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１．指定相談支援 

（一般・特定・障害児） 
 

 

 

 

 

 

 

 

○指定一般相談支援 
 施設や精神病院に通院している障がい者の地域移行支援や、地域で暮ら

す障がい者の地域定着支援を行います。 

 

○指定特定相談支援 

 障害福祉サービスを希望する障がい者について、「サービス等利用計画」

を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います。また、障がい児者等

の様々な相談を受け支援を行います。 

 

○指定障害児相談支援 

 障害児通所支援を利用する障がい児について、「障害児支援利用計画」

を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 
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＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】

■事業実施エリア

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫

■サービス内容 特定相談支援

■営業日、時間 月～金曜日　9時00分～17時00分

■事業実施エリア 栃木市　壬生町

328-0032　栃木市神田町6-15

TEL　0282-51-2291 FAX　0282-51-2921

メール　umigame@cc9.ne.jp

ホームページ　https://npoumigame.jimdofree.com/

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者　相談支援専門員

特定非営利法人　クローバー

③海がめ

TEL　0282-25-4001 FAX　0282-25-1575

メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.umagurinosato.com/

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名（兼務）　相談支援専門員 1名

■対象者 知的障がい者

■サービス内容 特定相談支援

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
　ゆっくりお話を聞きながら、ご希望に合わせたプラ
ンの作成をいたします。ご希望の暮らしが送れるよう
に、お手伝いさせてください。
　事務所は児童発達支援事業所・放課後等ディサー
ビス事業所の「K’きっず　とちぎ」と同じ場所になりま
す。
　子どもたちの元気な声を聞きに、どうぞお立ち寄り
ください。

■事業実施エリア 栃木市　小山市　下野市　佐野市　鹿沼市　壬生町

≪事業所紹介≫【特定相談支援】

月曜～金曜　10：00～17：00　（それ以外の曜日、時間についてはご相談ください）

TEL　0282-21-8017 FAX　0282-21-8018

メール　k.niziiro@gmail.com

ホームページ　https://kkidstochigi.wixsite.com/kkids

■サービス内容 特定相談支援　障害児相談支援

■営業日、時間

【特定相談支援】
　障がいのある方やその家族などから様々な相談を
お聞きし、一人ひとりにあったサポートの内容を一緒
に考えていきます。
　また、福祉制度、福祉サービスの利用サポートや
情報提供も行っています。
　ご自宅などを訪問しての相談もお受けしています
ので、お気軽にご相談ください。

社会福祉法人　うまぐりの里

①相談支援事業所　めだか
328-0033　栃木市城内町2-62-14

■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

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分

栃木市　壬生町　佐野市

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 1名以上

■対象者 精神障がい者　知的障がい者　発達障がい者

清田建設工業株式会社

②にじいろ
328-0032　栃木市神田町2-8
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＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■事業実施エリア 栃木市　小山市　佐野市　鹿沼市　壬生町

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員1名以上（社会福祉士・精神保健福祉士　有資格者）

≪事業所概要≫

■職員配置

TEL  0282-21-7835 FAX  0282-21-7836

≪事業所紹介≫【特定相談支援】
　障がいのある方の計画支援はご相談下さい！
　障がいのある方からの相談に応じ、情報の提供や
行政、障害福祉サービス事業者等の連絡調整を
行っています。
　サービス等利用計画の作成やモニタリングの実施
等お気軽にご相談下さい！
　併設の訪問介護事業所と一体となってサービスの
提供を行い、病院などの送迎も可能になっておりま
す。

光和ケアーズ有限会社

⑥特定相談支援事業所 フローラー

月～金曜日　９時～１７時　　＊相談にて時間外対応も可

■対象者 年齢・障がい種別を問いません。

　社会福祉士３名で設立した法人です。
　計画相談支援はもちろん、社会福祉全般に関する
ご相談、成年後見制度利用支援、社会福祉に
関する研修事業などの
お手伝いをいたします。

一般社団法人 南栃木社会福祉士事務所

④相談支援事業所 Well-being

〒328-0042 栃木市沼和田町10-17

stsw-office@sky.plala.or.jp

作成中

328-0042　栃木市本町17-9

■事業実施エリア 　栃木市

■サービス内容 特定相談支援

■営業日、時間

■サービス内容

328-0053　栃木市片柳町1-17-3

メール　sunrise6500@outlook.jp

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】

特定相談支援　障害児相談支援

■営業日、時間

≪事業所紹介≫【特定相談支援】

株式会社　スマイルファミリー

　⑤相談支援センター　サンライズ

～あなたの悩みを聞かせて下さい！～

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

特定相談支援

月～金曜日　8時30分～17時30分（但し国民の祝日、年末年始12月29日～1月3日を除く）

栃木市　小山市　

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

相談支援専門員 2名

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

　サンライズでは障害のある人等からの相談に応
じ，必要な支援を提供するほか，障害のある人等が
障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用
計画を作成し，一定期間ごとにモニタリングを行う等
の支援を行います。TEL 0282-51-6418 FAX 0282-51-3957

メール　kouwa-cares@cc9.ne.jp

相談支援専門員 1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

TEL　0282-22-1362 FAX　0282-22-1365

月曜日～金曜日　9：00～17：00

6



＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

月～金曜日　8時30分～17時30分  （年末年始12/30～1/3は除く）

TEL　0282-20-5006 FAX　0282-23-4873

FAX　0282-25-6175

【特定相談支援】
精神障がいによる「生活のしづらさ」があっても、や
りがいや生きがいをもって住み慣れた地域で生活が
できるように支援をさせていただけたらと考えていま
す。

社会福祉法人　ブローニュの森

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 2名（介護支援専門員　社会福祉主事　介護福祉士）

■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≫【特定・障害児相談支援】
　栃木市役所すぐ近くの相談支援事業所です。
　当事業所では、利用者様、ご家族様が安心して地
域で生活が続けられるよう、個人の自立を基本とし
て、質の高いサービスを提案致します。ご希望に
副って総合的に支援ができるよう ケアープランを作
成いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

有限会社　栃木ケアサポートひまわり

⑦栃木ケアサポートひまわり相談支援事業所

328-0052　栃木市祝町12-9

メール　nohara12＠violin.ocn.ne.jp

≪事業所紹介≫

■事業実施エリア 栃木市

■サービス内容 特定相談支援

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分

■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≫【特定相談支援】
　社会福祉法人わらしべの里が運営する特定相談
支援事業所です。多機能型事業所（就労継続支援
事業Ｂ型と生活介護）が併設されています。
　障がいのある方が、住み慣れた地域で、いきいき
と生活することができるよう、必要な福祉サービスの
利用に向けて、お手伝いをさせていただきます。

社会福祉法人　わらしべの里

⑨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/

⑧相談支援事業所ゆっ蔵
328-0051　栃木市柳橋町3-20

メール　yukkura@grace.ocn.jp

■サービス内容 特定相談支援　障害児相談支援

■営業日、時間

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 1名

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

特定相談支援

月～金曜日　8時30分～17時30分　祝日及び年末年始12月29日～1月3日休業

栃木市

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

相談支援専門員 1名

主に精神障がい者

■事業実施エリア 栃木市　小山市　壬生町

TEL　0282-25-3523

社会福祉法人わらしべの里
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＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

FAX　0282-23-4465

ホームページ　http://www.cc9.ne.jp/~kuranomachi_wave1

TEL　0282-23-4465

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員1名

■対象者 障がい児、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
令和４年６月に開設したばかりの相談支援事業所で
す。社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ相
談支援専門員が障がいのある方や支援が必要なお
子さんの家族からの様々な不安や悩みなどの相談
に対応させていただきます。住み慣れた地域でずっ
と暮らしたいという思いに寄り添い、福祉サービスの
架け橋となります。

株式会社TTT

⑪相談支援事業所とちぎ

■サービス内容 指定特定相談　福祉制度のご利用のための計画相談を行っています。

■営業日、時間 月曜日～金曜日　午前9時～午後3時

■事業実施エリア 栃木市　壬生町　費用：区域外交通費 300円

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　相談支援専門員 2名（精神保健福祉士）

■対象者 精神障がい者

≪事業所紹介≫【特定相談支援】
　当事業所は、精神疾患により地域生活のしづらさを抱え
る方を対象に相談支援を行っております。
　相談支援専門員は男女2名を配置しており気兼ねなくご
相談いただけます。障害福祉サービスを利用するために
市町に相談すると、サービス等利用計画を作成、提出す
るよう求められます。相談支援事業所の相談支援専門員
が利用者と一緒に計画を作成します。利用が開始されて
からはサービス等利用計画の見直しを行います。また円
滑にサービスが提供されるようにサービス事業者等との
連絡調整などを行います。

特定非営利活動法人　蔵の街ウエイブ

⑩相談支援ウエイブ
328-0012　栃木市平柳町1-2-7

メール　kuranomachi_wave1@yahoo.co.jp

328‐0013　栃木県栃木市平柳町3-54-17

TEL　0282-51-1765 FAX　0282-51-3157

メール　t-tochigi@cc9.ne.jp

ホームページ　https://soudannsienn-tochigi.business.site

≪事業所紹介≫【特定相談支援】
　相談支援事業所蔵ＬＯＶＥは２０２１年８月開所の
新事業所です。相談される皆様が住み慣れた地域
で安心して、自分らしい生活が送れるよう、ご本人の
希望に添える支援をしていきます。
　どうぞ、お気軽にご相談ください。
　

蔵の街運送株式会社

⑫相談支援事業所　蔵ＬＯＶＥ
328-0027 栃木市今泉町1-1-5

メール　soudankurabu@gmail.com

■サービス内容 特定相談支援　障がい児相談支援

■営業日、時間 月曜日～金曜日 08:30～17:30

■事業実施エリア 栃木市

TEL　0282-25-7729 FAX　0282-25-7730

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

特定相談支援

月～金曜日　８：００～１７：００（但し、国民の祝日、８月１３日～１６日、１２月２９日～１月３日を除く）

栃木市　下野市　壬生町　小山市

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

相談支援専門員１名（精神保健福祉士)

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
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＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■サービス内容 特定相談支援　障害児相談支援

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

■事業実施エリア 栃木市

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　相談支援専門員 専従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

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
　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。
・サービス等利用計画の作成・モニタリングの実施
・障がい者(児)支援施設等の紹介等

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑬相談支援事業所　社協とちぎ
328-0027　栃木市今泉町2-1-40

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

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

TEL　0282-51-2663 FAX　0282-51-2663

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 3名（うち2名 主任相談支援専門員）

■対象者 知的、身体、精神障がい者　障がい児

≪事業所紹介≫【特定・一般・障害児相談支援事業所】

ぴあんは、相談支援専門員の豊富な経験と柔軟な
発想のもと、常に相手に寄り添う姿勢をもって、障が
いのある方と家族が安心して生活ができるよう精
いっぱい支援させていただきます。
相談支援専門員は各種研修や県等の各種会議、栃
木市自立支援協議会の各種ワーキング等に参加
し、障がい者が住みやすい地域づくり、人材育成の
取り組みも行っています。

社会福祉法人　あゆみ園

⑭ぴあん

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/

特定非営利活動法人　このゆびとまれ

⑮相談支援センター ひなたぼっこ大好き

328-0067　栃木市皆川城内町1974-3

メール　konoyubi-tomare@tmt.ne.jp

フェイスブック　＠konoyubitomare.tothigi

■サービス内容 特定相談支援　一般相談支援　障害児相談支援

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分

■事業実施エリア 栃木市及び近隣の区域

TEL　0282-22-8773 FAX　0282-22-5384

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
栃木市皆川城址公園・皆川公民館近くの事業所で、
相談支援センターひなたぼっこ大好きでは、専任の
相談支援専門員がじっくりと話を聞いたうえで、共に
ニーズの掘り起こしから達成まで、寄り添った支援を
行っています。
その方がその方らしくイキイキと生きる力や気力を
発揮出来るよう支援しています。

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

特定相談支援　障害児相談支援

月～金曜日（土曜）　8時30分～17時30分　※要相談にて時間外対応

栃木市

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

相談支援専門員 1名

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児
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＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

特定相談支援

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）

栃木市　小山市　下野市　壬生町

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

管理者 1名　相談支援専門員 1名

知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

≪事業所紹介≫【特定相談支援】
　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、すべて実がなるように、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。
　ゆうの家では、障がいを持った方とそのご家族が、
困った時、悩んだ時、苦しい時には思いのたけを受
け止め、心の支えになれるような相談支援を行って
いきます。

社会福祉法人　なすびの里

⑯相談支援センター　ゆうの家
328-0003　栃木市大光寺町347-2

メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

ホームページ　www.nasubi.or.jp

TEL　0282-29-6111 FAX　0282-29-6113

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 2名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　障がい児

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘相談支援事
業所では、障がいのある方やその家族などから、様々
な相談をお聞きし一人ひとりにあったサポートの内容
を一緒に考えていきます。心配事や悩み相談から、日
常生活全般に関する相談まで幅広くお受けしていま
す。
　また、福祉制度・サービスの利用サポートや情報提
供も行っています。ご自宅などへの訪問による相談も
実施していますので、お気軽にご相談ください。

社会福祉法人　星風会

⑰悦山荘相談支援事業所
328-0004　栃木市田村町928

メール　etusoudan@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

TEL　0282-27-4731 FAX　0282-27-4734

≪事業所紹介≫【特定相談支援】

株式会社　サポートプラザフロンティア

⑱相談支援事業所アンジュ
329-4404　栃木市大平町富田1630-2

 メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

■サービス内容 特定相談支援　障害児相談支援

■営業日、時間 月曜日～金曜日　8時30分～17時30分（祝日、年末年始は除く）

■事業実施エリア 栃木市　下野市　壬生町

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

指定特定相談支援（サービス等利用計画策定）

月曜日～金曜日　8：30～17：30　

栃木市　小山市　佐野市　足利市　壬生町

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

“ともにこの街で豊かに暮らそう”を合言葉に・・・

FAX　0282-25-6818

相談支援専門員（常勤・兼務） 2名

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

ご本人そしてご家族が抱える様々なお悩みやお困り
ごとについてご相談をお受けしています。福祉制度
や地域にある資源のお役立ち情報を提供し、アドバ
イスをさせていただきながら、ご一緒に考え、ご希望
にお応えできるよう相談支援を行います。

TEL　0282-25-6808
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＜相談支援事業所＞　【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【指定一般・特定・障害児相談支援事業所】
・お子様から障がいのある方、高齢者の方まで、お一
人おひとりの『～したい』という想いやご家族の不安に
丁寧に寄り添い、トータルな相談支援サービスを提供
いたします。
・サービスのご利用をお考えの方、「ちょっとわからな
いことを聞いてみたい」という方まで、ぜひお気軽にご
相談・お問合せください。
・当事業所ではケアマネージャーも配置しているほか、
ホームヘルプのサービスも併設しております。

社会福祉法人すぎのこ会

⑲相談センターすぎのこ

329-4405　栃木市大平町西山田1197

TEL　0282-25-6924 FAX　0282-43-8880

メール　m2-soudan@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

■サービス内容 一般相談支援  特定相談支援　障がい児相談支援　

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分

■事業実施エリア 栃木市　※エリア外にお住まいの方には、サービス提供時に要した交通費を実費で頂く場合があります。

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　相談支援専門員 9名（兼務含む）　相談員 2名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者　療育等を必要とする児童等

月～金曜日　8時30分～17時30分

■事業実施エリア 栃木市

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員2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≫【指定特定相談支援事業所】

社会福祉法人天成会

⑳らいふさぽーと桜

栃木市大平町川連277-1

TEL 0282-20-0611 FAX　0282-21-2161

メール　sakura@tensei-kai.or.jp

ホームページ　http://www.tensei-kai.or.jp

■サービス内容 特定相談支援

■営業日、時間
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＜相談支援事業所＞　【都賀・西方地域】

≪事業所概要≫

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者　障がい児

令和４年６月１日現在

特定相談支援　障害児相談支援

月曜日～金曜日　8時30分～17時30分

栃木市 （旧都賀町周辺）

■対象者

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
 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、地域で
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。事業所としての主な内容は、地域内で生
活されている方を中心に相談や福祉サービスの利用のサ
ポート、計画作成、モニタリングを行い、よりその人らしい
生活が送れるための支援をしております。
地域内でお困りの際はお気軽にご相談ください。

　社会福祉法人　スイートホーム　

㉒指定特定相談支援事業所ひまわり
328-0103　栃木市都賀町原宿1424-1

メール　sweethome@cc9.ne.jp

ホームページ　http://www.tochigi-himawari.jp

■サービス内容

■営業日、時間

■事業実施エリア

■営業日、時間

■事業実施エリア

特定相談支援　障害児相談支援

火～土曜日　9時～18時

栃木市　壬生町　小山市　下野市

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

相談支援専門員 1名

身体障がい　知的障がい　発達に障がいのある方

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
障がいのある方やその家族からの様々な不安や悩
みなどの相談に対し、専門の相談員が対応します。
地域で安心して生活をしていただくために、必要な
サービスが利用できるようにお手伝いさせていただ
きます。また、病院や施設から出て地域での生活を
希望される方の相談にのり、安心して生活ができる
ようになるまでお手伝いさせていただきます。社会
福祉法人都賀の里が運営する相談支援事業所で
す。

社会福祉法人　都賀の里

㉓相談支援センター　ひばり野
328-0105　栃木市都賀町臼久保298-1

メール　hibarino.888@joy.ocn.ne.jp

ホームページ　https://www.tuganosato.com

TEL　0282-92-0211 FAX　0282-92-7616

■サービス内容 特定相談支援　障害児相談支援

■営業日、時間 月～金曜日　9時～17時

■事業実施エリア 栃木市

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 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

TEL　090-9147-4612 FAX　0282-51-3021

TEL　0282-29-3232

■職員配置

ＦＡＸ 0282-27-0294

相談支援専門員 2名

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
障がい児・者支援の相談及び計画作成、サービス等利用
計画作成を行っています。相談者が利用したい福祉サー
ビスが適切であるか否かを、当事者に寄り添ってともに検
討し、計画立案を行います。
①聞き取り検査（観察、発達検査、神経心理検査、感覚検
査、社会能力検査）を基に生態学的分析と生活環境分析
を行います。②相談者の将来を心身両面から予測して、
自律して生活が送れるよう共に考えていきます。③相談
者に医療機関で行える事と福祉サービスで行える事の異
なりを説明し、情報提供を行い、自立していく手立てを共
に考えていきます。

社会福祉法人　共育会

㉑相談支援事業所　ウィズダム
328-0111　栃木市都賀町家中2293-1

メール　wisdom@merryland.ed.jp

ホームページ　https://wisdom.merryland.ed.jp/

■サービス内容
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＜相談支援事業所＞　【都賀・西方地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【特定・障害児相談支援】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営する
相談支援事業所です。
利用者様のご意向に沿って障がい福祉サービス、障
がい児通所支援サービス等の利用計画を作成しま
す。
また、サービスの利用状況について、利用者様へのモ
ニタリングや、サービス事業所等との連絡調整により、
より適切な利用計画となるよう定期的な見直しを行い
ます。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

㉔相談支援事業所　ピュア
328-0102　栃木市都賀町富張255-1

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

TEL　0282-91-1511 FAX　0282-21-7225

■サービス内容 特定相談支援　障がい児相談支援

■営業日、時間 月～金曜日　8時50分～17時50分

■事業実施エリア 栃木市　鹿沼市　壬生町　佐野市　小山市　下野市

≪事業所概要≫

■職員配置 相談支援専門員 2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
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