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○生活介護 
主に昼間、施設などで、常に介護を必要とする方に対して、入浴、排せ

つ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助

言その他の必要な日常生活上の支援のほか、身体機能や生活能力の向上の

ために必要な援助を行います。 
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】

　お花見外出やクリスマス会などの季節の行事や、地元にある飲食店からのテイクアウトなど、皆さんでより楽しい

　生活が送れるよう支援させていただきます。

■送迎サービス あり（栃木市内に限る。医療的ケアのある方は、ご相談となります）

■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

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30

■みんなで楽しく！

　生活介護利用者、通所介護利用者と合同で、「生きがい活動　つばさ工房」に取り組んでいます。

　皆さんで草木染めを作り、出来上がった作品は、毎週第3木曜日の「やまと地域交流市」で販売しています。

≪事業所概要≫

■職員配置 介護職員 2名　作業療法士 1名　看護師 1名

■対象者 生活介護の支給決定を受けた方

■利用定員 15名（通所介護利用者と合算）

■利用料 給食費 1食 350円（食事提供加算対象者は230円）　おやつ代 1回 50円　入浴費 1回 200円（一人週3回まで）

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

■“共生型”生活介護
　やまとの「通所介護」事業所に、「生活介護」が加わりま
した。従来の介護保険事業と、新しく加わった障がい福祉
サービスが、同じ空間で「共生」していきます。
家庭的な温かい雰囲気の中で、年齢や障がいを越えた関
わりを通じ、共生する楽しさや喜びを味わっていただきま
す。また、併設されている児童施設との交流も行っていま
す。

月～金曜日　8：30～17：30■営業日、時間

≪事業所紹介≫【共生型生活介護】

②共生型生活介護事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

TEL　0282-28-63７5 FAX　0282-22-0555

☑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

給食費 1食 350円（食事提供加算対象者は230円）　入浴費 1回 200円（一人週3回まで）

5名

メール　yamato@suginokokai.or.jp

■機能維持向上訓練

　　作業療法士を配置し、身体機能・生活能力の維持向上のための訓練を行います。

　　日々の活動の中に、心身の特性に応じた楽しみながらできる訓練を取り入れます。

■生活活動

　　「生きがい活動」や、児童・地域住民との交流、「紫陽花鑑賞」や「紅葉狩り」などの季節に合わせた活動を行います。

社会福祉法人　すぎのこ会

社会福祉法人　すぎのこ会

≪活動内容など≫

≪活動内容など≫

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫
■やまとの生活介護
　やまとは、重度重複障がい者の方々を対象とした定員
5名の小さな事業所です。生活支援員、療法士、看護師が
チームとなりサポートを行っています。個性を生かし、身体
機能の維持を目的としながら、一人ひとりの「できること」
「得意なこと」を発揮していただく「生きがい活動　つばさ工
房」を日課に取入れ、フェルトボール、ビーズ、ボタンを
使った作品を利用者のみなさんと一緒に製作しています。

FAX　0282-22-0555

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

①生活介護事業所 やまと

メール　yamato@suginokokai.or.jp

【生活介護】

≪事業所概要≫

328-0015　栃木市万町27-9

TEL　0282-28-6385

■送迎サービス あり（栃木市内に限る。医療的ケアのある方は、ご相談となります）

生活支援員 2名　作業療法士 1名　看護師 2名　医師 1名■職員配置

■対象者

■利用定員

■利用料

生活介護の支給決定を受けた重度重複障がい者（障害支援区分6）

■医療的ケア
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】

FAX　0282-25-1575

メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.umagurinosato.com/

①レクリエーション活動 ： ストレッチ、ちぎり絵、とんとん染め、散歩等を実施しています。
②軽作業活動 ： 木工作業、菓子作業、受注作業に半日従事しています。
③その他の活動 ： トライビクス（月1回）、栃木市社協が実施している地域活動（オレンジカフェ）に参加してい
ます。県の保健衛生事業団による健康診断、インフルエンザの予防接種（希望者）、健康面に配慮する利用者
に対しては減塩・減量メニューの提供　等

令和4年6月1日現在

■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(兼務)　サービス管理責任者 1名（兼務）　生活支援員 2名　看護師 1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

≪事業所紹介≫【生活介護】
ゆーあい工房では体力の維持向上のプログラムを
行っているのが特徴です。毎日、ストレッチをして身
体をほぐし、賑やかに楽しく活動しています。また、
生産活動の機会もありますので、工賃が支給されま
す。
　　また、土日祝日等を利用して月に1回程度行事を
実施し余暇の充実を図っています。

社会福祉法人　うまぐりの里

③ゆーあい工房

328-0033　栃木市城内町2-62-14

TEL　0282-25-4001

■送迎サービス あり（指定待合場所までの送迎可）

■営業日、時間 月～金曜日（年間カレンダーあり）　9：00～16：20

≪活動内容など≫

生活支援員 2名　看護師 2名

■対象者 知的障がい者（身体障がい者　精神障がい者）

■利用定員 14名

■営業日、時間 月～金　9：00～16：00　毎月土曜日1回～3回程度　9：00～13：00又は～16：00（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫
1　生産活動
①ボールペンの組立等の軽作業　②さをり織り等の自主製品作業
③パソコンを使った印刷物やホームページの作成等のPC作業　④不定期作業（農作業、自動販売機管理作業等）
2　レクリエーションや月1回～3回程度の社会参加活動
①毎月の誕生会や季節の行事（ひな祭り、七夕、クリスマス会等）　②各種調理体験や体育館でのスポーツ、ショッピング
やランチ等の外出、等　　【行事等はコロナウィルス感染予防をしつつ、少しずつ再開しています。（令和4年6月時点）】

≪事業所紹介≫【生活介護】
 わらしべの家では「夢・笑顔」をキーワードに生産活
動を中心とした様々な活動を行っています。平日は
作業に取り組み、週末はスポーツやショッピング、調
理体験などの社会参加活動を実施し、メリハリをつ
けて日々の生活を楽しんでいます。
見学等、大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください
♪

社会福祉法人　わらしべの里

■利用定員 15名

■利用料 食費 1食 628円（食事加算対象者 328円）

≪事業所概要≫

■職員配置

④わらしべの家

328-0011　栃木市大宮町2708-3

TEL　0282-27-1627 FAX　0282-27-1675

メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.warashibenosato.com/

■利用料 食費 1食 281円　旅行等行事参加費 実費

■送迎サービス あり（乗降場所や乗降時間については個別相談となります。）

■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

社会福祉法人わらしべの里
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

【生活介護】

社会福祉法人　あゆみ園

⑤すてっぷ

328-0012　栃木市平柳町1-15-11

TEL　0282-25-5030 FAX　0282-25-5031

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

■対象者

≪事業所紹介≫
すてっぷでは『のんき　こんき　げんき』を合い言葉
に、利用者の皆さんが、毎日楽しく元気に活動でき
るよう、生活支援・余暇活動・軽作業を支援していま
す。市内の社会資源を活用した活動を行い、地域貢
献活動とし、近隣のゴミ拾い等をおこなっています。

生活支援員 5名以上　看護師 1名（兼務）

知的、身体障がい者 ※但し、当事業所の設備等で安全に支援ができる範囲

☆機能訓練：　散歩、室内運動等
☆軽作業：　鯉のえさ作り、資源回収、いちごの箱折り（12月～6月）等
☆その他：　年間行事に基づきグループ別旅行（日帰り、一泊）
　　　　　　　　季節の行事（納涼祭、運動会、クリスマス会、餅つき等）
　　　　　　　　おやつ外出、地域の清掃（月2回）等

≪事業所紹介≫【生活介護】
あゆみでは、利用者様が楽しく活動に参加していた
だく事を第一に考え、主となる生活支援のほか、
様々な余暇や行事を活動に取り入れていきます。
また、「のんき　こんき　げんき」を合言葉に、地域に
根ざした福祉の拠点として“あゆみ”続けて行きま
す。

社会福祉法人　あゆみ園

⑥あゆみ

328-0067　栃木市皆川城内町333-2

■利用料 昼食代 620円（食事提供加算対象者 320円）　その他 行事参加費等は実費

■送迎サービス あり 　送迎バス指定停留所での乗降

■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

■職員配置 生活支援員7名以上　看護師 1名（兼務）

■対象者 知的、身体障がい者 ※但し、当事業所の設備等で安全に支援ができる範囲

■利用定員 20名

TEL　0282-31-1755 FAX　0282-31-2919

メール　ayumien@ayumien.or.jp

■営業日、時間 月～金曜日　9：00～15：30 （年間行事により土、日曜日の営業あり）

≪活動内容など≫

機能訓練として近隣を散歩したり、レクリエーション要素を
取り入れた軽運動を実施しています。また作業活動として
紙製品や廃油石けん作りなどの軽作業に参加していただく
他に、資源回収などの活動も実施しています。
その他、グループでの外出や季節行事（納涼祭やクリスマス
会）等の余暇活動も実施しています。

■利用定員 20名

■利用料 昼食代 640円（食事提供加算対象者 340円）　その他 行事参加費等は実費

■送迎サービス あり　送迎場所については要相談

■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

■営業日、時間 月～金曜日　9：00～15：30 （年間行事により土、日曜日の営業あり）

≪活動内容など≫

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

≪事業所概要≫
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】

■営業日、時間

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【生活介護】

■職員配置 生活支援員 10名　看護師 1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

「生活介護事業所　このゆび☆とまれ」は、自由な時
間を過ごして頂き、ご利用の方がのんびり、楽しく訓
練を行う癒しの事業所です。
ホールには、大きなベンジャミンの木があり、ゆった
りとしたBGMを流し心と体のケアを考えています。

特定非営利活動法人　このゆびとまれ

⑦生活介護事業所 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

≪事業所概要≫

■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

■営業日、時間 月～金曜日　9時30分～15時30分

≪活動内容など≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食 200円　入浴経費 100円　その他イベント等

■送迎サービス あり(自宅までの送迎可、※基本30分圏内)

■ ご利用の方に合わせた訓練や活動を中心に行っています。
　　体操・散歩・入浴・創作活動・余暇活動等
■ 月1回のランチ会・イベントや季節行事なども行っています。

≪事業所紹介≫【生活介護】
・余暇の活動内容については活動の種類を増やし
「利用者・職員が共に楽しむ」をテーマにしています。
・入浴、排泄や食事の介助、創作的活動または生産
活動の貴下の提供を行ないます。また、身体機能や
生活能力の向上のために必要な援助をします。
・利用者１人ひとりの個性に寄り添った支援をしま
す。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑧あすなろ

328-0068　栃木市大皆川町572-2

TEL　0282-20-8338 FAX　0282-24-3368

メール　asunaro@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■利用定員 20名

■利用料 食費１食:230円　入浴費:200円　おやつ代:50円　行事費:実費

■送迎サービス あり（栃木市の自宅又は指定待合場所までの送迎可

≪事業所概要≫

■職員配置 看護職員１名　生活支援員４名以上　医師２名

■対象者 障がいの種類は問わない

≪活動内容など≫
①軽運動　ウォーキング、ランニング、ボールプール
②制作活動　季節を感じることのできる制作
③余暇活動　足浴、スヌーズレン、美容教室、ＤＶＤ鑑賞、ピアノ鑑賞、アロママッサージ
④季節ごとの行事　毎月の誕生会、調理実習、ハロウィン、クリスマス会など
⑤営業日は毎日入浴希望者を対象に入浴を実施

■食事提供 昼食のみあり

■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～金曜日　8:30～17:30
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【生活介護】

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 3名　看護職員 1名　医師 2名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者　

　生活に必要な支援と作業をバランスよく提供し、社
会活動に参加する意識を醸成させつつ、楽しみなが
ら活動できる事業所です。
　広い遊戯棟が設備されているため、天候に関わら
ず、 思い切り身体を動かすことができます。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑨あすひ

328-0125　栃木市吹上町571

TEL　0282-21-7101 FAX　0282-21-7102

メール　asuhi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http：//www.suginokokai.or.jp/

■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

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30

≪活動内容など≫

■利用定員 10名

■利用料 入浴 200円　食費（食事提供加算対象者） 230円　おやつ 50円

■送迎サービス あり(栃木市内であれば自宅まで送迎可　※要相談）

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者兼サービス管理責任者 1名　生活支援員 8名　看護師 1名　医師（嘱託） 1名

■対象者 知的障がい者　精神障がい者　身体障がい者

＊生産活動（作業）・医療用スポイトのバリ取り、アルミ缶つぶし、箱折りを行っています。
　
＊軽運動・・・・・・・・・ウォーキングや遊戯棟でのボール遊びなど1人1人に必要な運動を行っています。

＊行事・・・・・・・・・・・調理実習や季節を感じるイベント等、楽しむことのできる日を設けています。

≪事業所紹介≫【生活介護】
　障がいのある方々が、地域で豊かな生活が営めるよ
うに一人ひとりの障がい特性や相性等をしっかりと理
解し、それにあった活動を実施していくことで、日常生
活に充実感をもっていただけるよう支援を実践していき
ます。
　また、事業所の場所が栃木市郊外ということで、環境
面での最高の立地条件、そして一般住宅を改修した事
業所ということもあり、とてもアットホームな雰囲気で
す。そんな環境において穏やかに日中活動が過ごせる
よう併せて支援を行っていきます。

社会福祉法人　すぎなみき会

⑩梅のはな

328-0204　栃木市梅沢町958-11

TEL　0282-31-3235 FAX　0282-31-3236

メール　mitusmine@space.ocn.ne.jp

ホームページ　https://suginamikikai-tochigi.com/

■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

■営業日、時間 月～土曜日　9：00～16：00　年末年始除く

≪活動内容など≫

■利用定員 20名

■利用料 食事代（食事提供加算対象者 230円）

■送迎サービス あり（自宅まで）

　・機能訓練 … 散歩、屋外運動、体操等
　・生産活動 … 軽作業(ポンプ解体・ボールペンの組み立て他)、清掃作業、農園芸活動等
　・創作活動 … 貼絵、折り紙、小物製作等
　・レクリエーション … カラオケ、ゲーム、ドライブ、音楽活動、書道クラブ、毎月の誕生会
　・そ の 他 … 地域の環境整備、必要に応じての食事、排泄等の支援
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　サービス管理者 1名　生活支援員 15名　看護師 2名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者

≪事業所紹介≫【生活介護】
　なすびの里の法人名は【茄子の花と親の意見は千に
一つも徒はない】ということわざから名づけられました。
茄子に花が咲くと、全て実が成るように、この世の中に
無駄なものは一つもない、という思いが込められていま
す。
　生活介護事業では、レクリエーション活動の提供とと
もに、軽作業や園芸活動などにも取り組み、役割を持
つ事で、自信を持った生活が送れるよう支援していきま
す。また、歩行訓練やストレッチなど、看護師による個
別の機能訓練も実施しています。

社会福祉法人　なすびの里

⑪ゆうの家事業所（多機能型事業所）

328-0003　栃木市大光寺町347-2

TEL　0282-29-6111 FAX　0282-29-6113

メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

ホームページ　www.nasubi.or.jp

■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

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30　（土日祝日は休業。　また、施設年間カレンダーに沿って夏季、冬季休業があります）

≪活動内容など≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 希望者に提供　1食 310円　入浴費 1回 200円

■送迎サービス あり　1回 100円 ※送迎場所（ご自宅、バス停等）については、送迎ルート等を勘案して決定します。

■職員配置 管理者 1名 サービス管理責任者 1名 生活支援員 6名 看護師 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者

①ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動：ｻｯｶｰ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞなど体を動かすものから映画鑑賞など様々なﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施しています。
②軽作業：封書作業、缶入れ業務委託、小物作り等。
③創作活動：絵画や小物作りなど季節を感じられる取り組みや、創作した作品はなすび食堂で展示発表も行っています。
④音楽レク：月2回、音楽療法士による音楽レクを実施しています。
⑤その他：必要に応じ、食事・排泄・入浴支援、また機能訓練を実施しています。
その他の活動として、利用者自治会を中心とした成人を祝う会、旅行、施設祭りやｸﾘｽﾏｽ会などの施設行事を実施。

≪事業所紹介≫【生活介護】
　なすびの里の法人名は【茄子の花と親の意見は千に
一つも徒はない】ということわざから名づけられました。
茄子に花が咲くと、全て実が成るように、この世の中に
無駄なものは一つもない、という思いが込められていま
す。
　あいのいえでは、軽度、重度障がいを問わずに働く
意欲を尊重し、作業中心の活動を行っています。また、
リフレッシュする時間も設けています。サークル活動で
は四季の行事や誕生会、屋外活動として、園芸活動、
散歩などにも取り組んでいます。

社会福祉法人　なすびの里

⑫あいのいえ

328-0003　栃木市大光寺町347-1

TEL　0282-21-8904 FAX　0282-21-8905

メール　ainoie@cc9.ne.jp

ホームページ　www.nasubi.or.jp

①軽作業活動　　ペンのケース入れ
②サークル活動　屋内では、四季の行事、誕生会、イベントに向けた創作活動やアクセサリ―作り、映画鑑賞等を実施。屋
外ではバトミントン、サッカー、縄跳び、散歩等を実施（基本、好きなサークルに参加）
③園芸活動　　季節に応じた野菜や植物の栽培を実施
④その他　　必要に応じ、食事・排泄・歯磨き、入浴支援を実施します。
■その他の活動　利用者自治会を中心とした成人を祝う会、旅行の実施。施設祭りやクリスマス会などの施設行事の実
施。

令和４年６月１日現在

■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

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30　（土日祝日は休業。　また、施設年間カレンダーに沿って夏季、冬季休業があります）

≪活動内容など≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食 310円（希望者に提供）　入浴費 1回 200円

■送迎サービス あり　1回 100円 　※送迎場所（ご自宅、バス停等）については、送迎ルート等を勘案して決定します。

≪事業所概要≫
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【生活介護】
　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘（通所サービス）
では、利用者様の障害に合わせた食事の提供及び介助
の実施や職員付き添いの中での安心安全な入浴支援。ご
本人の能力に合わせた排泄支援（トイレ誘導やオムツ交
換）を実施しています。その他、四季折々の行事（施設や
法人全体行事）を計画しています。行事開催日に生活介
護を利用された際は、施設入所利用者と共に行事へ参加
することができます。
※新型コロナウイルスの影響により、行事等を見合わせる
場合が御座います。予めご了承下さい。

社会福祉法人　星風会

⑭悦山荘

328-0004　栃木市田村町928

TEL　0282-27-4731 FAX　0282-27-4734

メール　syougaisienetuzan@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

≪事業所紹介≫【生活介護】

■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

■営業日、時間 月曜日～金曜日　8時45分～16時45分　※土日祝日 お盆 年末年始を除く

≪活動内容など≫

■利用定員 4名（但し、栃木市、下野市、壬生町、小山市に限る）

■利用料 食費（自己負担）昼 700円　　　食事提供体制加算該当者：400円

■送迎サービス あり（自宅と施設間のみ送迎可）

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 54名　看護師 14名　理学療法士 2名　管理栄養士 1名　事務員 1名　嘱託医1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　難病　※主たる障がいは身体障がい者

社会福祉法人星風会が運営する生活介護事業所で
す。日中の生活拠点となるよう、継続した作業的活
動やレクレーション等の取り組みを通して仲間と交
流していきます。

社会福祉法人　星風会

⑬星風会病院　星風院

328-0004　栃木市田村町925-2

TEL　0282-27-5222 TEL　0282-27-5482

メール　seifuin@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

　9：00～　送迎にて来荘
　　　　　　 バイタル測定
10：00～　入浴支援（一般浴・特殊浴）
11：30～　昼食
　　　　　　 余暇支援

14：00～　おやつ
　　　　　　余暇支援
16：00～　帰宅準備
　　　　　　 送迎にて自宅へ
　　　　　　 利用終了

■利用定員 5名

■利用料 昼食 530円　おやつ 170円　光熱費 320円

■送迎サービス あり　　エリア(栃木市　小山市　下野市　壬生町及びその周辺地域）

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 1名　サービス管理責任者 1名　生活支援員 4名　理学療法士 1名

■対象者 重症心身障がい者

・個別活動：ふれあい体操・アロマクリームでのマッサージ・本読み等
・集団活動：野外活動、制作活動、音楽活動、ゲーム遊び
・機能訓練(PTによるリハビリ）
・入浴サービス

■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

■営業日、時間 月～金曜日　第2・4土曜日(祝祭日は除く）　8：30～17：30（サービス提供時間 9：00～16：30）

≪活動内容など≫
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＜生活介護事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【生活介護】

社会福祉法人　すぎのこ会

生活支援員 19名　看護師 1名　事務員 1名　嘱託医 2名　栄養士 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

⑮もくせいの里

329-4405　栃木市大平町西山田1198

TEL　0282-43-0593 FAX　0282-43-1387

メール　mokusei@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/index.html

●利用者の身体の状況と希望等を伺ったうえ、できる限り自立して清潔保持が可能となるよう目指し、入浴等を行
います。
●利用者の障がい特性をふまえた工夫をもって、①清掃　②内職加工　③美化活動　など生産活動の機会を
提供します。
●利用者の心身の状況に応じ、食事や家事等日常生活能力を向上するため、創作的活動の訓練を行います。
●余暇活動を自ら楽しめるような設備の提供と、定期的なレクリエーション計画による活動を支援します。

　四季折々の表情を持つ太平山に見守られるよう
に、このもくせいの里はあります。
　地域での生活を総合的に支援する拠点を目指し
て、入所、通所、短期入所、相談支援機能を障がい
児・者に対し、積極的に提供しています。

≪事業所紹介≫【生活介護】
特色1　生産型の生活介護事業所です。
　　　　 頑張った分の工賃をお支払いします
　　　　　令和３年度実績　月額平均　10，182円
　　　　　　　　　　　　　　　　最高額　 　17，400円

特色2　法人資源を生かし、トータルなサポートを
　　　　　行います。（短期入所・GH等）

⑯みずほの家

329-4411　栃木市大平町横堀672

TEL　0282-20-1112 FAX　0282-22-1116

メール　k.ochiai@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai/or.jp

■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

■営業日、時間 8：30～17：00　＊開設日は通所事業開設予定表に準ずる。

≪活動内容など≫

■利用定員 60名

■利用料 給食（昼食代） 350円（1食）

■送迎サービス あり（自宅までの送迎可）

≪事業所概要≫

■職員配置

■利用定員 12名

■利用料 給食費 350円（食事提供加算該当者 230円）

■送迎サービス

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 3名　嘱託医 2名　看護師 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

作業内容
　①　リネン班 ： タオルたたみ・エプロン洗濯等の作業
　②　ちょっ蔵班 ： 栃木焼きそば・いもフライ等の生産販売
　③　清掃班 ： 栃木市より受託の清掃作業

有 （藤岡地区、岩舟地区、大平地区、旧栃木市内、自宅送迎可能）

■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

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30

≪活動内容など≫ ①の様子
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＜生活介護事業所＞【都賀・西方地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【生活介護】

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者・サービス管理責任者 1名　嘱託医 １名　看護師 1名　生活支援員 3名

■対象者 知的障がい者　精神障がい者

知的及び精神に障がいをお持ちで、自立に向け更
生の過程にある人たちを対象に、作業訓練や共同
での生活を通じて、家族の元へ帰ることが出来るよ
う、そして社会生活が営まれるように、支援を行って
います。

社会福祉法人　瑞宝会

⑰カーサ・エスペランサ

328‐0113　栃木市都賀町合戦場599-6

TEL　0282-25-6565 FAX　0282-27-8800

メール　zuihoukai-tochigi@sirius.ocn.ne.jp

ホームページ　http://www.zuihoukai.jp

■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

■近隣の施設など

≪その他の活動など≫

■利用定員 20名

■利用料 昼食420円　その他行事への参加費等は実費を徴収

■送迎サービス あり（栃木市内であれば自宅までの送迎可。詳細については要相談。）

食費 1食310円（昼食）

■送迎サービス あり　栃木市　鹿沼市　宇都宮市　小山市　佐野市　他（要相談）

≪事業所概要≫

■職員配置 看護職員 2名　生活支援員 4名　嘱託医 1名

■対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方

週1でのヨガ活動をメインに、DVD鑑賞、室内卓球、カラオケ、トランプ、オセロ等のレクリエーション活動や漢
字・計算プリント等の学習活動といった活動を幅広く行っています。又、季節毎の行事を折り紙・ぬり絵・切り
絵・飾り付け等を楽しく行っています。

≪事業所紹介≫【生活介護】
　特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る生活介護事業所です。
　利用者様お一人お一人を尊重する精神を貫き、利
用者様が心身ともに健やかに生活されるよう、その
能力と特性に応じて、きめ細かな日常生活の介護
サービスを提供します。

⑱ハートフルふきあげ とみはりの杜事業所

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

 

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

■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

■営業日、時間 月～金　9：00～18：00　　※利用者様の状況により土・日曜日の開業も可

≪活動内容など≫

■利用定員 6名

■利用料
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＜生活介護事業所＞【藤岡・岩舟地域】

■職員配置 生活支援員 10人　看護師 1人　嘱託医 1人

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

≪事業所紹介≫【生活介護事業所】
 社会福祉法人すぎのこ会が運営する生活介護事業所
です。
◎地域社会と連携し、地域密着型の事業展開をめざし
ます。
◎生産の喜び、食卓の笑い、集いの楽しみ、生きがい
のある暮らしのために、心を込めて支援いたします。
◎『いつかはすぎのこで、最後はすぎのこで』。断らな
いサービスを基本として、ご利用者・保護者・職員がそ
れぞれに共に生きる一日を大切にしています。

社会福祉法人すぎのこ会

⑲すぎのこ

329-4301　栃木市岩舟町鷲巣279-1

TEL　0282-55-3500 FAX　0282-55-4282

メール　suginoko-washi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

◎生産活動の提供、機能訓練・社会適応訓練、創作活動
入浴支援、食事提供など、ご利用者の皆さまそれぞれの
状態に配慮し、毎日生きがいを持って楽しく通っていただ
けるよう様々な支援を行います。

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【生活介護】
　けやきの家は、社会福祉法人すぎのこ会が運営する
生活介護事業所です。皆さまが必要とする食事・軽作
業・余暇活動等の場面において、“安心安全”と“楽し
さ”を大切にし、毎日の生活をサポートしています。
　また、曲ケ島福祉エリアの「玄関口」、将来を結ぶ
サービスとして、隣接する入所事業所“ひのきの杜・ひ
のきの杜共生”と「繋がる」サービスを展開しています。
そして、皆さまの夢や生きがいを応援し、“みんなの笑
顔と想い”でキラキラと輝く場所を目指しています。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑳ けやきの家

329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島825-3

TEL　0282-54-3510 FAX　0282-55-6859

メール　keyaki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■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

■営業日、時間 月曜日～金曜日（及び第2、第4土曜日）　8：30～17：30

≪活動内容など≫

■利用定員 26名

■利用料 食事（食事提供加算対象者） 230円　入浴 200円　その他 行事等参加費用は実費負担

■送迎サービス あり

≪事業所概要≫

■利用定員 生活介護 30名

■利用料 食費＝1食 350円　創作活動費等＝実費　

■送迎サービス あり　原則栃木市内。時間･場所等は応相談。令和４年度より小山方面開始しました。

≪事業所概要≫

■職員配置 支援員 8名　看護師 1名

■対象者 知的障がい者　精神障がい者

一人ひとりに合わせた支援や食事内容。様々な日中活動があります。「意志決定支援」を大切にしており、毎日の活動を
様々なプログラムの中から、ご自身で選択できるシステムを導入しています。是非、見学や体験をお勧めいたします。
①趣味、個別活動…リハビリ、パソコン、個人の趣味・生きがい
②軽作業…自主製品の製作と販売、エコキャップや畑での野菜の栽培
③創作活動、レクリエーション…貼り絵、絵画、ゲーム、体操、カラオケ、ドライブ等
④地域交流…自主製品や野菜の販売、クリーン活動

■医療的ケア（応相談） □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

■営業日、時間 月～金曜日（月１日程の土曜開設、年末年始休業あり）　8:30～17:30

≪活動内容など≫

生産活動への一歩 感染防止対策をして食事提供

曲ヶ島エリアの「福祉の玄

関」です。

ご利用をお考えの方は、お

気軽にお問い合わせくださ

い。
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＜生活介護事業所＞【藤岡・岩舟地域】

■医療的ケア（応相談） □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

■営業日、時間 9:00～17:00

≪活動内容など≫
◆将来の入所を見据え、短期入所（定員7名）を併用しながら、生活介護のご利用がお勧めです。日頃からの
利用で入所者や職員と顔見知りとなっておくことで、安心して宿泊・入所につながることができます。
◆行事や「生きがい活動」では、通所者と入所者が一緒に楽しい時間を過ごせるように支援しています。
◆機能訓練…療法士が、個別訓練や、安心・安全な生活環境、福祉用具(車椅子等)の相談、助言をしていま
す。

■職員配置 支援員 25名　看護師 3名　療法士 5名

■対象者 身体障がい者（知的　精神障がいは要相談）

■利用定員 生活介護 40名（うち施設入所 32名）

■利用料 通所食費 350円(食事提供加算対象者 230円)　入所食費 1,430円/日　創作活動費等

■送迎サービス なし

≪事業所紹介≫【生活介護】
ひのきの杜は、一人ひとりが毎日を元気に楽しく、安
心・安全な生活が送れるよう、支援員・看護師・療法士
等がひとつになってサポートしています。季節行事や
余暇活動、地域との交流活動も行っています。そして
私たちは、利用者の夢の実現や生きがいを応援してい
ます。
　○プライバシーに配慮した全室個室
　○障害特性に応じた全5種類の浴槽
　○Ｗｉｆｉ完備（有料）
　○全館バリアフリーの檜フローリング

社会福祉法人　すぎのこ会

㉒障害者支援施設 ひのきの杜

329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

TEL　0282-54-3131 FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

≪事業所概要≫

導尿以外の医療的ケアについては要相談。

■利用定員 15名

■利用料 食費 350円(食事提供加算対象者 230円)　入浴料200円　創作活動費等実費

・一人ひとりに合わせた支援や入浴、食事を提供しています。
そして、季節を感じる余暇やイベント等、ボウリングやボッチャ等
のゲームや制作活動、様々な日中活動があります。
・畳スペースやリハビリ室では、布団やマット上で職員とふれ合いながら、
音楽を聴きながら「心地よい」「ゆったりとした」時間を提供しています。
・療法士が個別訓練や福祉用具(車椅子等)の相談、助言をしています。

令和４年６月１日現在

■送迎サービス あり  (大平町、岩舟町、藤岡町)

■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

■営業日、時間 月～金曜日／8:30～17:30

≪事業所紹介≫【生活介護】
日中の生活の場を提供する施設です。皆さまが必要
とする食事・入浴・余暇活動などの場面において、
“安心安全”そして“楽しさ”を大切にしながら、地域
での生活をサポートしています。併設の入所施設
「ひのきの杜」と連携しながら、児童期から高齢期に
至るまで安心してご利用いただけます。
〇障がい特性に応じた全５種類の浴槽
〇全館バリアフリーの檜のフローリング
〇地域交流スペース完備

社会福祉法人　すぎのこ会

㉑指定生活介護事業所　はまなす

〒329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

TEL　0282-54-3131 FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

≪事業所概要≫

■職員配置 支援員 9名　看護師 3名　療法士 1名　

■対象者 身体障がい者（知的　精神障害は要相談）

≪活動内容など≫
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＜生活介護事業所＞【藤岡・岩舟地域】

■営業日、時間 9:00～17:00

≪活動内容など≫
◆のびのび活動班…散歩、貼り絵、手芸、ふれあい体操等
◆作業班…お菓子の箱折り
◆アルミ缶班…地域住民の協力による、アルミ缶リサイクル作業
◆農耕班…法人内事業所及び地域農協組合と協働して行う、野菜作りや農耕作業
◆余暇活動…毎月利用者会を開催し、皆さんの希望に沿った活動を土日等に行っています
　　　　　　　　　誕生日会、調理実習、カラオケ、希望者にてデリバリーもあります

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫≪生活介護≫
　社会福祉法人すぎのこ会が運営する生活介護・施設
入所支援事業所です。食事・入浴・軽作業・余暇活動
等の場面にて、“安心安全”と“楽しさ”を大切にしてい
ます。
　また、隣接する“ひのきの杜・はまなす・けやきの家”
と繋がり、「トータルサポート」を展開しています。皆の
夢や生きがいを応援し、笑顔でキラキラと輝く場所を目
指しています。
○ひとりひとりの意思、人格を尊重します
○明るく、家庭的な雰囲気づくりを目指します
○居心地の良い空間づくりを目指します

社会福祉法人　すぎのこ会

㉓障害者支援施設　ひのきの杜共生

〒329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

TEL　0282-54-3131 FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページアドレス　http://www.suginokokai.or.jp

≪事業所概要≫

■職員配置 支援員25名　看護師1名　栄養士1名　

■対象者 知的障害者（身体・精神障害の方は応相談）

■利用定員 生活介護 40名（うち施設入所 40名）

■利用料 通所部食費 350円(食事提供加算対象者 230円)　創作活動費等

■送迎サービス 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

季節に合わせた

創作活動で、

お雛様をつくりました♪
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