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８．共同生活援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○共同生活援助 
障がいのある方に対して、主に夜間や休日に、共同生活を営む住居で 

相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上必要な援助 

を行います。 



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

共同生活援助

藤岡・岩舟地域
㉒ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰﾎｰﾑ栃木藤岡町
㉓花水木
※すぎのこ会が運営する
ほかのGHについては花水木の
ページをご覧ください

栃木・大平地域
①シスターズ片柳
②ブラザーズ片柳
③ひだまりファーム
④GHふきあげ(箱森荘)
⑤このゆびとまれ
⑥ホームにゃんきち
⑦ホームぼくんち
⑧ホームみどり
⑨ハーモニーほーむ吹上
⑩梅の実
⑪ほうれん荘
⑫さくら荘
⑬ブラザーズ大平
⑭あっとほーむ藍
⑮なごみの家

②

⑧

⑥

⑧

都賀・西方地域
⑯カーサ･エスペランサ
⑰ハーモニーほーむ家中
⑱⑲ハーモニーホーム都賀
Ⅰ･Ⅱ
⑳GHとみはり
㉑ハーモニーほーむ西方

⑦

⑤

⑨

⑩

⑬

⑫

⑪

㉓

⑯

⑰⑱⑲

⑮
⑭

①

⑳

㉑

㉒
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】

■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

≪その他の活動など≫

■医療的ケア

■対象者

■職員配置

■近隣の施設など

□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

徒歩5分圏内　コンビニ、ヤオハン、ほっともっと、しまむら等　　

○誕生会　○月に1度の外食　○買い物支援

②ブラザーズ片柳

メール　s-fam@cc9.ne.jp

328-0053　栃木市片柳町5-4-44

TEL　0282-51-1677 FAX　0282-51-3232

ホームページ　http://smile-family6500.com/

≪事業所概要≫

■職員配置 サ-ビス管理責任者 1名　世話人 3名

■対象者 知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 4名

■利用料

利用者様にとってよりよい生活ができるようご家族と
一緒に考え取り組んでいます。また、共同生活として
の大まかな日課はあるものの、利用者様の生活リズ
ムを尊重して、 ゆったりと自由に過ごせる住まいで
す。できる限り自宅のような生活を続けられるよう、
スタッフが手助けいたします。

株式会社　スマイルファミリー

■近隣の施設など 徒歩5分圏内　コンビニ、ヤオハン、ほっともっと、しまむら等　　

70,000円/月額　体験利用料 2,400円/日額

■夜間の体制 夜間支援体制 有り（常時在中/緊急時対応有り）

令和４年６月１日現在

○誕生会　○月に1度の外食　○買い物支援

≪事業所紹介≫

TEL　0282-51-3575

≪事業所概要≫

■夜間の体制

■利用料

■利用定員

【共同生活援助】

≪その他の活動など≫

サ-ビス管理責任者 1名　世話人 3名（女性）

知的障がい者　精神障がい者

5名

75,000円/月額　体験利用料 2,500円/日額

夜間支援体制 有り（常時在中/緊急時対応有り）

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
　シスターズ片柳は女性専用のグループホームとし
て開設。　女性の利用者の方々がより快適に安心し
て生活できるよう、各部屋に洗面台とトイレが完備
し、夜勤女性職員を配置、　　生活をサポートされて
いただきます。
 利用者様が地域において自立した日常生活を営む
ことができるように支援を行います。

株式会社　スマイルファミリー

①シスターズ片柳

328-0053　栃木市片柳町1-17-3

FAX　0282-51-3232

メール　s-fam@cc9.ne.jp

ホームページ　http://smile-family6500.com/
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

箱森荘 8人　花夢ハウスⅠ（1階） 9人　花夢ハウスⅡ（2階）8人

■夜間の体制 世話人(夜間支援員)常駐

■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 とりせん　マツモトキヨシ　100円ショップ　コインランドリー　ヨークベニマル　カワチ　コンビニ

≪その他の活動など≫
＜イベント＞◯お誕生日会　◯クリスマス会　◯ハロウィン
◯日帰り外出　など
◯通院・受診同行、金銭サポートを無料で行っています。
◯お仕事・就労サポートを行います。
◯特別給付費対象者 10,000円助成あり

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者1名（兼務）　世話人・生活支援員・夜間支援員5名以上

■対象者 知的障がい者　精神障がい者　身体障がい者

■利用定員 蔵の街　太陽の家（男性専用　5名）　　蔵の街　風の家（女性専用　5名）

■利用料 月額78,500〜83,500円　（食費　共益費　水道光熱費等を含む）　体験利用料 2,558〜2,720円/日

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）事業】

閑静な住宅街に在りながら、スーパーやドラッグストア
と隣接し、栃木駅まで徒歩10分と外出や就労にとても
便利な場所にあります。
Wifi完備（無料）、夜間も世話人常駐で安心できる環境
でお過ごしいただけます。

なお、定員合計20名まで
順次開設します。

株式会社　晃南

③ひだまりファーム

 〒328-0045 栃木県栃木市湊町４番８号

TEL 0282-51-2017 FAX 0282-20-1351

メール　hidamarifarm@cc9.ne.jp

ホームページ　https://hidamari-farm.amebaownd.com

□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 ハートフルふきあげ吹上事業所　とみはりの杜事業所（就労継続支援B型）

≪その他の活動など≫
日中の活動として、就労継続支援事業所等を利用していただくことができます。
家賃については月10,000円を限度として給付費の支給があります。

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
るグループホームです。
自立に向け個々人にあった支援を提供いたします。
一人一人個別のアパート形式でｐらいべーと空間を
確保されています。
※問合せ等は左記連絡先まで

①箱森荘　箱森町16-20　タテハイツ
②花夢ハウス　平井町203　花夢ハウス

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

④グループホームふきあげ

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

≪事業所概要≫

■職員配置 世話人 5人　生活支援員 3人

■対象者

■利用定員

■利用料 家賃（月額） 箱森荘 32,200円　花夢ハウス 21,000円　 食費（一食あたり） 朝300円 夕500円

■夜間の体制 緊急連絡先を住居内に掲示し、利用者に周知しています。

■医療的ケア

令和４年６月１日現在
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者サービス提供責任者兼務 1名　世話人 3名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　※車いす非対応

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
閑静な住宅街にある一軒家です。築年数は経ってい
ますがリフォーム済で使いやすい間取りで1階が洋
間で2階が和室（畳部屋）になっております。
ご利用の方が好きに、自由に生活できることができ
ます。

特定非営利活動法人　このゆびとまれ

⑤しぇあはうす このゆびとまれ

328-0071　栃木市大町23-23

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

■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 徒歩10分圏内　耳鼻科医院、歯科医院・整形外科医院、総合病院、コンビニ、スーパー、郵便局

≪その他の活動など≫

■利用定員 6名

■利用料 家賃 50,000円（一部 60,000円　食費 共益費 水道光熱費等を含む）

■夜間の体制 警備会社委託

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）】
女性専用のグループホームです。日中の事業所に通所しな
がら安定した自立生活と地域生活が送れるよう応援していま
す。
市街に立地し新栃木駅もほど近く、社会資源も豊富です。ま
た、夜間は宿直がいますので、安心して生活することができ
ます。

社会福祉法人　あゆみ園

⑥ホームにゃんきち

328-0012 栃木市平柳町1-2-7

TEL　0282-22-6963 FAX　0282-31-2919（法人本部）

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 生活支援員 1名　世話人 2名

■対象者 知的障がい者　※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 女性 6名

■利用料 家賃 36,000円/月（維持修繕費含む） ※特別給付費対象者 10,000円助成あり　※下記参照

■夜間の体制 宿直あり

■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

■近隣の施設など 近隣にコンビニ、スーパー等店舗各種有り。バス停や新栃木駅も徒歩圏内です。

≪その他の活動など≫
新年会、納涼祭、運動会等、
季節の行事等法人全体での
様々な行事があります。

利用料(追記)　食費 500円/日　日用品費 3,000円/月 水道光熱費 10,000円/月 金銭管理料 3,000円/月（任
意） 体験利用 2,062円/日
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】

新年会、納涼祭、運動会等、
季節の行事等法人全体での
様々な行事があります。

利用料(追記)　食費 600円/日　日用品費 2,500円/月 水道光熱費 9,000円/月 金銭管理料 3,000円/月（任
意） 体験利用 2,194円/日

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 1名　世話人 5名

■対象者 知的障がい者　※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 男性 6名

■利用料 家賃 37,500円/月（維持修繕費含む） ※特別給付費対象者 10,000円助成あり　※下記参照

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

■夜間の体制 宿直あり

■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

■近隣の施設など 半径1km圏内に保健福祉センター、コンビニ、スーパーなどの店舗各種。栃木駅まで約2.3km。

≪その他の活動など≫

新年会、納涼祭、運動会等、季節の行事等法人全体
での様々な行事があります。移動支援を利用した
個別外出、通院の支援も行っています。

利用料(追記)　食費 770円/日　日用品費 4,000円/月（132円/日） 水道光熱費 14,000円/月（460円/日） 金銭
管理料 3,000円/月（99円/日）

■職員配置

■対象者

■利用定員

■利用料

■夜間の体制

TEL　0282-31-1755

≪事業所概要≫

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）】
男性専用のグループホームです。日中の事業所や就労に通
所・通勤し、安定した自立生活と地域生活が送れるよう応援
しています。栃木市の東部に位置し徒歩、自転車で15分圏内
に様々な社会資源があります。
夜間は宿直がいますので、安心して
生活することができます。

社会福祉法人　あゆみ園

⑦ホームぼくんち

328-0012　栃木市平柳町1-2-7

TEL　0282-27-5738 FAX　0282-31-2919（法人本部）

■医療的ケア

■近隣の施設など

≪その他の活動など≫

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）】
ホームみどりは、自然の多い恵まれた環境にあります。
障がいを持つ方でも地域で安心して生活ができるように日
常生活における食事、金銭、健康管理、相談及びその他、
個々の利用者様のニーズに応じて支援を行い、共同生活
が出来る住まいを提供しています。

社会福祉法人　あゆみ園

⑧ホームみどり

328-0067　栃木市皆川城内町333-2

FAX　0282-31-2919

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

生活支援員 6名以上　世話人 5名以上　看護師 2名（兼務）

知的障がい者　※但し、当事業所の設備等で安全に支援ができる範囲

1棟（10名）　3棟（合計30名）

家賃 35,000円/月（維持修繕費含む） ※特別給付費対象者 10,000円助成あり　※下記参照

夜間職員配置あり

□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

令和４年６月１日現在
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
障がい者グループホーム「グループホームハーモニー」の
2棟目として2019年2月に開業。4階建マンション「フォレスト
吹上」の401号室と402号室を一体として運営。定員4名（男
性専用）。音楽の演奏ではそれぞれの楽器が個性を発揮
しつつ素晴らしい音色を奏でるように、グループホームと
いう調和のもと自分らしく輝ける住まいを目指します。利用
者様とご家族様の立場に立ち、安心できる最良の支援を
提供しながら利用者様の自立を援助します。世話人による
手作りの食事提供（朝・夕）や夜間常駐により、日々の暮ら
しに平穏と安心をお届けします。

エスティ―サポート株式会社

⑨ハーモニーほーむ吹上401･402

328-0125　栃木市吹上町1389-3

TEL　080-3557-0835

メール　info@harmonyhome2018.com

ホームページ　https://harmonyhome2018.com

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　生活支援員 1名　世話人 2名　夜間支援員 2名

■対象者 知的障がい者または精神障がい者で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

■利用定員 4名

■利用料 家賃 14,000円～20,000円　光熱水費 10,000円　食材料費 30,000円　日用雑貨費 5,000円

≪事業所概要≫

■夜間の体制 世話人（夜間支援員）常駐

■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 ミニストップ　ヤオハン大森店　コメリ栃木大森店

≪その他の活動など≫
入居者のお誕生日会、クリスマス会、ハロウィン、日帰り外出等

≪事業所紹介≫【共同生活援助】

■職員配置 管理者 1名　サービス管理責任者 1名　世話人 9名　生活支援員 11名　※世話人、生活支援員は兼務　

■対象者

■利用定員

■利用料 家賃　20,000円　光熱水費・共同日用品費等　10,000円　食材料費　20,000円

■夜間の体制 夜勤制

■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 生活介護 梅のはな、短期入所 梅の実、共生型生活介護 みつみねの郷

≪その他の活動など≫
【施設設備】
①②③（合計3棟） 軽量鉄骨造2階建（新築）2棟
木造2階建（新築）1棟
個室（冷暖房完備）33室、浴室（各階）
食堂兼リビング（各階　②は1階のみ）、洗面所（各階）、キッチン（①各階②1階のみ）

日光市に本部のある社会福祉法人すぎなみき会の、県南
地区の拠点的位置づけとして開設した事業所です。
栃木市郊外の梅沢町に平成26年12月にオープンした、全
館バリアフリー全室個室のグループホームです。
世話人（職員）が毎日交替で夜勤体制でのシフトを組んで
いるため、夜間も安心して生活することができます。
地域の自治会活動や地域の行事にも積極的に参加し、地
域交流を大切にした運営をモットーにしています。

社会福祉法人　すぎなみき会

⑩グループホーム梅の実

328-0204　栃木市梅沢町972

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/

知的障がい者　精神障がい者　身体障がい者

10名・7名・10名　合計27名（3住居）
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■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　生活支援員2名

■対象者 知的障がい者

■利用定員 6名（男性のみ）

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）事業】
　自治会活動への参加など、地域に根ざしたグルー
プホーム運営を目指しています。その人らしい生活と
プライバシーを最も配慮し、個々の自立生活状況に
より、支援員が介入致します。
　世話人が宿直をしていますので、夜間も安心して
生活することができます。

社会福祉法人　なすびの里

⑪ほうれん荘

328-0003　栃木市大光寺町824-1

TEL　0282-27-5844

メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

ホームページ　http://www.cc9.ne.jp/~nasubinosato

≪事業所概要≫

■利用料 家賃 17,000円　共益費 15,000円　食費 20,000円

■夜間の体制 宿直制（１名）

■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 施設まで徒歩5分、徒歩5分圏内にコンビニ、栃木市ふれあいバス停

管理者 1名　サービス管理責任者 1名　世話人 ２名　生活支援員４名

≪その他の活動など≫
■その他の活動
　・年1回のグループホーム旅行、誕生月には誕生会（外食、カラオケ等）の実施。
　・自治会の側溝掃除など地域行事へ参加し、地域との交流。

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）事業】
　自治会活動への参加など、地域にめざしたホーム
運営を目指しています。その人らしい生活とプライバ
シーを最も配慮し、個々の自立生活状況により、支
援員が介入致します。
　世話人が宿直をしていますので、夜間も安心して
生活することができます。

社会福祉法人　なすびの里

⑫さくら荘

328-0003　栃木市大光寺町348-1

TEL　0282-25-7744

　・年1回のグループホーム旅行、誕生月には誕生会（外食、カラオケ等）の実施。
　・毎日の買い物支援（コンビニエンスストア）の実施。　※コロナ過のため現在週１日
　・夕方の地域余暇活動（運動、地域行）への参加。

9名（男性 5名　女性 4名）

■利用料 家賃 30,000円　共益費 15,000円　食費 20,000円

■夜間の体制 食直制（１名）

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者 知的障がい者

■利用定員

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

■近隣の施設など 施設まで徒歩1分、徒歩3分圏内にコンビニ、栃木市ふれあいバス停

≪その他の活動など≫
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】

TEL　0282-25-5201 FAX　0282-25-2161

令和４年６月１日現在

■職員配置

■対象者

■利用定員

自分の暮らしを自分で組み立てる「住まいの場」です。
【設備】ＩＨミニキッチン、冷蔵庫、トイレ、浴室、ベット、テレビ、エアコン、ＷＩ－ＦＩ

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
利用者様1人1人に合った個別の援助を行います。
相談・入浴・排せつ・食事の介助や健康管理・金銭
管理の支援、ご家族・就労施設との連絡調整。
その他日常生活に必要な支援を行い、孤立の防止、
生活への不安の軽減に努め、利用者様が安心して
地域生活を送る日常の場を提供します。

株式会社　スマイルファミリー

⑬ブラザーズ大平

329-4404　栃木市大平町富田68-14

TEL　0282-51-3232 FAX　0282-51-3232

メール　sakura@tensei-kai.or.jp

ホームページ　http://www.tensei-kai.or.jp

管理者1名、サービス管理責任者1名、生活支援員1名、世話人4名

≪事業所概要≫

■職員配置 サ-ビス管理責任者 1名　世話人 3名

■対象者 知的　精神障がい者の方

■利用定員 4名

■夜間の体制

■医療的ケア

■近隣の施設など

≪その他の活動など≫

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

あっとほーむ藍6名、あっとほーむ雅6名

家賃38,000円、水道光熱費（電気・水道・ガス）実費

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

カインズホーム、ベイシア、ヤオハン

≪事業所概要≫

メール　s-fam@cc9.ne.jp

ホームページ　http://smile-family6500.com/

■利用料

○誕生会　○月に1度の外食　○買い物支援

■利用料 70,000円/月額　体験利用料 2,400円/日額

■夜間の体制 夜間支援体制 有り（常時在中/緊急時対応有り）

■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

■近隣の施設など 徒歩15分圏内　新大平下駅、コンビニ、ヤオハン等

≪その他の活動など≫

≪事業所紹介≫【共同生活援助】

社会福祉法人天成会

⑭あっとほーむ藍

329-4407　栃木市大平町川連278-1
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＜共同生活援助事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■夜間の体制 機械警備

■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 1名　世話人 3名

■対象者 知的障がい者

■利用定員 6名

■利用料 家賃 30,000円/月　食費 600円/日　光熱水費 10,000円/月　日用品費 2,500円/月

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
　栃木県産材を使用して木質化に特化した温かなイ
メージを持つ建物です。
　日常生活における食事や生活に関わる相談等、必
要な援助をしながら、入居される皆さんが家庭的な
環境で安定して和やかな自立生活を送るお手伝いを
しています。

社会福祉法人　うまぐりの里

⑮なごみの家

329-4412　栃木市大平町北武井655-3

TEL　0282-21-7800 FAX　0282-21-7800

メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.umagurinosato.com/

■近隣の施設など 徒歩30分圏内にコンビニ,スーパー,内科,整形外科,歯科,脳神経外科,ふれあいバス停留所

≪その他の活動など≫
①世話人による家庭的な食事の提供と日常生活に必要な支援を行っています。
②健康管理として、毎週水曜日に体重測定を行ったり、地域の体操教室に
参加しています。
③色々な場面を想定して防災訓練を年に2回行い、緊急時に備えています。
④定期的に家族会を開催して、お花見など行っています。
⑤利用者の誕生月には、誕生会を催しています。
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＜共同生活援助事業所＞【都賀・西方地域】

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
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

⑯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

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者・サービス管理責任者 1名　世話人 2名

■対象者 知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 6名

■利用料 家賃　その他行事への参加費等は実費を徴収

■夜間の体制 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

■近隣の施設など

≪その他の活動など≫

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
障がい者グループホーム「グループホームハーモニー」の
1棟目として2018年9月に開業。2階建4LDKの戸建。定員4
名（女性専用）。音楽の演奏ではそれぞれの楽器が個性を
発揮しつつ素晴らしい音色を奏でるように、グループホー
ムという調和のもと自分らしく輝ける住まいを目指します。
利用者様とご家族様の立場に立ち、安心できる最良の支
援を提供しながら利用者様の自立を援助します。世話人
による手作りの食事提供（朝・夕）や夜間常駐により、日々
の暮らしに平穏と安心をお届けします。

エスティ―サポート株式会社

⑰ハーモニーほーむ家中

328-0111　栃木市都賀町家中5524-13

TEL　0282-28-6823 FAX　0282-28-6823

メール　info@harmonyhome2018.com

ホームページ　https://harmonyhome2018.com

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　生活支援員 1名　世話人 2名　夜間支援員 2名

■対象者 知的障がい者または精神障がい者で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

■利用定員 4名

■利用料 家賃 17,325円　光熱水費 10,000円　食材料費 30,000円　日用雑貨費 5,000円

■夜間の体制 世話人（夜間支援員）常駐

■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 アバンセ都賀店

≪その他の活動など≫
入居者のお誕生日会、クリスマス会、ハロウィン、日帰り外出等
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＜共同生活援助事業所＞【都賀・西方地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
障がい者グループホーム「グループホームハーモニー」の
4棟目として2022年6月に開所。積水ハウス設計施工の新
築物件。2階建の1階部分。定員5名（男性専用）。音楽の
演奏ではそれぞれの楽器が個性を発揮しつつ素晴らしい
音色を奏でるように、グループホームという調和のもと自
分らしく輝ける住まいを目指します。利用者様とご家族様
の立場に立ち、安心できる最良の支援を提供しながら利
用者様の自立を援助します。世話人による手作りの食事
提供（朝・夕）や夜間常駐により、日々の暮らしに平穏と安
心をお届けします。

エスティ―サポート株式会社

⑱ハーモニーほーむ都賀Ⅰ

328-0111　栃木市都賀町家中5494-13（1階）

TEL　0282-28-7787

メール　info@harmonyhome2018.com

ホームページ　https://harmonyhome2018.com

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　生活支援員 1名　世話人 2名　夜間支援員 2名

■対象者 知的、精神、身体障がい者で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

■利用定員 5名

■利用料 家賃 37,187円　光熱水費 10,000円　食材料費 30,000円　日用雑貨費 5,000円

■夜間の体制 世話人（夜間支援員）常駐

■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 アバンセ都賀店

≪その他の活動など≫
入居者のお誕生日会、クリスマス会、ハロウィン、日帰り外出等

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
障がい者グループホーム「グループホームハーモニー」の
5棟目として2022年6月に開所。積水ハウス設計施工の新
築物件。2階建の2階部分。定員5名（女性専用）。音楽の
演奏ではそれぞれの楽器が個性を発揮しつつ素晴らしい
音色を奏でるように、グループホームという調和のもと自
分らしく輝ける住まいを目指します。利用者様とご家族様
の立場に立ち、安心できる最良の支援を提供しながら利
用者様の自立を援助します。世話人による手作りの食事
提供（朝・夕）や夜間常駐により、日々の暮らしに平穏と安
心をお届けします。

エスティ―サポート株式会社

⑲ハーモニーほーむ都賀Ⅱ

328-0111　栃木市都賀町家中5494-13（2階）

TEL　0282-28-6987

メール　info@harmonyhome2018.com

ホームページ　https://harmonyhome2018.com

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　生活支援員 1名　世話人 2名　夜間支援員 2名

■対象者 知的、精神、身体障がい者で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

■利用定員 5名

■利用料 家賃 37,187円　光熱水費 10,000円　食材料費 30,000円　日用雑貨費 5,000円

■夜間の体制 世話人（夜間支援員）常駐

■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 アバンセ都賀店

≪その他の活動など≫
入居者のお誕生日会、クリスマス会、ハロウィン、日帰り外出等
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＜共同生活援助事業所＞【都賀・西方地域】

サービス管理責任者 1名　生活支援員 1名　世話人 2名　夜間支援員 2名

≪事業所紹介≫【共同生活援助（介護サービス包括型）】

令和４年６月１日現在

■職員配置 世話人５名　生活支援員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

■利用定員 とみはり荘Ⅰ（男性）７名　　とみはり荘Ⅱ（女性）７名

■利用料 家賃（月額） とみはり荘Ⅰ、Ⅱとも50,000円（共益費込み）　　 食費（一食あたり） 朝300円 夕500円

■夜間の体制 夜間支援従事者（夜勤職員）を配置しています。

特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る共同生活援助事業所です。
ご利用者に提供する共同生活住居は2か所です。
　①とみはり荘Ⅰ　栃木市都賀町富張255-1
　②とみはり荘Ⅱ　　　　　　同上
　※トイレ・浴室は共同です。
　※各住居には交流室（食堂）があります。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑳グループホームとみはり

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

≪事業所概要≫

㉑ハーモニーほーむ西方

322-0606　栃木市西方町本城468-4

ホームページ　https://harmonyhome2018.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

■近隣の施設など ハートフルふきあげ吹上事業所　とみはりの杜事業所（就労継続支援B型）

≪その他の活動など≫
日中の活動として、就労継続支援事業所等を利用していただくことができます。
家賃については月10,000円を限度として給付費の支給があります

エスティ―サポート株式会社

■対象者

■利用定員

■利用料 家賃 24,000円～27,000円　光熱水費 10,000円　食材料費 30,000円　日用雑貨費 5,000円

■夜間の体制 世話人（夜間支援員）常駐

■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 セブンイレブン西方バイパス店　ヤオリン金崎店

①日中レクリエーション　屋内・屋外レクリエーション、季節毎のイベントを開催しております。
②通院・受診同行　通院・受診同行を無料でご支援致します。
③訪問診療・訪問歯科・訪問看護と連携し、医療面でのサポートも充実しております。

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
障がい者グループホーム「グループホームハーモニー」の
3棟目として2020年6月に開業。2階建4LDKの戸建。定員4
名（女性専用）。音楽の演奏ではそれぞれの楽器が個性を
発揮しつつ素晴らしい音色を奏でるように、グループホー
ムという調和のもと自分らしく輝ける住まいを目指します。
利用者様とご家族様の立場に立ち、安心できる最良の支
援を提供しながら利用者様の自立を援助します。世話人
による手作りの食事提供（朝・夕）や夜間常駐により、日々
の暮らしに平穏と安心をお届けします。

TEL　080-4459-0835

メール　info@harmonyhome2018.com

≪事業所概要≫

■職員配置

知的障がい者または精神障がい者で障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

4名

≪その他の活動など≫
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＜共同生活援助事業所＞【藤岡・岩舟地域】

世話人及び生活支援員 合計32名

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者 知的障がい者　精神障がい者　身体障がい者

■利用定員 4名～7名（各ホームにより異なります）

■利用料 家賃 23,000円～36,000円　食費 17,000円　光熱水費 日用品費 17,000円～19,000円（各ホームにより異なります）　

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
　当事業所は、社会福祉法人すぎのこ会が運営する
グループホームです。「利用者の生きがいの持てる
施設」「地域と密着し、地域社会と交流を持てる施
設」「一貫した福祉を保証する施設」という法人理念
のもと、『花水木・第2花水木』『こすもす』『みどり』『み
かも・第2みかも』『ひまわりホーム』『さくらの家』『ぶ
どうの家』『やまとホーム・第2やまとホーム』を運営し
ています。

社会福祉法人すぎのこ会

㉓花水木

329-4307　栃木市岩舟町静1612

TEL　0282-55-8100 FAX　0282-55-8100

メール　hanamizuki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp/

ソーシャルインクルー株式会社

㉒ソーシャルインクルーホーム栃木藤岡町

323-1104　栃木市藤岡町藤岡4288-5

TEL　0282-28-6972 FAX　0282-28-6973

メール　sih.tochigifujioka@socialinclu.co.jp

ホームページ　https://www.socialinclu.co.jp/

■夜間の体制 ホームごとに宿直又は警備会社と契約し、緊急時に備えています

■医療的ケア 無し

■近隣の施設など

≪その他の活動など≫
 定期的に利用者会の運営を支援
しながら、直接利用者の声に耳を
傾けています。グループ及び個別
支援にも対応しています。

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【共同生活援助】
栃木市内では初の日中サービス支援型グループ
ホームとなります。重度化・高齢化した障がい者を中
心に日中配置職員が常時5名、夜間配置職員が常
時4名でサポートにあたります。
高齢化や精神状態により通所活動が困難な利用者
が安心して暮らして頂ける環境づくりをサポートいた
します。
是非お気軽にご見学・お問い合わせをお願いいたし
ます。

≪事業所概要≫

■近隣の施設など 日光線/藤岡駅より徒歩7分　セブンイレブン/徒歩10分　ウェルシア薬局/徒歩15分

≪その他の活動など≫
①日中レクリエーション　屋内・屋外レクリエーション、季節毎のイベントを開催しております。
②通院・受診同行　通院・受診同行を無料でご支援致します。
③訪問診療・訪問歯科・訪問看護と連携し、医療面でのサポートも充実しております。

世話人 総数 26名　生活支援員 総数 10名
（各ホーム2～7名の複数人による交代勤務）

■対象者

■利用定員 20名

■利用料 家賃 40,000円　食費 27,000円（3食）　水道光熱費 13,000円　日用品費 2,000円　

■夜間の体制 2ユニット 20名定員当たり 常時4名の夜勤者を配置

■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
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