
❶さいこうえんの障害者生活支援センター
TEL 57-5161 / FAX 57-1531

時間：8:30 ～ 17:30
休み：土・日曜、祝日

❹相談支援事業所 ほうぷ
TEL 58-6030 / FAX 58-6031

時間：9:00 ～ 17:30
休み：土・日曜、祝日

❺公立能登総合病院 相談支援事業所
TEL 52-8760 / FAX 52-8761

時間：8:30 ～ 17:15
休み：土・日曜、祝日

�相談支援事業所 なんでも
TEL 76-0150 / FAX 76-0155

時間：8:30 ～ 17:00
休み：土・日曜、祝日 ( 要相談 )

❸相談支援事業所 つばさ
TEL / FAX 72-3012

時間：8:30 ～ 17:30
休み：土・日曜、祝日

❷相談支援事業所ピアサポートのと
TEL 54-0808 / FAX 54-0052

時間：9:00 ～ 17:30
休み：土・日曜、祝日

行政・社協 日常生活相談、福祉サービス等の情報提供・
手続き、電話相談などを行います。

　 　❻七尾市健康福祉部 福祉課 TEL 53-8464 

　　子育て支援課 TEL 53-8445  

　　健康推進課 TEL 53-3624  
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

　 　❼七尾市社会福祉協議会 TEL 52-2099

　七尾市地域包括支援センター TEL 53-5789
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

日中一時支援 日中活動の場を提供し、在宅の障がい者・児等の見守りや
入浴等支援及びその家族の介護の負担の軽減を図ります。

　 　❶青山彩光苑ライフサポートセンター
時間：9:00 ～ 16:00　　休み：なし　　送迎：あり（月～金曜）

　 　❸夢ういんぐ
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：日曜、祝日　　送迎：応相談

　 　❹ほうぷ
時間：9:00 ～ 16:00（応相談）　　休み：日曜　　送迎：あり

　 　⓯みのりの里
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日　　送迎：あり

　 　⓴障害者支援施設つばさ
時間：8:30 ～ 21:00　　休み：なし　　送迎：応相談

　 　�あおば
時間：9:00 ～ 18:00　　休み：日曜　　送迎：あり

　 　�ひなたぼっこ 
時間：9:00 ～ 16:30　　休み：日曜、祝日　　送迎：あり

　 　�国立病院機構七尾病院
時間：8:35 ～ 17:00　　休み：土・日曜、祝日　　送迎：なし

　 　�サンフラワー
時間：9:00 ～ 18:00　　休み：なし　　送迎：応相談

　 　�にじ
時間：9:00 ～ 16:00　　休み：日曜　　送迎：あり

❽中能登町 行政サービス庁舎 長寿福祉課　TEL 72-3135

　中能登町 地域包括支援センター　TEL 72-2697
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

　 　❾中能登町社会福祉協議会（保健センターすくすく内）　TEL 74-2252
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

　 　❿能登中部保健福祉センター　TEL 53-2482
時間：8:30 ～ 17:45　　休み：土・日曜、祝日
内容：こころの健康相談、ひきこもり等の相談、特定疾患医療の公費負担

申請や相談、特別障害者手当等の認定や支払い

　 　⓫七尾児童相談所　TEL 53-0811
時間：8:30 ～ 17:45　　休み：土・日曜、祝日
内容：児童に関する養護や心身障害、非行、育成に関する相談など

地域活動支援センター 創作的活動や生産活動の機会を提供し、自
立した生活の支援を行います。

　 　❶さいこうえんの障害者生活支援センター
時間：9:30 ～ 15:30　休み：土・日曜、祝日　 送迎：あり（応相談）

　 　�ピアサポートのと
時間：9:00 ～ 17:30　休み：土・日曜、祝日　　送迎：なし

訪問看護 看護師による訪問支援、健康管理及び医療の支援、
日常生活支援等

　 　らいず訪問看護ステーション　TEL 57-5736
時間：9:00 ～ 18:00　　休み：土・日曜、祝日

　 　七尾訪問看護ステーション　TEL 52-6001
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

　 　中能登訪問看護ステーション　TEL 72-3463
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

　 　公立能登総合病院訪問看護ステーション　TEL 52-8775
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日

　 　訪問看護ステーションのと　TEL 53-0216
時間：9:00 ～ 17:30　　休み：なし

　 　秀楽苑訪問看護ステーション　TEL 66-2086
時間：8:30 ～ 17:00　　休み：日曜・元日

相談支援事業所 日常生活相談、医療や福祉サービス等の情報提供、
電話相談、訪問支援などを行います。

❶さいこうえん障害者就業・生活支援センター
時間：8:30 ～ 17:30　休み：土・日曜、祝日　　送迎：なし
内容：職場見学同行、職場定着支援、社会資源利用の支援、事業主への支援等　 　
⓬ハローワーク七尾（公共職業安定所）
時間：8:30 ～ 17:15　　休み：土・日曜、祝日　　送迎：なし
内容：職業紹介、就業指導、求職申込みから就職後のアフターケアなど　 　
就労継続・就労移行 就労の機会や生産活動の機会を提供すると

ともに、一般就労に向けた支援をします。

　 　�シフト（就Ｂ） 
時間：9:00 ～ 16:00　　休み：土・日曜、祝日　　送迎：あり（応相談）
内容：部品組立、箱折り、清掃、一般就労への支援、配食、カゴ洗い

　 　❶青山彩光苑リハビリテーションセンター（移行）
時間：9:00～15:00　休み：土・日曜、祝日　送迎：あり（七尾駅⇔彩光苑）
内容：一般就労への支援、軽作業、清掃

　 　⓮青山彩光苑ワークセンター田鶴浜（就Ｂ）
時間：9:00 ～ 16:30　　休み：土・日曜　　送迎：あり(応相談)
内容：水耕(水菜･葉ねぎ)、花苗生産、箱折り、リサイクル作業など

生活介護 入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的
活動又は生産活動の機会を提供します。

　 　❶青山彩光苑ライフサポートセンター
時間：9:00 ～ 16:00　休み：土・日曜、祝日　　送迎：あり

　 　❸夢ういんぐ
時間：9:00 ～ 16:00　休み：土・日曜、祝日　　送迎：あり（応相談）

　 　⓯みのり園
時間：9:00 ～ 16:00　休み：日曜、祝日　　送迎：あり（応相談）

　 　⓴障害者支援施設つばさ
時間：9:00 ～ 16:00　休み：土・日曜、祝日　　送迎：あり

　 　�国立病院機構七尾病院
時間：8:35 ～ 17:00　休み：土・日曜、祝日　送迎：あり(要相談)

　 　�生活介護事業所にじ
時間：9:00 ～ 16:00　　休み：日曜　　送迎：あり　

ホームヘルパー 排泄、入浴介助、掃除・洗濯・食事等日常生活上
支援が必要な場合、ホームヘルパーを派遣します。

　 　ヘルパーステーションローレル　TEL 52-6014 居宅  重度  同行
時間：6:00 ～ 19:00　　休み：なし

　 　SOMPO ケア七尾　TEL 53-2250 居宅  重度  
時間：7:00 ～ 21:00　　休み：なし

　 　中能登町社協ヘルパーステーション　TEL 72-3087 居宅  重度  同行
時間：7:00 ～ 21:00　　休み：1/1

　 　ヘルパーステーション蒼葉　TEL 57-5301 居宅  重度  同行
時間：9:00 ～ 18:00　　休み：土・日曜

　 　ライフサポーター風のーと　TEL 57-5641 居宅  重度  
時間：8:00 ～ 17:00　　休み：なし

福祉ホーム 地域で「自立生活」を送るために、賃貸契約で
利用できるバリアフリー住宅です。

施設入所支援 入所する人に夜間や休日、入浴、排泄、食
事など日常生活上の支援を行います。

グループホーム 夜間や休日において、共同生活を行う住居
で相談や日常生活上の援助を行います。

ショートステイ 自宅で介護する人が病気等で介護が困難な場合、短期
間、施設で日常生活上の介護や支援を提供します。

生活訓練 地域生活等の支援が必要な知的・精神障害者に、自立し
た日常生活を営むために必要な訓練や支援を行います。

宿泊型自立訓練 生活訓練対象者に一定期間居住の場を提供して、家
事など日常生活能力向上のための支援を行います。

療養介護 医療が必要な方で常に介護が必要な方に、医療機関で
機能訓練や療養上の管理、看護、介護などをします。

⓯みのり園（就Ｂ）
時間：9:00 ～ 16:00　休み：日曜、祝日　　送迎：あり
内容：〔就Ｂ〕食品製造、リサイクル作業、ハーネス、箱折りなど
　　　〔移行〕一般就労への支援、食品製造、リサイクル作業など

　 　⓲障がい福祉サービス事業所　ゆうの丘（就Ｂ）
時間：9:00 ～ 16:00　休み：土・日曜、祝日　送迎：あり（応相談）
内容：箱折り、ハーネス、クッキー製造、しいたけなど

　 　⓳多機能型事業所ぱいんの家（就Ｂ）
時間：9:00 ～ 16:00　休み：日・月曜、祝日　　送迎：あり
内容：製菓、農作業、洗濯業務、ルアー作り、喫茶業務

　 　⓴障害者支援施設つばさ（就Ｂ）
時間：9:00 ～ 16:00　休み：土・日曜、祝日　　送迎：あり（応相談）
内容：パン、菓子、味噌製造、農場、リサイクル、喫茶店、軽作業

　 　�七施の杜みおや（就Ａ、就Ｂ）
時間：9:00 ～ 17:00　休み：日曜　送迎：就Ａ・応相談、就Ｂ・送迎あり
内容：繊維製品の検品、たたみ、袋詰め、軽作業など

　 　� Support for job えもる（就Ｂ）
時間：9:00 ～ 17:30　休み：土・日曜・祝日（土曜は月2回休み）　
送迎：あり（応相談）
内容：野菜の袋詰め、カキの種つなぎ、箱折り、ハーネスなど

　 　�なにかとワーク（就Ｂ）
時間：8:30 ～ 17:00　休み：原則 火・水曜・祝日　
送迎：あり（応相談）
内容：和倉温泉の清掃補助、ドレッシングづくり、市場業務、農作業、草

刈り、内職など

⓰ワーク＆ライフサポートピアハウス
内容：宿泊型自立訓練、生活訓練、ショートステイ

　 　⓱七尾更生園
内容：救護施設、グループホーム２ヶ所

　 　⓴障害者支援施設つばさ
内容：施設入所支援 、ショートステイ
内容：グループホーム３ヶ所

　 　�国立病院機構七尾病院
内容：療養介護、施設入所（主に重症心身障害児者）、ショートステイ（医療型）

　 　�ショートステイ事業所にじ
内容：生活自立にむけての支援

　 　◦みのり園　ひまわりホーム　TEL 53-7266
内容：グループホーム（男性のみ）

　 　◦共同生活援助事務所 スマイル・れんげそう・そよかぜ
TEL 58-3822　　内容：グループホーム８ヶ所、ショートステイ

　 　◦共同生活援助事業所 ともえ　TEL 57-5099
内容：グループホーム4 ヶ所

❶バリアフリーホーム　セェレーナ青山
内容：福祉ホーム

❶青山彩光苑ライフサポートセンター
内容：施設入所支援、ショートステイ

ししょょううががいいふふくくししママッッププ七尾市・中能登町
地域自立支援協議会

病　院 デイケア、作業療法、訪問看護

　 　�七尾松原病院　　休み：土 ･ 日曜、祝日　送迎：一部あり
【作業療法】時間：月、金曜9:45 ～ 11:45

　　　　　　内容：手工芸、レクリエーション、創作活動等支援、調理等の練習
【デイケア】時間：9:00 ～ 15:00【デイナイトケア】時間：8:30 ～ 18:30

　　　　　　内容：レクリエーション、運動、病気・ストレス学習、料理教室など

　 　❺公立能登総合病院 精神センター　休み：土・日曜、祝日　 送迎：なし
【作業療法】時間：月～金曜9:30 ～ 11:30、水曜13:30 ～ 15:30　　

　　　　　　内容：手工芸、ストレッチ、スポーツ、調理などのリハビリ
【デイケア】時間：9:00 ～ 15:00

　　　　　　内容：スポーツ、手工芸、健康教室、季節行事など

居宅 重度 同行居宅介護 重度訪問介護 同行援護

自立訓練 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を
行います。

　 　❶青山彩光苑リハビリテーションセンター
時間：9:00 ～ 16:00　　休み：土・日曜　　送迎：あり

　 　⓰ワーク＆ライフサポート ピアハウス
時間：9:00 ～ 16:00　　休み：日・月曜　　送迎：あり
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七尾市・中能登町地域自立支援協議会
障害の有無にかかわりなく、全ての住民が住み慣れた地域で互いに支え合い、
安心して元気に暮らせる地域の実現を目指しています。

■問合せ：七尾市健康福祉部 福祉課　TEL 53-8464/FAX 53-5990
　　　　　中能登町 長寿福祉課　　　TEL 72-3135/FAX 72-3794

ししょょううががいい
ふふくくししママッッププ

ななおし・なかのとまち

★ 相談支援事業所 ★
❶さいこうえんの
　　　障害者生活支援センター

〒926-0831
七尾市青山町ろ部22番地
TEL57-5161/FAX57-1531

❷相談支援事業所ピアサポートのと
〒926-0021
七尾市本府中町カ部36番地1
TEL54-0808/FAX54-0052

❸相談支援事業所つばさ
〒929-1604
中能登町能登部下93部21番地（夢ういんぐ内）
TEL/FAX72-3012

❹相談支援事業所ほうぷ
〒926-0852
七尾市小島町イ１番地１
大谷済美センター内
TEL58-6030/FAX58-6031

❺公立能登総合病院相談支援事業所
〒926-0816
七尾市藤橋町ア部６番地４
TEL52-8760/FAX52-8761

��相談支援事業所 なんでも
〒929-1721
中能登町井田れ部88番地
TEL76-0150/FAX76-0155

★ 行政相談窓口 ★
❻七尾市健康福祉部 福祉課

〒926-0811
七尾市御祓町1番地（パトリア内）
TEL53-8464/FAX53-5990

・子育て支援課
TEL53-8445

・健康推進課
TEL53-3624

❼七尾市社会福祉協議会
〒926-0811
七尾市御祓町1番地（パトリア内）
TEL52-2099/FAX53-4100

・七尾市地域包括支援センター
TEL53-5789/FAX53-4100

❽中能登町行政サービス庁舎
〒929-1692
中能登町能登部下91部23番地

・長寿福祉課
TEL72-3135/FAX72-3794

・高齢者支援センター
　（地域包括支援センター）
TEL72-2697/FAX72-3794

・健康保険課  子育て支援室
TEL72-3134/FAX72-3141

❾中能登町社会福祉協議会
〒929-1704
中能登町末坂2部57番地1

（保健センターすくすく内）
TEL74-2252/FAX74-2253

❿能登中部保健福祉センター
〒926-0021
七尾市本府中町ソ27番地9
TEL53-2482/FAX53-2484

⓫七尾児童相談所
〒926-0031
七尾市古府町そ部8番地1
TEL53-0811/FAX53-3669

⓬ハローワーク七尾
　　　　　（公共職業安定所）

〒926-0852
七尾市小島町西部2
七尾地方合同庁舎1F
TEL52-3255/FAX53-7106

★ サービス事業所 ★
❶・さいこうえん

　障害者就業・生活支援センター
 ・さいこうえんの
　障害者生活支援センター
TEL57-5161/FAX57-1531

・青山彩光苑
　リハビリテーションセンター

・青山彩光苑
   ライフサポートセンター

・バリアフリーホーム
   セェレーナ青山
〒926-0831
七尾市青山町ろ部22番
TEL57-3309/FAX57-1531

❸夢ういんぐ
〒929-1604
中能登町能登部下93部21番地
TEL/FAX72-3012

❹ほうぷ
〒926-0852
七尾市小島町イ1番地1
大谷済美センター内
TEL58-6030/FAX58-6031

⓮青山彩光苑
　　 　ワークセンター田鶴浜

〒926-2116
七尾市吉田町昭部6-1
TEL68-3112/FAX68-3215

⓯多機能型事業所 みのり園	  
〒926-0821
七尾市国分町セ部18
TEL53-7266/FAX52-9028

⓰ワーク＆ライフサポート
　　 　　　　　　ピアハウス

〒926-0021
七尾市本府中町ル部35番地1
TEL52-2055/FAX52-2185

⓱七尾更生園
〒926-0036
七尾市中挾町い部12番地
TEL57-3939/FAX57-3940

⓲障がい福祉サービス事業所
　　　　　　　　　　 ゆうの丘

〒926-0836
七尾市町屋町に部24番地
TEL/FAX58-3135

⓳多機能型事業所ぱいんの家
〒926-0045
七尾市袖ケ江町23番地2
TEL57-5544/FAX57-5549

⓴障害者支援施設つばさ
〒929-1717
中能登町良川け部71番地1
TEL74-2055/FAX74-2086

�七施の杜みおや
〒929-1635
中能登町高畠井部3番地
TEL/FAX77-2055

�あおば
〒926-0178
七尾市石崎町香島1丁目106番地1
TEL57-5521/FAX57-5302

�ひなたぼっこ
〒926-0855
七尾市小丸山台3丁目13番地2
TEL57-5950/FAX57-5951

�シフト
〒926-0021
七尾市本府中町ワ部36番地
TEL58-3515

�Support for job えもる
〒926-0804
七尾市生駒町32番地1
TEL/FAX57-5057

�サンフラワー
〒929-2231
七尾市中島町奥吉田1番地
TEL66-6010/FAX66-6299

�にじ
〒926-0833
七尾市旭町イ部104番1
TEL57-3220/FAX57-3210

�地域活動支援センターピアサポートのと
〒926-0021
七尾市本府中ワ部34番地
TEL58-5001

�なにかとワーク
〒929-1721
中能登町井田れ部88番地
TEL76-0150/FAX76-0155

★ 病　　院 ★
❺公立能登総合病院精神センター

〒926-0816
七尾市藤橋町ア部6番地4
TEL52-8760/FAX52-8761

�国立病院機構七尾病院
〒926-8531
七尾市松百町八部3-1
TEL53-1890/FAX53-5771

�七尾松原病院（精神科）
〒926-0021
七尾市本府中町ワ部5番地
TEL53-0211/FAX52-7650

★ 特別支援学校 ★
�七尾特別支援学校

〒926-8545
七尾下町己部54
TEL57-1244/FAX57-2967

令和４年３月作成

スマートフォン専用の無料アプリ「音声コード（Uni-
Voice）」を利用して、パンフレットの内容を「テキスト
表示」と「音声読み上げ」で見聞きすることができます。


