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はじめに

　『こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック』は、奥
能登二市二町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）に住む障害
のある人、そのご家族をはじめ、福祉関係者の方々のために、
奥能登地域にある福祉サービスの情報をまとめた冊子です。

　どんな障害を持っても地域生活をおくっていくためには、わ
かりやすい情報と、悩みを相談できる窓口、そして暮らしを豊
かにしていく福祉サービスが必要となります。

　この福祉サポートブックは、

　・わかりやすい福祉サービスの解説
　・委託相談支援事業所の紹介
　・二市二町の関係機関一覧
　・その他の関係機関一覧

が掲載されています。奥能登は他の地域に比べて福祉サービス
が充実しているとは言い難いかもしれませんが、ここ数年で
サービスは充実してきました。

　どうかこの福祉サポートブックを活用していただき、もしわ
からない点、質問などありましたら、各行政窓口や相談支援事
業所にご連絡いただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　輪島市・珠洲市・能登町・穴水町
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わかりやすい福祉サービスの解説
■はじめに
　福祉サービスの用語解説をする前に、「大切なポイント」を説明したいと思います。

ポイント１

➡
福祉サービスの利用が必要な場合は、まず役
所の窓口へ行きましょう。福祉サービスの利
用までを役所がサポートしてくれます役所の窓口へ行きましょう！

ポイント２

➡
「地域にどんなサービスがあるの？」「子ど
もにどの事業所が合ってるの？」
そんな悩みを抱えこまずに、役所や相談支援
事業所に相談しましょう

迷ったら、相談しましょう！

ポイント３

➡
障害のある人の希望に寄り添いながら、その
人の生活を組み立てていくのが相談支援専門
員です。障害のある人の相談を専門に受けて
いるので、ぜひ利用してみてください

地域のキーマンは、相談支援専門員！

＊右側にあるアイコンは各市町の
　事業所と対応してご覧ください
＊アイコンがないサービスは奥能
　登地域にまだないサービスです

■用語解説
○介護給付（サポートをたくさん必要とする人が使えるサービスの総称）

サービス名 どんな内容？

ホームヘルプ
（居宅介護）

ヘルパーがお風呂や食事の手伝い、部屋の掃除や洗濯などを手伝ってくれ
ます。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」などの種類があります

重度訪問介護 ヘルパーが長い時間やってきて、身体介護や家事援助だけでなく、外出時
の付き添いもお手伝いします

行動援護 行動面での特別な見守りを必要とする人が、家の中や外出するときにヘル
パーが付き添います

同行援護 視覚障害により、移動がむずかしい人に必要な情報提供や、安全に移動で
きるためのお手伝いをします

生活介護 重度障害のある人の日中活動をお手伝いします

施設入所支援 施設の中で、夜間や休日の暮らしに必要な、食事やお風呂のお手伝いをし
ます。病院に入所する「療養介護」もあります

短期入所 障害のある人の家族が急病のときなどに、一時的に施設へ入所できます

○訓練等給付（地域で生活する力や、働くための力をつけるためのサービスの総称）

自立訓練 地域で生活するために必要な、リハビリ訓練や身の回りのことを自分でで
きるようにする訓練です

就労移行支援 会社で働くための力を身につけるお手伝いをします

就労継続支援A型 会社で働くことがむずかしい人が、雇用契約を結び、会社と同じような仕
事をして、給料を受け取ることができます
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サービス名 どんな内容？

就労継続支援Ｂ型 雇用契約を結ばず、軽い作業を中心に行い、お給料ではなく、「工賃」を
受け取るサービスです

グループホーム 一軒家やアパートなどに10名以下で一緒に暮らしながら、生活に必要なサ
ポートを受けられます

○地域生活支援事業（市町が責任をもって実施するサービスの総称）

相談支援 暮らしの困り事や相談、福祉サービスを使うためのアドバイスを受けるこ
とができます

地域活動支援
センター 障害のある人の日中活動の場として、地域との交流などを支援します

移動支援 中・軽度の障害のある人が外出するときにヘルパーが付き添います

日中一時支援 日中の一時的な見守りをします。
学校の放課後や長期休みなどの一時預かりとして利用できます

○障害児通所給付（障害のある子どもが通所して療育を受けたり、その他支援を受けるサービスの総称）

児童発達支援
小学校入学前の子どもを対象に、トイレなどの身の回りの自立、友だちと
一緒に遊ぶ力などをつける支援を提供します。また、保護者へのアドバイ
スも行います

放課後等
デイサービス

小中高校生を対象として、放課後や夏休み・冬休みなどお休みの日の遊び
や、自分でできることを増やすための支援を提供します

保育所等訪問支援
保育園や幼稚園、学童保育などを利用している子どもを対象として、保育
士や専門の職員が保育園に行って身の回りの自立や、友だちと一緒に遊ぶ
力などをつけるための支援を提供します

役所で手続き ➡ 本人との面会
（認定調査） ➡ 障害支援区分

の判定 ➡ サービス等利
用計画の作成

➡ 役所による
支給決定 ➡ 受給者証

の交付 ➡ サービス事業所
との契約

■福祉サービスを利用するまでの流れ
　障害児・者が福祉サービスを受けるには、まず役所の窓口へ相談に行きましょう。役所の担当者と相談
支援事業所の職員が、受給者証の交付、サービス事業者との契約（福祉サービスの利用）まで、下のよう
な順序でサポートしてくれます。

■相談支援事業所ってどんなところ？
　福祉サービスの利用や、生活で困ったことがあるとき、
役所の窓口に相談することもできますが、「相談支援事
業所」に相談することもできます。
　「相談支援事業所」は役所からお願い（外部委託）さ
れて、障害のある人に関する相談を専門とする職員がい
ます。ぜひ、利用してみてください。

＊障害児の場合は調査項目に回答

＊個人情報保護法に基づき、相談者の方の情報を取り扱います

相談支援は何度使っても無料です

安心して利用してみましょう



５

委託相談支援事業所の紹介

　委託相談支援事業所とは、奥能登二市二町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）に３カ所あり
ます。この３事業所は、奥能登二市二町から委託を受けた相談支援事業所で、精神保健福祉士、
社会福祉士などの専門性の高い職員が配置されており、奥能登に住む障害のある人の暮らしを支
える中心的存在です。
　福祉サービスを利用するための支援はもちろん、ちょっとした相談にものってくれ、アドバイ
スしてくれます。無料ですので、遠慮せず連絡してみてください。

① ピアサポート北のと 特徴

同敷地内には精神科クリニック
があり、医療と連携した支援を
提供しています。
奥能登二市二町の精神障害、身
体障害、知的障害の方が住み慣
れた地域で安心して生活するた
めに、関係各機関と連携を図り
ながら包括的な支援を行ってい
ます。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方なら誰でも
●提供しているサービス
　相談支援
●連絡先
　〒927-0027　鳳珠郡穴水町川島ヨ47-1
　TEL:0768-52-0305　FAX:0768-52-2770
　Email：pia-kitanoto@forest.ocn.ne.jp
●利用時間　9:00〜17:30　月〜金

② 生活支援ネットBe　日本海倶楽部ステーション 特徴

奥能登二市二町エリアの知的障
害、精神障害、身体障害のある
方の暮らしや仕事のこと、住ま
いや今後の生活のことなどに多
様なサービスや資源を調整した
り、関係機関と連携しながら希
望に沿った生活が送れるよう相
談支援を行っています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方なら誰でも
●提供しているサービス
　相談支援
●連絡先
　〒927-0605　鳳珠郡能登町字立壁92
　TEL:0768-72-8181
　Email：n-club@bussien.com
●利用時間　9:00〜17:00　月〜金

③ 相談支援キララ 特徴

奥能登二市二町の身体障害、知
的障害、精神障害のある人の相
談に対応しています。
専門の相談員が関係機関と連携
を取りながら、生活の中での困
り事の解決、やりたいことの実
現に向けてお手伝いします。
また、休日や夜間のお急ぎのご
相談にも電話で対応します。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方なら誰でも
●提供しているサービス
　相談支援
●連絡先
　〒927-0053　鳳珠郡穴水町此木11-24
　TEL:0768-52-2552　FAX:0768-52-2737
　Email：kirara@tokujyu.jp
●利用時間　8:30〜17:30　



輪島市の関係機関一覧

①　輪島市役所　福祉課 業務内容と特徴

輪島市に在住する障害のある人
の総合的な窓口です。
障害のある人、その家族のため
の相談はもちろん、障害福祉
サービスの利用のための障害支
援区分の認定、支給決定の事務
を行っています。

●利用対象者
　輪島市在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒928-8525　輪島市二ツ屋町2-29
　TEL:0768-23-1161　FAX:0768-23-1196
　Email：fukushi@city.wajima.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

②　輪島市役所　健康推進課（ふれあい健康センター内） 業務内容と特徴

輪島市における子育て、病気、
障害、介護などの総合的な窓口
です。
母子健康手帳の交付、発達に遅
れのある乳幼児・児童の相談、
子育て支援サービスの利用など、
保健師や栄養士、社会福祉士が
電話、面談、訪問等で相談に対
応します。

●利用対象者
　輪島市在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒928-0001　輪島市河井町2-287-1 輪島市
　ふれあい健康センター内
　TEL:0768-23-1136　FAX:0768-23-1138
　Email：kenkou@city.wajima.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

③　輪島市役所　発達支援室（ふれあい健康センター内） 業務内容と特徴

輪島市における子どもの発達に
関する相談窓口。
保健師、保育士、元教員などの
専門職が子どもの発達や子育て
のしづらさに関する相談を受け、
子育ての仕方、保育所や学校生
活の改善など、多職種が連携し
ながら、子どもや親の生活支援
を行っていきます。

●利用対象者
　輪島市在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒928-0001　輪島市河井町2-287-1 輪島市
　ふれあい健康センター1F
　TEL:0768-23-0082　FAX:0768-23-1138
　Email：hattatsu@city.wajima.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

④　石川県　能登北部保健福祉センター 業務内容と特徴

管内二市二町の住民を対象にし
て、こころの健康相談、指定難
病（パーキンソン病など306疾
患）、小児慢性特定疾病（小児
がんなど704疾病）の相談に応
じるほか、二市二町の保健福祉
事業に対する技術援助を行って
います。

●利用対象者
　輪島市、珠洲市、能登町、穴水町在住の方
●連絡先
　〒928-0079　輪島市鳳至町畠田102-4
　TEL:0768-22-2011　FAX:0768-22-5550
●利用時間　8:30〜17:45　月〜金
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⑤　あすなろふたばぱいんの会 業務内容と特徴

平成22年に知的障がい者と精神
障がい者の小規模作業所が合併
し、現在に至ります。
自家焙煎コーヒーの選別、焙煎、
袋詰めをはじめ、店頭販売も
行っています。そのほか、パン
・クッキーの製造販売、新聞・
アルミ缶の回収などの作業を
行っています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害のある方
●提供するサービス
　就労継続支援Ｂ型
●連絡先
　〒928-0001　輪島市河井町14-13
　TEL:0768-22-2950（あすなろ）
　TEL:0768-22-3164（ふたば）
●利用時間　8:30〜17:30　月〜金

⑥　一互一笑 業務内容と特徴
平成26年開所した「多機能型ラ
イフサポート一互一笑」は、地
域と共生の町作りを目指してい
ます。蔵をイメージした落ち着
きある「カフェ一互一笑」は障
害のある人が笑顔いっぱいで働
いています。ボリューム満点の
ランチやケーキセットが人気。
○カフェの営業時間
10:30〜15:00、定休日:日・月

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害、身体障害のある方
●提供するサービス
　生活介護、就労継続支援Ｂ型、日中一時支援、
　児童発達支援、放課後等デイサービス
●連絡先
　〒928-0022　輪島市宅田町25-4-10
　TEL:0768-22-4141　FAX:0768-22-4949
　Email：kouwa@swkouwa.com
●利用時間　8:30〜18:30　月〜金

⑦　ふれあい工房あぎし 業務内容と特徴

日本海を望むゆったりとした環
境のなかで、入所、通所してい
る利用者は「食品加工班」「農
作業班」「軽作業班」「生活班」
に分かれて作業をしています。
相談支援なども行っており、障
害のある方、ご家族等どなたで
もご相談いただけます。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、発達障害のある方
●提供するサービス
　生活介護、就労継続支援Ｂ型、施設入所支援、
　短期入所、グループホーム、相談支援
●連絡先
　〒927-2353　輪島市門前町是清イ-1
　TEL:0768-43-1991　FAX:0768-43-1999
　Email：info@agisi.jp
●利用時間　9:00〜16:00　月〜金

⑧　夢かぼちゃ 業務内容と特徴

平成25年に輪島市手をつなぐ育
成会（障害のある子をもつ親の
会）がNPO法人を設立。
障害のある本人や家族、地域の
高齢者、困り感を抱えた人が立
ち寄ったり、通所後の本人の居
場所となっています。ほっこり
できる場所として地域の人たち
に人気！

●主なサービス利用対象者
　知的障害、発達障害、その他誰でも
●提供するサービス
　日中一時支援
●連絡先
　〒927-2151　輪島市門前町走出6-40-1
　TEL/FAX:050-2020-7910
　Email：yume@cal.wannet.jp
●利用時間　10:00〜17:30　月〜金　第3土曜　
　10:00〜15:00（不定期）
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⑨　地域生活支援 ウミュー ドゥ ソラ 業務内容と特徴

当事者の希望に寄り添い、障害
福祉サービスや人を繋げ、より
よい地域生活を送れるよう、相
談支援やＧＨ、ショートステイ
を活用しながら支援していきま
す。災害用福祉避難所のスペー
スは、孤食者対象の食堂や地域
交流スペースとして活用し、地
域の皆さまに親しまれています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害、身体障害のある方
●提供するサービス
　相談支援、グループホーム、短期入所
●連絡先
　〒928-0064　輪島市釜屋谷町六字30-4
　TEL:0768-23-4455　FAX:0768-23-0063
　Email：kouwa@swkouwa.com
●利用時間　9:00〜17:00　月〜金

⑩　輪島K
カブーレ

ABULET® 業務内容と特徴

配食サービス、飲食店業、ジム
インストラクター、清掃作業な
ど豊富な選択肢をもって、就労
支援を展開しつつ、まちづくり
事業にも取り組んでいます。
様々な人たちがごちゃまぜに関
わり合い、それぞれが活躍でき
る場作りを引き続き進めていき
ます。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害、身体障害の
　ある方
●提供するサービス
　居宅介護、生活介護、短期入所、就労継続支援A型、
　就労継続支援B型、グループホーム、移動支援、
　日中一時支援、放課後デイサービス、児童発達支援
●連絡先
　〒928-0001　輪島市河井町弐部208
　TEL:0768-23-4890
　Email：w-kabulet@bussien.com

⑪　輪島市社会福祉協議会
　　ヘルパーステーションほほえみ 業務内容と特徴

輪島市に在住する障害のある方
が居宅において住み慣れた地域
で安心して暮らせるように、援
助を行います。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害、身体障害の方
●提供しているサービス
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護
●連絡先
　〒928-0001　輪島市河井町13-120-1　
　TEL:0768-22-9838　FAX:0768-22-9627
　Email：washakyo2@oboe.ocn.ne.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

⑫　奥能登WORKSスタジオ 業務内容と特徴

農福連携に特化したプログラム
を通じて、一般企業（農業法人
含）への就労の支援を行います。
農業実践・食品加工・パソコン
訓練・販売の実践・メンタル研
修・営業体験などの経験を積む
ことが出来ます。協力を頂く企
業への体験も可能です。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、身体障害のある方
●提供しているサービス
　就労移行支援
●連絡先
　〒928-0252　輪島市里町1-6-1　
　TEL:0768-34-1350　FAX:0768-34-1351
　Email：ogp@ca1.wannet.jp
●利用時間　10:00〜15:30　月〜金

8
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⑬　七尾特別支援学校　輪島分校 業務内容と特徴
輪島分校には輪島市、穴水町に
住む小学部・中学部・高等部の生
徒が通学しています。就学相談
や教育に関するお悩みには「専
門相談員」が随時対応しますの
で、気軽にご連絡ください。
また、輪島分校は平成29年４月
に県立門前高校の校舎へ移転し
ました。これまで以上に地域と
連携した学校を目指していきます。

●主な利用対象者（相談）
　知的障害、発達障害のある18歳以下の方
●連絡先
　〒927-2174　輪島市門前町広岡5-3
　TEL:0768-42-3121　FAX:0768-42-3122
　Email：wajims@m1.ishikawa-c.ed.jp
●相談受付　8:30〜16:00　月〜金

珠洲市の関係機関一覧

①　珠洲市役所　福祉課 業務内容と特徴

珠洲市に在住する障害のある人
の総合的な窓口です。
障害のある人、その家族のため
の相談はもちろん、障害福祉
サービスの利用のための障害支
援区分の認定、支給決定の事務
を行っています。

●利用対象者
　珠洲市在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒927-1295　珠洲市上戸町北方1-6-2
　TEL:0768-82-7748　FAX:0768-82-8138
　Email：fukusi@city.suzu.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

②　珠洲市健康増進センター 業務内容と特徴

珠洲市における母子・成人保健
分野の担当窓口です。
母子健康手帳の交付、発達に遅
れのある乳幼児・児童の相談、
子育て支援サービスの利用など、
保健師や管理栄養士が電話、面
談、訪問等で相談に対応します。

●利用対象者
　珠洲市在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒927-1214　珠洲市飯田町5-9
　TEL:0768-82-7742　FAX:0768-82-8283
　Email：kenkou@city.suzu.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

③　石川県能登北部保健福祉センター珠洲地域センター 業務内容と特徴

珠洲市の住民を対象として、こ
ころの健康相談、指定難病

（パーキンソン病など306疾患）、
小児慢性特定疾病（小児がんな
ど704疾病）の相談に応じるほ
か、二市二町の保健福祉事業に
対する技術援助を応じています。

●利用対象者
　珠洲市在住の方
●連絡先
　〒927-1223　珠洲市宝立町鵜島ハ-124
　TEL:0768-84-1511　FAX:0768-84-1515
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金
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④　ワークショップすず 業務内容と特徴

ワークショップすずでは、レー
ス加工品の内職、ハーブ製品、
紙すき製品、ミニキリコの作品
作りなどを作業にしています。
作業以外にも、レクリエーショ
ンとして誕生会やお茶会なども
あり、年間行事も毎年恒例のお
花見や他事業所の見学など、盛
りだくさんです。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害のある方
●提供しているサービス
　生活介護、就労継続支援Ｂ型、相談支援
●連絡先
　〒927-1214　珠洲市飯田町5-9　
　TEL:0768-82-3225　FAX:0768-82-7003
　Email：suzuwork@angel.ocn.ne.jp
●利用時間　9:00〜15:30　月〜金

⑤　ラポールすず椿 業務内容と特徴

ラポールすず椿は珠洲市唯一の
障がい者用グループホームです。
定員４名（全個室）で立地条件
としても生活しやすい環境です。
自立生活を目指し、調理、清掃、
洗濯、買い物等を行っています。
また、現在は男性専用ですが、
近年中に女性棟建設についても
検討中です。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害のある方
●提供しているサービス
　共同生活援助、短期入所（空床利用型）
●連絡先
　〒927-1215　珠洲市上戸町北方い字64-3　
　TEL:0768-82-3225　FAX:0768-82-7003
　Email：suzuwork@angel.ocn.ne.jp
●利用時間　9:00〜17:00　月〜金

⑥　珠洲市社会福祉協議会 業務内容と特徴

珠洲市に在住する障害のある方
の相談に対応しています。
また、住み慣れた地域において
自立した日常生活または社会生
活を営むことができるように、
ヘルパーが訪問し、生活全般に
おける援助を行っています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方、障害児
●提供しているサービス
　居宅介護、重度訪問介護、相談支援
●連絡先
　〒927-1214　珠洲市飯田町5-9
　TEL:0768-82-7753　FAX:0768-82-8280
　Email：ss7752@p1.cnh.ne.jp
●利用時間　 8:30〜17:30　月〜金

⑦　七尾特別支援学校　珠洲分校 業務内容と特徴

珠洲分校には珠洲市、能登町な
どに住む小学部・中学部・高等
部の生徒が通学しています。
就学相談や教育に関するお悩み
には「専門相談員」が随時対応
しますので、気軽にご連絡くだ
さい。

●主な利用対象者（相談）
　知的障害、発達障害のある18歳以下の方
●連絡先
　〒927-1222　珠洲市宝立町鵜飼6-20　
　TEL:0768-84-2050　FAX:0768-84-2051
　Email：suzubs@m1.ishikawa-c.ed.jp
●相談受付　8:30〜16:00　月〜金
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能登町の関係機関一覧

①　能登町役場　健康福祉課 業務内容と特徴

能登町に在住する障害のある人
の総合的な窓口です。
障害のある人、その家族のため
の相談はもちろん、障害福祉
サービスの利用のための障害支
援区分の認定、支給決定の事務
を行っています。

●主なサービス利用対象者
　能登町在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒927-0492　鳳珠郡能登町字宇出津ト字50-1
　TEL:0768-62-8515　FAX:0768-62-8506
　Email：kenkoufukushi@town.noto.lg.jp
●利用時間　 8:30〜17:15　月〜金

②　Healing Bay Area 日本海倶楽部 業務内容と特徴

日本海の入り江を望む内浦の高
台に「日本海倶楽部」はありま
す。幅広い福祉サービスを提供
しており、運営する地ビール工
房、レストラン、牧場で障害の
ある人たちが働いています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方
　なら誰でも
●提供しているサービス
　生活介護、施設入所支援、短期入所、就労継続
　支援Ｂ型、グループホーム、日中一時支援
●連絡先
　〒927-0605　鳳珠郡能登町字立壁92
　TEL:0768-72-8181　FAX:0768-72-8282
　Email：n-club@bussien.com
●利用時間　 10:00〜18:00　月〜金

③　能登町こども発達支援センター 業務内容と特徴

障害児支援の専門機関としてお
子さん一人ひとりに応じたサー
ビスを提供しています。
また、外部講師をお迎えし音楽
サークルや太鼓教室、読み聞か
せ等の活動も行っています。お
子さんのご家族への相談対応も
行い、お子さんの育ちと家族の
生活全般に対して専門性の高い
支援を展開しています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方なら誰でも
●提供しているサービス
　移動支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
●連絡先
　〒927-0603　珠郡能登町字布浦力字34
　TEL:0768-72-0033　FAX:0768-72-0034
　Email：n-station@bussien.com
●利用時間　 9:00〜18:00　月〜土

④　就労継続支援センターおおとり 業務内容と特徴

平成18年に「しらさぎ作業所」
と「さくら工房」が合併。三障
害合同となり、現在に至ってい
ます。お菓子作り、紙すき製品、
リサイクル回収と分別、農作業
などを行っています。季節の行
事や各種教室、地域の行事に参
加しています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害、その他誰でも
●提供しているサービス
　就労継続支援Ｂ型
●連絡先
　〒927-0433　鳳珠郡能登町字宇出津ウ-10-1
　TEL:0768-62-3105　FAX:0768-62-3761
　Email：ootori@orange.plala.or.jp
●利用時間　 8:30〜17:00　月〜金
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⑤　能登町社会福祉協議会ヘルパーステーション 業務内容と特徴

能登町に在住する障害のある方
の相談に対応しています。また、
住み慣れたでの生活をお手伝い
するため、ヘルパーが訪問し、
生活全般における援助を行って
います。

●主なサービス利用対象者
　身体障害、知的障害、発達障害、精神障害のある
　方、および障害児
●提供しているサービス
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、相談支援
●連絡先
　〒927-0434　鳳珠郡能登町字崎山1-1　
　TEL:0768-62-0602　FAX:0768-62-0601
　Emai：noto-shakyo-n@world.ocn.ne.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

⑥　自立支援センターみずほ 地域業務内容と特徴

自然豊かな環境にある自家農園
で生産した野菜の販売、その野
菜を使った食パン・創作パン、
漬物を販売しています。
センターの敷地内には足湯があ
り、引き立てのコーヒーを飲み、
焼き上がったパンを召し上がっ
ていただくこともできます。　

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害、その他誰でも
●提供しているサービス
　就労継続支援Ｂ型、グループホーム
●連絡先
　〒927-0311　鳳珠郡能登町瑞穂119-2　
　TEL:0768-67-2226　FAX:0768-67-2286
　Email：genki226@ca1.luckynet.jp
●利用時間　8:30〜17:30　月〜金

⑦　多花楽会訪問介護事業所 業務内容と特徴

能登町内の障害のある方の在宅
にヘルパーが訪問し、生活全般
の援助を行い、障害のある方を
支援します。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方
●提供しているサービス
　居宅介護（身体介護、家事援助）、重度訪問介護
●連絡先
　〒928-0331　鳳珠郡能登町字柳田信部6　
　TEL:0768-76-0980　FAX:0768-76-0985
　Email：f-takara@ca3.luckynet.jp
●利用時間　8:15〜17:15（1月1日、2日を除く）

⑧　能登就労支援事業所 やなぎだハウス 業務内容と特徴
利用される一人ひとりの個性を
大切にして取り組んでいます。
取り組んでいる作業として、①
企業等からの受託作業、②縫製
品等の製作（スリッパ、座布団、
ほうき等）、③畑作業へ取り組
んでいます。自然に囲まれた穏
やかな場所で、楽しく安心して
利用いただける雰囲気づくりに
努めています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方
●提供しているサービス
　就労継続支援B型
●連絡先
　〒928-0331　鳳珠郡能登町柳田梅104
　TEL:0768-76-8001　FAX:0768-76-8002
　Email：deafnt03@ca3.luckynet.jp
●利用時間　 10:00〜15:00　月〜金
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⑨　能輝人 業務内容と特徴

居宅介護サービスと福祉有償運
送（珠洲市、穴水町、能登町合
同福祉有償運送運営協議会にお
ける事業）のサービスを組み合
わせ、資格を持ったスタッフが
専用の福祉車両で訪問し、ご利
用の方の状態に応じて、車いす、
リクライニング式車いす、スト
レッチャー等を用い、安心安全
に外出を支援します。

●主なサービス利用対象者
　障害を理由に単独外出が困難な方
●提供しているサービス
　居宅介護、移動支援
●連絡先
　〒927-0441　能登町字藤波21-7-1　
　TEL:0768-62-8686　FAX:0768-62-8687
　Email：nonkimura248@ybb.ne.jp
●利用時間　8:00〜17:00　月〜金

⑩　日本海倶楽部ザ・ファーム 業務内容と特徴
老いも若きもすべてが共に生き
るソーシャル・インクルージョ
ン、ワークシェアの考えのもと、
地域の人たちと障害者が一緒に
なり、使われなくなった畑地を
再び耕し「能登の農業に元気を
取り戻す」を目標としています。
加工センターでは、高齢者の配
食サービスや地域特産品を利用
した商品の開発などを事業展開
しています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害のある方
●提供しているサービス
　就労継続支援A型、就労継続支援B型
●連絡先
　〒927-0607　鳳珠郡能登町字白丸66-2
　TEL:0768-72-1003　
　Email：farm.n-club@bussien.com
●利用時間　9:30〜15:30　月〜日

穴水町の関係機関一覧

①　穴水町役場　ふれあい福祉課 業務内容と特徴

穴水町に在住する障害のある人
の総合的な窓口です。
障害のある人、その家族のため
の相談はもちろん、障害福祉
サービスの利用のための障害支
援区分の認定、支給決定の事務
を行っています。

●利用対象者
　穴水町在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒927-8601　鳳珠郡穴水町字川島ラ-174
　TEL:0768-52-3650　FAX:0768-52-4002　
　Email：shou-fuku2@town.anamizu.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金

②　穴水町保健センター　いきいき健康課 業務内容と特徴

穴水町における子育て、病気、
障害、介護などの総合的な窓口
です。
母子健康手帳の交付、発達に遅
れのある乳幼児・児童の相談、
子育て支援サービスの利用など、
保健師や栄養士、社会福祉士が
電話、面談、訪問等で相談に対
応します。

●利用対象者
　穴水町在住の方なら誰でも
●連絡先
　〒927-0027　鳳珠郡穴水町字川島夕-38
　保健センター内
　TEL:0768-52-3589　
　Email：hoken@town.anamizu.lg.jp
●利用時間　8:30〜17:15　月〜金
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③　いきいき 業務内容と特徴

さき織り商品（バッグやポーチ、
コースター等）を作り、販売し
ています。牛乳パック・古着の
回収や、穴水駅のトイレ清掃作
業等も行っています。また、地
域の行事等に参加して住民との
交流を図っています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害のある方
●提供しているサービス
　就労支援継続Ｂ型
●連絡先
　〒927-0026　鳳珠郡穴水町大町ロ-80　
　TEL/FAX:0768-52-4377
　Email：ikiiki@dolphin.ocn.ne.jp
●利用時間　9:00〜16:00　月〜金

④　石川県精育園 業務内容と特徴

平成25年より社会福祉法人徳充
会が指定管理を受けて運営して
います。入所機能を持ち、知的
障害のある方が生きがいを持っ
て生活できるよう野菜作りや花
作りを行ったり、障害の重い方
を受け入れ、安心して生活がで
きるように支援します。

●主なサービス利用対象者
　主に知的障害のある方
●提供しているサービス
　生活介護、施設入所支援、短期入所
●連絡先
　〒927-0027　鳳珠郡穴水町字七海6-50　
　TEL:0768-52-0284　FAX:0768-52-3349
　Email：seiiku-en@tokujyu.jp
●利用相談受付時間　9:00〜17:00　月〜金

⑤　地域活動支援センターピアサポート北のと 業務内容と特徴

地域に開かれた施設で、どなた
でもお立ち寄りいただけます。
また、障がいをお持ちの方には
「自分らしい生活」を送るため
の様々な支援をしています。お
気軽にご相談ください。
　施設内にはグループホームの
事業所もあり、随時相談を受け
付けています。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、身体障害、精神障害のある方なら誰
　でも
●提供しているサービス
　地域活動支援センター、グループホーム
●連絡先
　〒927-0027　鳳珠郡穴水町川島ヨ47-1　
　TEL:0768-52-0305　FAX:0768-52-2770
　Email：pia-kitanoto@forest.ocn.ne.jp
●利用時間　9:00〜17:30　月〜金

⑥　青山彩光苑　穴水ライフサポートセンター 業務内容と特徴

身体障害のある方に対して、必
要な身体介護などを通じて、ご
本人の自立生活を支援していま
す。
生活しながら、生活訓練や作業
を行い、機能訓練や健康の維持
・向上を目指していきます。

●主なサービス利用対象者
　主に肢体不自由の方
●提供しているサービス
　生活介護、施設入所支援、短期入所、日中一時
　支援
●連絡先
　〒927-0023　鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12　
　TEL:0768-52-2550　FAX:0768-52-2622
　Email：anamizu-life@tokujyu.jp
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⑦　自立ホームけいじゅ 業務内容と特徴
グループホーム２棟（防災拠点
型地域交流スペースあり）
・ふきのとう　女性　入居10床
　　　　　　　　　　短期２床
相談支援キララ事務所併設
・銀河　　　　男性　入居10床
　　　　　　　　　　短期２床
ヘルパーステーション銀河
行動援護、移動支援で外出支援
も行います。

●主なサービス利用対象者
　知的障害、精神障害、身体障害のある方
●提供しているサービス
　居宅介護、行動援護、短期入所、
　グループホーム、移動支援
●連絡先
　〒927-0053　鳳珠郡穴水町此木11-24　 
　TEL:0768-52-2733　FAX:0768:52-2737　
　Email：fukinotou@tokujyu.jp
●利用時間　8:30〜17:30　月〜金

⑧　児童家庭支援センター　あすなろ子育て広場 業務内容と特徴
児童福祉法に基づく、地域の子
育てを応援する事業所です。障
害ある・なしに関わらず、子育
てや発達に関する相談をはじめ、
一定時間の子育てが難しい場合
のショートステイ、トワイライ
トステイ（学校や幼稚園等の終
了後からご家族の仕事が終わる
までお預かりするサービス）を
提供しています。

●主なサービス利用対象者
　妊婦さん、概ね0〜18歳までの児童全般
●提供しているサービス
　子育て相談および支援、発達や就学、不登校に
　関する相談および支援、個別療育教室
●連絡先
　〒927-0035　鳳珠郡穴水町字志ヶ浦15-1-3　 
　TEL:0768-52-4141　FAX:0768-52-4140　
　Email：kosodate@sweet.ocn.ne.jp
●利用時間　8:30〜17:30　月〜金
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あすなろふたばぱいんの会 ●

一互一笑 ● ● ● ● ●

ふれあい工房あぎし ● ● ● ● ● ●

夢かぼちゃ ●

地域生活支援ウミュー　ドゥ　ソラ ● ● ●

輪島KABULET® ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

輪島市社会福祉協議会 ヘルパーステーションほほえみ ● ● ●

奥能登WORKSスタジオ ●

珠
洲
市

ワークショップすず ● ● ●

ラポールすず椿 ● ●

珠洲市社会福祉協議会 ● ● ●

能
登
町

Healing Bay Area 日本海倶楽部 ● ● ● ● ● ●

能登町こども発達支援センター ● ● ●

就労継続支援センターおおとり ●

能登町社会福祉協議会ヘルパーステーション ● ● ● ●

自立支援センターみずほ ● ●

多花楽会訪問介護事業所 ● ●

能登就労支援事業所やなぎだハウス ●

能輝人 ● 　 ●

日本海倶楽部ザ・ファーム ● ●

生活支援ネットBe日本海倶楽部ステーション ●

穴
水
町

いきいき ●

石川県精育園 ● ● ●

ピアサポート北のと ● ● ●

青山彩光苑穴水ライフサポートセンター ● ● ● ●

自立ホームけいじゅ ● ● ● ● ●

相談支援キララ ●

サービス提供事業所一覧表



●　石川県七尾児童相談所
　　　〒926-0031　七尾市古府町そ部8
　　　TEL:0767-53-0811　FAX:0767-53-3669
　　　18歳に満たない児童を対象とし、子育て、疾患・疾病、障害等に関わる発達の遅れなど、幅広く子育てに関する相談が
　　　できる場所です。児童福祉司、心理判定員など専門スタッフが対応します。お子さん、ご家族はもちろん、学校関係者
　　　や保育士からの相談にも応じています。

●　さいこうえん障害者就業・生活支援センター
　　　〒926-0045　七尾市袖ヶ江町14-1
　　　TEL:0767-52-0517　FAX:0767-52-0515　Email:sien-center@tokujyu.jp
　　　「障害のある人の働く」に関する相談を中心に、地域生活を送るために必要なことを、雇用・福祉・医療・教育などの
　　　関係機関と協力しながら解決していく場所です。障害のある人、ご家族はもちろん、事業所も相談できます。

●　石川県発達障害支援センター
　　　〒920-8201　金沢市鞍月東2-6　石川県こころの健康センター内
　　　TEL/FAX:076-238-5557　Email:hattatsu@pref.ishikawa.lg.jp
　　　自閉症やアスペルガー症候群、注意欠陥・多動性障害（ADHD）、学習障害（LD）など、発達上の困難をお持ちの方や
　　　その家族への支援を行う場所です。心理、福祉、保健などの専門スタッフが対応します。相談は無料です。

●　石川県リハビリテーションセンター
　　　〒920-0353　金沢市赤土町二13-1
　　　TEL:076-266-2860　FAX:076-266-2864　Email:iprc@pref.ishikawa.lg.jp
　　　主に身体障害のある人を対象に、関係機関と連携しながら、社会復帰を目指してリハビリテーションを行う場所です。
　　　リハビリテーションの専門医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職員が対応します。

●　金沢こども医療福祉センター
　　　〒920-3114　金沢市吉原町口6-2
　　　TEL:076-257-3311　FAX:076-257-3394　Email:ishikawa@seishi.isg.or.jp
　　　肢体不自由児、知的障害児、重症心身障害児（者）などを対象に、医療と福祉の両面からサポートを行います。
　　　現在は、医療型障害児入所施設・療育介護施設、児童発達支援センターによる医療福祉サービス、小児整形外科疾患な
　　　どに対するリハビリテーションや治療を行っています。

本誌は、奥能登自立支援協議会で作成されました。
掲載情報は令和２年４月現在のものです。
ご不明な点やご意見等ありましたら、下記までお願いします。

輪島市
福祉課

電話 0768-23-1161
FAX 0768-23-1196

珠洲市
福祉課

電話 0768-82-7748
FAX 0768-82-8138

能登町
健康福祉課

電話 0768-62-8515
FAX 0768-62-8506

穴水町
ふれあい福祉課

電話 0768-52-3650
FAX 0768-52-4002

その他の関係機関一覧




