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事業紹介

訪問看護ステーションわかさ
訪問看護とは、入院中と変わらない看護を自宅で受ける事ができるサービスです。主治医から指示書
の交付があれば、年齢に関わりなく利用できます。医療の専門的な知識と技術を持った看護師・作業療

デイサービスセンター（地域密着通所介護）
通所により体操やレクリエーション、趣味的活動、健康チェック等を通じて心身の機能の回復をはかると同時に、家族介護者のご負担
を和らげ、利用者の皆様が日中楽しく過ごしていただけるようなサービスを提供しています。

■デイサービスセンターパレア若狭

■デイサービスセンターいずみ

■デイサービスセンター五湖の郷

法士・理学療法士が訪問して、病気を予防し悪化を防ぎます。

・医療保険･介護保険の双方に対応できます

〈事 業 所〉 いずみ

・医療機器をつけた方の療養を支援します

〈営 業 日〉 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

経管栄養、在宅酸素療法、吸引、在宅点滴注射、人工呼吸器
などの医療処置が必要な方の在宅を支援します

〈営業時間〉 ８時３０分～１７時３０分
〈実施地域〉 若狭町

小規模多機能ホーム
小規模多機能ホームでは、住み慣れた地域・自宅での生活を続けることができるように「通い」「訪問」「泊り」のサービスを
柔軟に組合せ、顔なじみの職員が２４時間３６５日の安心をお届けします。子どもから高齢者まで気軽に集える場所を提供します。
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地域密着通所介護

地域密着通所介護

地域密着通所介護

〈定

〈定

〈定

員〉１８名

員〉１８名

員〉１８名

〈営業日〉月曜日～土曜日（年末年始を除く）

〈営業日〉月曜日～土曜日（年末年始を除く）

〈営業日〉月曜日～土曜日（年末年始を除く）

〈サービス提供時間〉９時３０分～１６時３０分

〈サービス提供時間〉９時３０分～１６時３０分

〈サービス提供時間〉９時３０分～１６時３０分

総合事業

総合事業

総合事業

〈定

〈定

〈定

員〉７名

員〉７名

〈営業日〉月曜日～金曜日（年末年始を除く）

〈営業日〉火曜日、金曜日（年末年始を除く）

〈営業日〉月曜日～金曜日（年末年始を除く）

〈サービス提供時間〉９時３０分～１３時００分

〈サービス提供時間〉９時３０分～１３時００分

〈サービス提供時間〉１３時３０分～１６時３０分

〈サービス提供地域〉若狭町内

〈サービス提供地域〉若狭町内

居宅介護支援事業所パレア若狭（ケアマネ）
介護が必要となったとき、まず介護保険の申請が必要です。介護保険サービスを利用する場合、

ケアマネジャーは、介護について相談や介護保険利用についての心強いパートナーです。介
護保険利用者が在宅においてよりよい生活が送れるよう支援していきます。
〈営業日〉 月曜日～金曜日

〈営業時間〉 ８時３０分～１７時３０分（緊急時を除く）
〈実施地域〉 若狭町内

ホームヘルプサービスいずみ（訪問介護）
ホームヘルプサービスでは、ヘルパーがご自宅に訪問し、「生活の援助」「身体介護に関わ
るサービス」を行います。住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が継続できるよう「自
立支援」と「生活の質の向上」を念頭に、ご本人やご家族の心強いサポートをさせて頂きます

〈営業時間〉 ７時００分～２２時００分
〈実施地域〉 若狭町内

■身体介護

食事や入浴、おむつ交換など身体的な介護を行います

■生活援助

掃除や洗濯、買い物、食事の準備や調理などを行います

※身障ホームヘルプサービスの他、若狭町介護予防・日常生活支援総
合事業による訪問も行っています

員〉登録定員１８名
通い定員９名/日

泊り定員３名/日

泊り定員３名/日

〈営 業 日〉年中無休

〈営 業 日〉年中無休

〈営業時間〉通い８時３０分

〈営業時間〉通い８時３０分

～１７時３０分
訪問２４時間
〈サービス提供地域〉熊川地区

■小規模多機能ホームきやま虹の家

～１７時３０分
訪問２４時間
宿泊１７時３０分から翌日８時３０分
〈サービス提供地域〉西浦地区（小川・神子・常神）

通い ※中心となるサービスです

〈事 業 所〉きやま虹の家

・毎日の生活を支援（身体介護・生活援助など）

〈定

・仲間づくりの場として

員〉登録定員１８名
通い定員９名/日

・いろんな方と交流の場として

泊り定員３名/日

・生きがいづくりの場として

訪問 ・必要な時に必要なだけサービスが受けられます

〈営業時間〉通い８時３０分
～１７時３０分
訪問２４時間
宿泊１７時３０分から翌日８時３０分
〈サービス提供地域〉気山区、上瀬区

・緊急時にも対応します

泊り ・必要に応じて利用できます
・通いなれた場所で宿泊ができます
・顔なじみの職員や利用者と泊れます
・突然の泊りにも対応します

特別養護老人ホーム五湖の郷
ユニットケアに取り組み、入居者一人ひとりの個性や生活リズム、居宅での居住環境に配慮しながら、
各ユニットにおいて、入居者が相互に社会的関係を築き、さらに残された機能を生かして、可能な限り自立
したその人らしい日常生活が営めるように細やかな支援を行います。
地域密着型の利点を生かして、なじみの入居者同士の関係や地域との関わりにおいて、地域や家庭との
結びつきを重視し、温もりのある空間作りに努めます。

〈事 業 所〉 いずみ
〈営 業 日〉 年中無休（年始を除く）

■小規模多機能ホームみさき

通い定員９名/日

〈営 業 日〉年中無休

ケアマネジャーが必要となっています。

〈事 業 所〉 パレア若狭本所

員〉登録定員１８名

宿泊１７時３０分から翌日８時３０分

員〉５名

〈サービス提供地域〉若狭町内

■小規模多機能ホームほたる熊川宿

〈事 業 所〉 五湖の郷
〈営 業 日〉 年中無休

〈定
員〉 ２９名（地域密着型）
〈ショートステイ定員〉 １０名

障がい者・児相談支援センターわかさ
障がい福祉サービス等の適切な利用のためには、サービス等利用計画を作成して担当者会議を行い支給決定を受けます。
その後、利用状況や生活環境の変化に応じてモニタリングも実施します。皆様の要望等にお応えできるように利用計画を作
成します。

〈事 業 所〉 パレア若狭本所

〈営業時間〉 ８時３０分～１７時３０分

〈営 業 日〉 月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）

障がい者就労継続支援事業

コミュニティカフェ「きらやま茶屋」

企業等で雇用されることが困難な障がい者に就労の機会を提供し、生産活動やその他の
活動を行いながら、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
きらやま茶屋では、カフェの営業、売店販売、レンタサイクルの貸出し、駅舎の管理、
自動販売機管理、路線バス券の販売等、さまざまな仕事をしています。カフェのメニュー
も豊富で、お客様にも大変喜ばれており、利用者の皆様も楽しく元気に働いています。頑
張って働いた工賃を貰うのも楽しみのひとつです。また、毎月の行事や月２回の買い物に
も仲間と一緒に参加して楽しんでいます。

〈事 業 所〉 三方駅 〈定

員〉 ２０名 〈営業時間〉 １０時００分～１６時００分

〈営 業 日〉 月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・12/31～1/3を除く）

障がい者デイサービスセンター五湖の郷 （自立支援：生活介護）
送迎付きの日帰り活動で、個々の障がい状況により、ゆっくりと一日を過ごしたい方や働
くことが困難な方が、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を受けながら、レクリエーシ
ョン等でみんなと楽しく、いきいきとした時間を過ごせるようしています。
また、スポーツや地域活動への参加、創作的活動や生産活動を行うことで、積極的に社会
参加を図れるように支援することを目的とした事業所です。他にも、障がい児のための放課
後デイや長期休暇中のスクール等も行っています。

〈事 業 所〉 五湖の郷

〈定

員〉 ２０名 〈サービス提供時間〉 ９時３０分～１５時３０分

〈営 業 日〉 月曜日～土曜日（日曜日・年末年始を除く）
※ 放課後デイ 15時30分～17時00分

※ 長期休暇スクール 9時30分～15時30分

障がい者ケアホーム五湖の郷・認知症対応型グループホーム五湖の郷
認知症高齢者の方々や障がい者の方々が、ひとつ屋根の下で年齢や障がいの内容・程度を超えて、地域との関わりの中
で生きがいや役割を持ちながら豊かに暮らす事を目的に『共生型』として一体的に運営をしています。
地域で暮らすため、生活面や健康・金銭管理等の支援を受けながら、みんなと一緒に
楽しい毎日を送れるようにしています。また、職場や日中活動の場（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等）も仲
ケアホーム

間と一緒に行くことができ、地域の方もあたたかく見守ってくれる家庭的な住まいです。
ここでは、冠婚葬祭、家庭の都合等の急な用事がある場合に、障がいのある方や障が
い児が、短い期間だけショートステイを利用することもできます。他にも若狭町の事業
として外出のお手伝いをする移動支援事業も行ってます。
〈事 業 所〉 五湖の郷

〈定

〈営 業 日〉 年中無休

〈ショートステイ定員〉 ２名

〈移動支援事業〉月曜日～金曜日

員〉 ７名

８時００分～１７時００分

グループホーム

認知症と診断された方が少人数（最大９人）の家庭的な環境のもとスタッフのサポート
を受けながら共同生活を営む居住施設です。入居された方のこれまでの生活を尊重しつ
つ、自立した日常生活を送ることができるようスタッフが見守ります。
〈事 業 所〉 五湖の郷
〈営 業 日〉 年中無休

〈定

員〉 ９名（地域密着型）

