


２ 障がい福祉サービス事業所
平成24年4月1日現在（単位：人）

施設の種類 指定事業所名 市町名 定員
多機能型事業所清和ワークキャンパス 四日市市 25

障害者自立支援施設たんぽぽ 四日市市 35

指定生活介護事業所 サクラノ園 四日市市 33

指定生活介護事業所 南部サクラノ園 四日市市 7

コミュニティハウス・オレゴン 四日市市 24

ゆったりクラブ 四日市市 6

あおぞらワーク 四日市市 24

サポートセンターあいぷろ 四日市市 10

オンリーワン 四日市市 13

わかたけ萩の里 四日市市 40

ブランチ スプリング 四日市市 10

「風の家」 四日市市 10

ぷらま 四日市市 20

桑名市障害福祉サービス桑名福祉センター 桑名市 13

桑名市障害福祉サービス多度すこやかセンター 桑名市 8

障がい者サポートセンター のぞみの里 桑名市 20

夢の風 桑名市 20

広陽園 桑名市 20

生活介護事業所 あじさいの家 いなべ市 6

山郷重度障害者生活支援センター いなべ市 14

いなべ市障害者活動支援センター いなべ市 30

たんぽぽ作業所 いなべ市 20

ふじわら作業所 いなべ市 30

生活介護ステーションＴＯＩＮあーち 東員町 20

ワークセンターひのき 菰野町 30

イーエスクレヨン 菰野町 20

グリーンランド 菰野町 34

よつばの里 川越町 20

障害者支援施設 エビノ園 四日市市 77

指定障害者支援施設 聖母の家 四日市市 80

障害者支援施設 小山田苑 四日市市 80

垂坂山ブルーミングハウス 四日市市 40

清和苑 四日市市 40

障害者支援施設 くわのみ 桑名市 40

あさけ学園 菰野町 40

障害者支援施設 菰野聖十字の家 菰野町 60

指定自立訓練（生活訓練）事業所 かすみヶ浦ブルーミングハウス 四日市市 20

手作り工房あゆみ 四日市市 6

みどりの家 日永 四日市市 10

みどりの家 河原田リサイクルセンター 四日市市 10

かすみヶ浦ブルーミングハウス 四日市市 20

みのり工房 四日市市 10

障碍者ＩＴカレッジ四日市 四日市市 10

就労移行・継続B型 来未－KURUMI－ 桑名市 6

ブランチ スプリング 四日市市 10

ユーユーハウス 四日市市 20

サルビア 四日市市 20

ジョブズ四日市 四日市市 20

アネラ四日市 四日市市 20

オーク 四日市市 20

ふたば 四日市市 20

四季 四日市市 20

サンシグリーンサポート 四日市市 10

ジョブズ塩浜 四日市市 20

障碍者ＩＴカレッジ四日市 四日市市 10

ひまわり 桑名市 20

 就労継続支援Ａ型すずらん農園 桑名市 20

手作り工房あゆみ 四日市市 30

みのり工房 四日市市 30

あおぞらワーク 四日市市 36

指定就労継続支援 みどりの家 河原田リサイクルセンター 四日市市 10

 （B型）事業所 おのえ作業所 四日市市 20

日永福祉作業所 四日市市 15

作業所来夢 四日市市 20

サポートセンターあいぷろ 四日市市 10

オンリーワン 四日市市 12

指定生活介護事業所

指定施設入所支援事業所

指定就労移行支援事業所

指定就労継続支援
  (Ａ型)事業所

－59－ 



平成24年4月1日現在（単位：人）

施設の種類 指定事業所名 市町名 定員
ブランチ スプリング 四日市市 20

みはま作業所 四日市市 12

障害者自立支援施設 あさけワークス 四日市市 20

障害者自立支援施設 共栄作業所 四日市市 37

フェア・ワークスＴＲＥＳ 四日市市 17

フェアワークス 下野 四日市市 17

わかば共同作業所 四日市市 20

らふかっと 四日市市 20

多機能型事業所清和ワークキャンパス 四日市市 10

就労移行・継続B型 来未－KURUMI－ 桑名市 14

夢工房 桑名市 20

みのり作業所 桑名市 20

デリカ工房「くわのみ」 桑名市 14

千姫 桑名市 20

ワークショップみらい 桑名市 14

バオバブの樹 桑名市 20

広陽園 桑名市 10

指定就労継続支援 障害者サポートセンターのぞみの里 桑名市 40

いなべ市障害者活動支援センター いなべ市 10

麺工房「はな」 いなべ市 10

（B型）事業所 きのこの森 いなべ市 20

たんぽぽ作業所 いなべ市 20

ふじわら作業所 いなべ市 10

あじさい いなべ市 20

木曽岬町さくら作業所 木曽岬町 10

ＴＯＩＮいずみ 東員町 20

ひなたくらぶ 東員町 20

ワークセンターひのき 菰野町 10

菰野町わかば作業所 菰野町 30

障害者就労継続支援事業所「にじ」 菰野町 20

朝日町ひまわり作業所 朝日町 15

川越町くろがね作業所 川越町 15

ワークセンターよつばの里 川越町 20

障害者相談支援センター ソシオ 四日市市 -

HANA 四日市市 -

指定相談支援 相談支援事業所「ブルーム」 四日市市 -

相談支援事業所陽だまり 四日市市 -

いなべ市社協相談支援事業所 いなべ市 -

アジサイ いなべ市 -

障害福祉サービス事業所「ブルーミング」 四日市市 43

聖母の家ホーム 四日市市 45

わかたけホームすまいる 四日市市 11

コミュニティセクション共同生活住居 四日市市 32

ＣＨ 四季の里 四日市市 90

共同生活援助事業所共同生活介護事業所しらとりホーム 四日市市 8

富田ハウス 四日市市 4

清和ホーム 四日市市 7

オレンジライフ 四日市市 4

Ｇ＆Ｃホームつうきん 四日市市 20

グループホームあやめ 桑名市 29

ケアホーム つばさ 桑名市 10

てまり花 いなべ市 20

なでしこ１ いなべ市 10

なでしこ２ いなべ市 10

なでしこ３ いなべ市 6

一体型指定共同介護等事業所 高柳ホーム 東員町 4

ゆきわり草第１ 東員町 4

ゆきわり草第２ 東員町 4

つくしの家 東員町 4

つくしの家第２ 東員町 7

ケアホーム・グループホームＴＯＩＮ 東員町 20

あさけホーム 菰野町 21

ケアホーム さとなか 川越町 10

グループホーム
・ケアホーム
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