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住まい系サービス 
 ４ 

■共同生活援助（GH）  

 主に夜間に、共同生活住居において相談やその他の日常生活上の支援を行

います。 

〈対象者〉障害のある方 

    ※身体に障害のある方は、６５歳未満の者又は６５歳に達する前日までに

障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある者に

限る。 

■短期入所（ショートステイ）  

いいいいいいいいいいいいいいいい
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いいいいいいいいいいいいいいいい

いいいいいいいいいいいいいいいい  

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。 

 

■施設入所支援  

 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〉 

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：①障害支援区分が１以上である方/障がい児については区分１以上

に該当する方が対象です。 

    ②障がい児については、必要とされる支援の度合いに応じて、厚生

労働大臣が定める区分における区分１以上に該当する児。 

http://www.city.nomi. ishikawa.jp/ 

 

能美市地域自立支援協議会  

 

〈対象者〉 

① 生活介護を受けている方で障害支援区分が区分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。 
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⑤ 

〒923-1201 

能美市岩内町イ 164 番地 2 

 TEL/FAX：0761-48-4511 

定 員 

支援内容 

本人負担 

体 験 

見 学 

グループホーム（日中サービス支援型） ・短期入所 

特定非営利法人 

能美市作業所連合 結 

１２名（うち短期入所２名） 

男性５名 

女性５名 

・生活に関わる全般の介助・支援、 

食事の提供 

・その他、日常生活における相談 

・地域交流を通し、自分らしい普

段の暮らしを提供 

６５，０００円程度（家賃・食費・

光熱水費） 

可 

可（短期入所） 
実費負担有り 

特 色 
・男性棟、女性棟の 2ユニッ

トにわかれており、浴室・ト

イレ・廊下など車椅子の方

にも対応した施設となって

います。 

・同性による支援がモットー

です。 

４ 住まい系サービス 



 

４ 住まい系サービス 
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① 星が岡牧場 
施設入所支援（併設：短期入所） 

３０名 特 色 ・昼食は約２５種類のメニューの中から好きなも
のを選ぶことができます。 

《メニュー》 
日替わり定食、和定食、からあげ定食、ハンバ
ーグ定食、ひれかつ定食、カレーライス、 
各種ラーメン、うどん、そば、季節メニュー等 
 

・行事は花見、GOTCHA-MAZE WALK、 
クリスマス会、餅つき会など 

 
・入浴支援サービスは毎日行っています。 
 
・買物は地域のスーパーやコンビニへ出かけて買
物支援を受けることができます。 

 

ビエント：４名、Beans：４名、Nova：５名、
BIoom：４名、Ease：５名、Calm：５名、 
Stella：５名、Grace：9 名 

平日 

【ビエント・Beans・Ease・Nova】 

午前７:００～１０:００、午後３:００～午後７:３０ 

【Stella・Calm・Grace】午後３:００～翌９:３０ 

休日 

【Stella・Calm・Grace】終日 午前９:００～翌９:００ 

【他ホーム】  午前８:３０～午後６:００ 

可 
 

特 色 

定 員 

居住環境 
・設備等 

本人負担 

定 員 
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② 

社会福祉法人 佛子園 

生活支援ネット Be 

星が岡ステーション 

〒923-1224  

能美市和気町ヤ４-５ 

 TEL：0761-51-6553  
FAX:0761-51-6156 

E-mail  
hoshigaoka@bussien.com 

URL 
http://www.bussien.com 

支援者 
配置時間 
 

《居住環境》リビング、トイレ、浴室、キッチン、
各居室 

《生活設備》リビングに共用テレビ、ソファ、テー
ブルセット等※各居室で使用する家具は個人で
用意 

《防炎設備》誘導灯、消火器、スプリンクラ－、煙、
熱感知器、火災通報装置 

 

見 学 

近所のスーパーへの夕食買い出し
や、図書館の利用など、ご本人の希望
に応じて地域資源を日々の中で利用
できるよう支援します。また、居住区
毎の町内行事（町内運動会、新年会、
BBQ など）に参加しています。 

体 験 要相談・実費負担有り 
 

〒923-1224  

能美市和気町ヤ４-５ 

 TEL：0761-51-6553  
FAX:0761-51-6156 

E-mail  
hoshigaoka@bussien.com 

URL 
http://www.bussien.com 

居住環境 
・設備等 

相談室(1 室)、食堂兼多目的室(1 室)、
洗面所（4 箇所）、訓練・作業室(1 室)、
トイレ（5箇所）、浴室(男女各 1 箇所)、
空調（冷暖房）、居室（一人部屋 8室）、
居室(２人部屋 12 室) 
 
 

支援内容 介護給付対象サービス内容   
食事、排泄、入浴、睡眠 
生活支援サービス       
着脱衣、整容、整理整頓、相談及び援助 
生活環境サービス       
清掃、洗濯、居室、娯楽、安全管理、空調 
保健医療サービス       
健康維持、予防、緊急時の対応 
 
 光熱水費は 1 ヶ月１２,２００円になります 
 

本人負担 

グループホーム・包括支援 （併設：居宅介護・行動援護・同行援護・移動支援・日中一時支援・短期入所） 

支援内容 地域生活に必要な以下の支援を行います 
・日常生活に必要な支援および介護 
・地域における諸調整（行事参加、役割
調整、地域資源の利用など） 

・健康管理 
・金銭および貴重品の管理 
・日常生活相談 
・居住環境の管理 

体験・ 
見学 可 

 

社会福祉法人 佛子園 

４ 住まい系サービス 
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③ 

NPO 法人 

太陽クラブ 
施設入所支援・グループホーム（包括支援） （併設：短期入所３名） 

１０名 

通年 
 

・生活に関わる支援（朝夕の食
事、洗濯、掃除、金銭管理） 

・運動（散歩） 
・日中支援 
・その他相談 

支援内容 

本人負担 

特 色 一般の家庭と同じような生活をするのがモットーです。 
 
行事等 

 野菜づくり、BBQ、旅行等 

可 

５０,０００～６０,０００円/月 
（家賃・食費・光熱水費） 
食事回数の少ない方には返
金有り 

定 員 

サービス 
提供日時 

〒923-1121 

能美市寺井町ほ 37-3 

 TEL：0761-57-4073 

体 験 可 
入居前には必ず体験していた
だきます 
実費負担有り 

見 学 

１か月あたりかかる費用（家賃・食費・共益費・
光熱費）：５.８万円～６万円 

シェアハウスみかん 男性 3 名（２階）・女性 3名
（１階）のユニットタイプ 
フォレスタ１０４ 女性２名 
ひまわり 男性２名 
 

特 色 定 員 

居住環境 
・設備等 

本人負担 
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④ 

医療法人社団 

きだ整形外科クリニック 

シェアハウスみかん 

〒929-0106 

能美市西二口町丙 37-1 

TEL：0761-58-2665  
FAX:0761-55-5611 

キッチン、トイレ、浴室、談話コーナー、 
各居室（７畳）、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、 
テーブル、イス（共有）、誘導灯、消火器、 
熱感知器、消防緊急通報装置 

近くにはスーパー、コンビニ、図書館な
どがあります。 
また、バス停や駅にも歩いて行ける 
アクセスの良い場所です。 
日常生活に必要な支援を行うとともに、
入居者皆さんの「働く！を応援する。」を
モットーに日々の出来事を話す時間や相
談できる時間をつくりストレス軽減を図
っています。 

職員配置 管理者 1名 
サービス管理責任者 1名 
世話人 ２名 
支援員 ２名 

１か月にかかる費用：３５,０００～４２,０００円 
（家賃、食費、日用品費などの実費 

＋ 各居室で使用した電気代） 
※入居時は自室のカーテン（防炎加工のもの）、 
寝具、その他必要と思うものをご準備ください。 
 

E-mail  
taiyou2022@outlook.com 

フォレスタ・ひまわり 

グループホーム・包括支援 

E-mail  
mikan@idagroupde.com 


