事業所 ひだまりⅣ・Ⅴ

小松市以外の南加賀地域住まい系事業所②
社会福祉法人 花友会

ＮＰＯ法人 かが育成会

［グループホーム］
〒922‑0243 加賀市山代温泉（北部）1丁目126番地

［グループホーム］
〒922‑0304 加賀市分校町る23

TEL.0761−77−3180

TEL./FAX0761−75−7085

グループホームひまわり荘

社会福祉法人 花友会

グループホームさくら荘
［グループホーム］
〒922‑0271 加賀市尾俣町イ20‑1

TEL.0761−77−5116
社会福祉法人 珠明会

カナンの園

［入所］
〒922‑0265 加賀市水田丸町ワ2番地2
TEL.0761−77−1500／FAX.0761−77−1531

社会福祉法人 泰耀

ケアホーム フレンズ
［ケアホーム］
〒922‑0402 加賀市柴山町ち98番地
TEL.0761−74−2400／FAX.0761−74‑4350
社会福祉法人 佛子園

Ｂｅａｎｓ

［グループホーム］
〒923‑1226 能美市緑が丘7丁目35番地
TEL.0761−52−0593／FAX.0761−52−0593

社会福祉法人 佛子園

Ｎｏｖａ

［グループホーム］
〒923‑1226 能美市緑が丘9丁目55番地
TEL.0761−51−0155／FAX.0761−51−0155

社会福祉法人 佛子園

Ｂｌｏｏｍ

［グループホーム］
〒923‑1226 能美市緑が丘2丁目36
TEL.0761−51−6676／FAX.0761−51−6676

社会福祉法人 佛子園

Ｅａｓｅ

［グループホーム］
〒923‑1226 能美市緑が丘1丁目120
TEL.0761−51−6898／FAX.0761−51−6898

グループホームあすなろ

