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２．居宅介護 

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、

行動援護、重度障害者等包括支援、 

移動支援） 
 

○居宅介護 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、

洗濯、掃除等の家事など、生活全般にわたる援助を行います。 

 

○重度訪問介護 

重度の障がいがあり、常に介護を必要とする方に対して、自宅を訪問し、

入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事など、生活全般

にわたる援助や外出時における移動中の介護を行います。 

 

○同行援護 

移動に困難を有する視覚障がいのある方が外出する際、本人に同行し、

移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、

本人が外出する際に必要な援助を行います。 

 

○行動援護 

行動に著しい困難を有する障がいのある方が、行動する際に必要な援護、

外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際

に必要な援助を行います。 

 

○重度障害者等包括支援 

特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援

護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。 

 

○移動支援 

屋外での移動が困難な障がいのある方に対して、医療機関の受診等必要

な外出を支援します。 



西方総合支所

都賀総合支所

東武金崎駅

野州大塚駅

家中駅

合戦場駅

岩舟総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

栃木駅

岩舟駅

新大平下駅
大平下駅

新栃木駅

野州平川駅

藤岡駅

栃木市役所

静和駅

栃木・大平地域
①グランツこむぎ
②フローラー
③ケアサポート石川
④栃木ケアサポートひまわり
⑤ピジョン真中栃木事業所
⑥栃木市社協
北部ヘルパーステーション

⑦さんぽ道
⑧このゆび☆とまれ
⑨SOMPOケア栃木吹上
⑩ピジョン真中大平事業所
⑪支援センターすぎのこ
⑫栃木市社協
南部ヘルパーステーション

居宅介護

都賀・西方地域
⑬ひまわり
⑭ひだまり
⑮にこぐさ

①

⑬

⑨

⑧

③
④

⑤

⑥

⑦

⑩⑪
⑫

⑭

⑮

②
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＜居宅介護事業所＞【栃木・大平地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■対象者

メール　kouwa-cares@cc9.ne.jp

居宅介護（身体介護　家事援助　通院介助）　重度訪問介護

■医療的ケア

月曜～金曜　8：00～17：00

栃木市

■受付日時

■福祉有償運送

年中無休　8：00～17：00　（※希望がある場合、7：00～21：00可　ご相談ください。）

■サービス内容

■受付日時

■職員配置

≪事業所概要≫

介護福祉士 5名　ヘルパー2級（初任者研修） 1名

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫

～共に安心できる毎日を～

個々のこだわりや、生き方を尊重しながらお客様ひ
とりひとりに合わせた支援を行います。自費サービ
スもございます。
詳しくはお問い合わせください。

居宅介護・重度訪問介護

328-015　栃木市万町6-11栃木グランドホテル3階八汐の間

TEL　0282-25-7388 FAX　0282-25-7320

ホームページ　http://vi-nus.com

①在宅ケア　グランツ　こむぎ

メール　vi-nus.komugi@outlook.jp

株式会社ヴィーナス

居宅介護、重度訪問介護の支給認定をされた方

なし

☑胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　☑たん吸引

≪事業所紹介≫【居宅介護・同行支援・移動支援】
貴方に笑顔が戻る介護サービス！

笑顔が実感できる介護を目標に、利用する方が、快
適に自立した生活が送れるよう、ヘルパー全員有資
格者による
サポートを行っています。
利用計画に沿った、きめ細かく質の高いサービスを
安心と信頼と共に提供しております！

光和ケアーズ有限会社

②訪問介護サービス フローラー

328-0042　栃木市本町17-9

TEL　0282-22-1362 FAX　0282-22-1365

年中無休（但し年末年始12月30日～1月3日を除く）　8時30分～17時30分

■サービス内容 居宅介護（身体介護　家事援助　通院介助 　通院等乗降介助）　同行援護　移動支援

■福祉有償運送
あり（利用料：基本料金2キロまで介護輸送390円・ケア輸送570円）　車両数 7台
車椅子・ストレチャー等の方の利用も可能！

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士 3名　実務者研修終了0名　初任者研修1名　ヘルパー1級 2名　ヘルパー2級 9名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

年中無休（但し年末年始12月30日～1月3日を除く）　9時00分～17時00分

栃木市　小山市　壬生町
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＜居宅介護事業所＞【栃木・大平地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■サービス提供日時

■事業実施エリア

栃木市（旧藤岡町を除く）壬生町　下野市　上三川町

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月～土（第1土、第3土）　9：00～18：00■受付日時

月～日　8：00～20：00（時間外においては相談を受け付けております）

■職員配置 看護師 1名　准看護師 2名　介護福祉士 4名　ホームヘルパー2級 15名

③有限会社 ケアサポート石川

328-0031　栃木市日ノ出町9-27

≪事業所紹介≫

■福祉有償運送

ホームページ　http://keaishi.net/

≪事業所概要≫

有限会社　ケアサポート石川
　当事業所は、昭和12年創業から日本臨床看護家
政協会として看護家政婦紹介所を運営し、介護福祉
士、看護師、准看護師、多数の登録ヘルパーが在
籍しております。
　利用者の皆様に真心を込めて安心安全な在宅生
活をサポートさせて頂きます。

TEL　0282-22-0902 FAX　0282-22-0912

なし

居宅介護（家事援助　身体介護　通院介助）　同行援護　重度訪問介護■サービス内容

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

【居宅介護・同行援護・重度訪問介護】

令和４年６月１日現在

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

≪事業所紹介≫【居宅介護同行援護・行動援護・重度訪問介護・移動支援】

　私たちは利用者の皆様の人権を尊重し、住み慣れ
た家や地域で安心してその人らしい生活が送れます
よう、満足できるサービスを提供いたします。また通
院の介助、付添い及び介護タクシー等行っておりま
す。ご利用をお待ちして
おります。

有限会社　栃木ケアサポートひまわり

④栃木ケアサポートひまわり 訪問介護事業所

328-0052　栃木市祝町12-9

TEL　0282-20-5006 FAX　0282-23-4873

メール　nohara12@violin.ocn.ne.jp

≪事業所概要≫

■職員配置　　　 介護福祉士 4名　ホームヘルパー2級 8名（同行援護及び行動援護初任者研修終了者含む）

■受付日時 月～金　8：30～17：30

月～土　8：30～18：00

栃木市

■サービス内容 居宅介護（家事援助　身体介護　通院介助）　同行援護　行動援護　重度訪問介護　移動支援

■福祉有償運送 あり（介護タクシー）

■医療的ケア □胃ろう　☑ｽﾄｰﾏ　☑在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引
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＜居宅介護事業所＞【栃木・大平地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■サービス提供日時

■事業実施エリア

≪事業所紹介≫【居宅介護・移動支援】

■受付日時 土日及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日と12月30日から1月3日を除く日

年中無休　8：00～17：00　（時間は相談可）

栃木市　壬生町

令和４年６月１日現在

■サービス内容 居宅介護（家事支援　身体介護　通院介助）　移動支援

■福祉有償運送 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者兼サービス提供責任者 1名　サービス提供責任者 3名　介護福祉士 14名　ヘルパー2級 18名

■対象者　　　　　　 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

私達は、介護サービスをお受け頂く方々のご満足
と、ご家族の負担軽減ができるサービス提供を目標
に、地域の中で安心して生活して頂けるよう自立支
援のためのお手伝いをさせて頂きます。

ピジョン真中株式会社

⑤ピジョン真中株式会社　栃木事業所

328-0075　栃木市箱森町50-15

TEL　0282-20-6175 FAX 0282-20-2271

ホームページ　http://pigeonmanaka.jp/

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　サービス提供責任者 ３名　居宅介護員 ２３名

■対象者 障害福祉サービス受給者証の交付を受けた方

≪事業所紹介≫【居宅介護・同行援護・移動支援】
　社会福祉法人栃木市社会福祉協議会が運営して
いる事業所です。
　ホームヘルパーをご自宅に派遣して、障害者総合
支援法に基づく身体介護や生活援助等のサービス
を提供いたします。
　いつまでもご自宅で、いきいきと暮らせるように、お
手伝いをさせていただきます。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑥栃木市社協北部ヘルパーステーション

　 328-0027　栃木市今泉町2-1-40

TEL 0282-51-2188 FAX 0282-51-2663

メール　zaitaku-tochigi@tochigishi-shakyo.or.jp

ホームページ　http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/

■受付日時 月曜日～金曜日　　午前8時30分～午後5時15分（祝日、12月29日～1月3日除く）　

日曜日～土曜日　午前7時～午後9時

栃木市　鹿沼市　壬生町

■サービス内容 居宅介護（身体介護 　家事援助　通院介助）　同行援護　移動支援

■福祉有償運送 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引
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＜居宅介護事業所＞【栃木・大平地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■サービス提供日時

■事業実施エリア

令和４年６月１日現在

■受付日時 月～金曜日　8：30～17：30

年中無休　7：00～22：00

栃木市及び近隣の区域

■サービス内容 居宅介護（家事援助　身体介護　通院介助）　行動援護　同行援護　重度訪問介護　移動支援

■福祉有償運送 あり　（出発～2kmまで300円　その後1kmにつき100円プラス）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士 2名　ヘルパー2級 4名

■対象者 知的、身体、精神障がい者　障がい児

≪事業所紹介≫【居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援】

当事業所は自立への一助に繋がるよう、利用者の
方と一緒に『考えること』『行動すること』を基本に
サービスの提供を行っています。
『ベテランヘルパーによるきめ細かな対応』や『男性
ヘルパーが必要な場面』などお気軽にご相談下さ
い。
可能な限りお手伝いさせて頂きます。

社会福祉法人　あゆみ園

⑦さんぽ道

328-0067 栃木市皆川城内町333-2

TEL　0282-31-1755 FAX　0282-31-2919

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士 2名　ホームヘルパー2級 6名　※男性ヘルパー在籍

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

≪事業所紹介≫【居宅介護・同行援護・重度訪問介護・移動支援】
栃木市皆川城址公園・皆川公民館近くの事業所で、
障害福祉サービスは、ご利用の方のご希望に添っ
て介護サービス計画を作成し、ご家族、その関係機
関・事業所と連携にて支えます。
このゆび☆とまれには、男性ヘルパーが在籍してお
りますので身体介護においては同性介助を基本とし
ています。

特定非営利活動法人　このゆびとまれ

⑧このゆび☆とまれ

328-0067　栃木市皆川城内町1974-3

TEL　0282-22-5380 FAX　0282-22-5384

メール　konoyubi-tomare@tmt.ne.jp

フェイスブック　＠konoyubitomare.tothigi

■受付日時 月～金曜日 9時30分～16時30分

12月29日～翌年1月3日を除く毎日（日曜祝日、臨時休業除く）

栃木市

■サービス内容 居宅介護（家事援助　身体介護　通院介助）　同行援護　重度訪問介護　移動支援

■福祉有償運送 あり（1キロ 100円）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引
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＜居宅介護事業所＞【栃木・大平地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■サービス提供日時

■事業実施エリア

≪事業所紹介≫【居宅介護・重度訪問介護】

■受付日時 月～金（祝祭日・年末年始12月29日～1月3日を除く）

365日　（提供可能時間　8：00～19：00）

栃木市

令和４年６月１日現在

■サービス内容 居宅介護（家事援助、身体介護、通院介助）、重度訪問介護

■福祉有償運送 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士 10名　ヘルパー2級 2名　（計：12名）

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　難病等対象者

生活のさまざまなシーンで介護サービスを提供します。
ご利用者さまが、住み慣れたご自宅での生活が継続
できるように、暮らしに必要なお手伝いをします。

ＳＯＭＰＯケア株式会社

⑨ＳＯＭＰＯケア 栃木吹上 訪問介護

328-0125　栃木市吹上町166-1

TEL　0282-30-1381 FAX　0282-30-1382

メール　tochigifukiage11@sompocare.com

ホームページ　https://www.sompocare.com

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者兼サービス提供責任者 1名　サービス提供責任者 2名　介護福祉士 6名　ヘルパー 10名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

≪事業所紹介≫【居宅介護】
私達は、介護サービスをお受け頂く方々のご満足
と、ご家族の負担軽減ができるサービス提供を目標
に地域の中で安心して生活して頂けるよう自立支援
のためのお手伝いをさせて頂きます。

ピジョン真中株式会社

⑩ピジョン真中株式会社　大平事業所

329-4404　栃木市大平町富田376-8

TEL　0282-28-6197 FAX　0282-28-6198

ホームページ　http://pigeonmanaka.jp

■受付日時 土日及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日と12月30日から1月3日を除く日

年中無休　8：00～17：00　（時間は相談可）

栃木市　小山市　野木町

■サービス内容 居宅介護（家事支援　身体介護　通院介助）　移動支援

■福祉有償運送 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引
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＜居宅介護事業所＞【栃木・大平地域】

■サービス提供日時

■サービス提供日時

■事業実施エリア

≪事業所紹介≫【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護】
 ・住み慣れた地域で、安全で安心かつ快適な生活
を送ることができるよう、関係各機関と連携を図りな
がら一人一人のニーズに合わせた丁寧な支援を提
供いたします。
・経験豊富なヘルパー
により、きめ細やかな
質の高いサービスを
提供し、「自立」への
お手伝いをいたします。

社会福祉法人すぎのこ会

⑪支援センターすぎのこ

329-4405　栃木市大平町西山田1198

メール　m2-soudan@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士 7名　ホームヘルパー1級 1名　ホームヘルパー2級 6名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　視覚障がい者　障がい児

■サービス内容

■福祉有償運送 あり　（1キロ　150円）

■受付日時 月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分（祝日、12月29日～1月3日除く）

日曜日～土曜日　午前7時～午後9時

≪事業所紹介≫【居宅介護・同行援護・移動支援】

■受付日時 月～金　9:00～17:00（時間外においては緊急時等相談に応じます）

毎日　8:00～19:00

栃木市

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

TEL　0282-25-6926 FAX　0282-43-6801

■事業実施エリア

居宅介護（家事援助、身体介護、通院介助）、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援

栃木市

令和４年６月１日現在

■サービス内容 居宅介護（身体介護　家事援助　通院介助）　同行援護　移動支援

■福祉有償運送 なし

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　サービス提供責任者 3名　居宅介護員  23名

■対象者 障害福祉サービス受給者証の交付を受けた方

　社会福祉法人栃木市社会福祉協議会が運営して
いる事業所です。
　当事業所では、資質向上に励み、柔軟性のある明
るい介護を目指しております。利用者様一人ひとり
に寄り添い、まごころこもったお手伝いをさせていた
だきます。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑫栃木市社協南部ヘルパーステーション

329-4415　栃木市大平町真弓1396

TEL 0282-45-2941　FAX 0282-43-0555

メール　zaitaku-ohira@tochigishi-shakyo.or.jp

ホームページ　http://www.tochigishi-shakyo.or.jp/

21

mailto:m2-soudan@suginokokai.or.jp
http://suginokokai.or.jp/


＜居宅介護事業所＞【都賀・西方地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■サービス提供日時

■事業実施エリア

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【居宅介護・重度訪問介護】

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　サービス責任者 1名　ヘルパー 11名

■対象者 原則として介護給付費の支給決定を受けた方が対象

栃木市都賀町にあります老人福祉サービス（特別養護老
人ホームひまわり）が母体の施設です。当法人理念であ
る¨地域の人々と共に自分らしく生きる¨の言葉通り、旧都
賀町、旧西方町、旧栃木市内で生活されているお年寄り
や障がいのある方への支援を行っております。

サービス部門の方針として…
①1日1日のしあわせの提供。
②お一人おひとりの馴染みの生活を大切に支援を行いま
す。
③日々の生活を大切に、ともに喜びを見つけていきましょ
う。
という思いでサービスを提供させていただいております。

社会福祉法人　スイートホーム

⑬ヘルパーステーションひまわり

328-0103　栃木市都賀町原宿1424-1

TEL　0282-29-3232 ＦＡＸ 　0282-27-0294

メール　sweethome@cc9.ne.jp

ホームページ　http://www.tochigi-himawari.jp

■受付日時 営業日　月曜日～日曜日　年末年始は除く　8時30分～17時30分

月曜日～日曜日　7時～22時

旧都賀町　旧西方町　旧栃木市

≪事業所紹介≫【居宅介護】

■サービス内容 身体介護（入浴　排泄　着脱　通院等）　家事支援 移送サービス（福祉有償運送許可事業者）

■福祉有償運送 あり　 （1キロ 130円）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士１名　ヘルパー2級３名

■対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑭居宅介護事業所ひだまり

328-0102　栃木市都賀町富張255-1

TEL　0282-91-1511 FAX　0282-21-7225

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

■受付日時 月～金曜日　8時30分～17時30分

月～日（無休）　24時間対応可

栃木市全域

■サービス内容

■福祉有償運送 あり　（1キロ 100円）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

居宅介護（家事援助　身体介護　通院介助）　同行援護　重度訪問介護　移動支援
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＜居宅介護事業所＞【都賀・西方地域】

■サービス提供日時

■事業実施エリア

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■受付日時 8時～18時　（時間外の受付も行っております。）

年中無休（年末年始のみ5日間休み）　提供時間　7時～19時（時間外も希望により行います。）

栃木市　鹿沼市　宇都宮市　日光市　下野市　小山市　壬生町

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 介護福祉士 3名　ホームヘルパー2級 1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

■サービス内容 居宅介護（家事援助　身体介護　通院介助）　重度訪問介護

■福祉有償運送 なし

≪事業所紹介≫【居宅介護・重度訪問介護】
　ご利用者の皆様又、ご家族の方に「にこやかに毎
日を過ごしていただく」を基本理念に、お客様の可能
な限りその居宅においてその能力に応じ、自立した
生活を営むことが出来るよう、また、その人の持って
いる価値観が満足できるよう、お客様の選択に基づ
き訪問介護サービスを提供させていただいておりま
す。

男性ヘルパーがおりますので希望により対応いたし
ます。

有限会社　ワイド企画

⑮にこぐさ障害福祉サービス事業所

328-0102　栃木市都賀町富張999-1

TEL　0282-91-1160  FAX　0282-91-1161

メール　waido@mpd.biglobe.ne.jp

ホームページ　http://www7b.biglobe.ne.jp/~waidonikogusa/
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