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栃木市障がい児者のための 

社会資源まるわかりガイドとは 
 

 

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき指定され、栃木市内に拠点を 

置きサービスを提供している事業所と、訪問看護事業所および関係機関、 

宅地建物取引業者に協力していただき、栃木市（近辺）の障がいに関わる 

社会資源をまとめました。 

 

 

まるわかりガイドの見方 
 

○各サービスを事業種別ごと、地域ごとにまとめました。 

 

○各項目の見方 

事業所紹介 事業所の特色、目標や方針などを記載しています。 

事業所概要 

利用料 
記載されているもののほか、所得等に応じて法律

などで定められた利用料がかかります。 

福祉有償運送 

公共交通機関を利用して移動することが困難な方

を対象に、社会福祉法人等が有償で行う自家用自

動車による移送サービスです。実施している場合

は「あり」、していない場合は「なし」などと記載

しています。 

送迎サービス 

事業所まで送迎サービスを実施している場合は

「あり」、実施していない場合は「なし」などと記

載しています。 

医療的ケア 
記載されている項目のうち、対応可能、受け入れ

可能なものに☑が付いています。 

活動内容 

その他の活動 

事業所の活動内容、作業内容、訓練内容、行事、日課などを 

記載しています。 
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まるわかりガイド掲載事業 
 

1．指定相談支援（一般・特定・障害児） … P3 

 

2．居宅介護 … P14 

（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） 

 

3．生活介護 … P24 

 

4．自立訓練（生活訓練） … P38 

 

5．就労移行支援 … P42 

 

6．就労継続支援 A型 … P45 

 

7．就労継続支援 B型 … P49 

 

8．共同生活援助 … P62 

 

9．障害者支援施設 … P76 

 

10．障害児入所施設 … P81 

 

11．児童発達支援･放課後等デイサービス … P84 

 

12．療養介護 … P98 

 

13．地域活動支援センター … P101 

 

14．日中一時支援 … P106 

 

15．短期入所 … P117 

 

16．事業運営主体別実施事業一覧 … P124 

 

17．訪問看護 … P132 

 

18．関係機関 … P137 

 

19．障がい者の住まいを応援する宅建業者 … P141 
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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。 



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

都賀・西方地域
㉑ウィズダム
㉒ひまわり
㉓ひばり野
㉔ピュア

相談支援

栃木・大平地域
①めだか
②にじいろ
③海がめ
④Well-being
⑤サンライズ
⑥フローラ―
⑦栃木ケアサポートひまわり
⑧ゆっ蔵
⑨わらしべの家
⑩ウエイブ
⑪とちぎ
⑫蔵LOVE
⑬社協とちぎ
⑭ぴあん
⑮ひなたぼっこ大好き
⑯ゆうの家
⑰悦山荘
⑱アンジュ
⑲相談センターすぎのこ
⑳らいふさぽーと桜

⑩

⑰

②
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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

5



＜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
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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

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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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

16



＜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/
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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

■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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３．生活介護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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。 



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

生活介護

栃木・大平地域
①②やまと
③ゆーあい工房
④わらしべの家
⑤すてっぷ
⑥あゆみ
⑦このゆび☆とまれ
⑧あすなろ
⑨あすひ
⑩梅のはな
⑪ゆうの家
⑫あいの家
⑬星風院
⑭悦山荘
⑮もくせいの里
⑯みずほの家

都賀・西方地域
⑰カーサ・エスペランサ
⑱とみはりの杜

藤岡・岩舟地域
⑲すぎのこ
⑳けやきの家
㉑はまなす
㉒ひのきの杜
㉓ひのきの杜共生

⑫⑤

⑯

⑧

④ ⑬

①

③

②

⑥

⑨

⑩

⑦ ⑭

⑮

⑱

⑲

㉒㉓
⑳㉑
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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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４．自立訓練（生活訓練） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自立訓練（生活訓練） 
知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、障害者支援施設、障害

福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅において、入浴、排せつ、

食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関す

る相談および助言などの支援を行います。 



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

自立訓練（生活訓練）

栃木・大平地域
①海がめ物語
②ゆうの家

②
①

③

都賀・西方地域
③Nalu（ナル）

39



＜自立訓練（生活訓練）事業所＞【栃木・大平地域】

■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）

昼食代 1食 100円

あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

月～土　10：00～17：00

□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 管理者 1名　サービス管理責任者 1名　生活支援員 1名

■営業日、時間

■医療的ケア

■利用料

②ゆうの家事業所（多機能型事業所）

メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

【自立訓練事業（生活訓練）】

■送迎サービス

※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。

≪事業所紹介≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者　サービス管理責任者　生活支援員

精神障がい者　知的障がい者　発達障がい者

①海がめ物語

メール　umigame@cc9.ne.jp

【自立訓練（生活訓練）】

328-0032　栃木市神田町6-15

TEL　0282-51-2291 FAX　0282-51-2921

特定非営利活動法人　クローバー

■利用定員

■対象者

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

6名

■医療的ケア

328-0003　栃木市大光寺町347-2

TEL　0282-29-6111 FAX　0282-29-6113

ホームページ　www.nasubi.or.jp

□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

≪活動内容など≫

≪活動内容など≫

社会福祉法人　なすびの里 　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。
　作業訓練や日中活動を通し、将来の自立生活やご
自身に合ったサービスの検討など、安心した生活が
送れるよう支援しています。

■作　業（内容）　① 食品製造（パン、うどん、菓子作り）　② 食堂（接客、調理補助、食器洗浄等）　③ 軽作業（ボールペ
ンキャップ組立、縫製品作り、缶つぶし）　④ イチゴ作業（イチゴ栽培に関わる仕事）　⑤ 施設外就労（洗浄業務）
■実習及び求職活動等の支援
ハローワーク、障害者就労・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら、職場実習実施やトライアル雇用など、
求職活動の支援を行います。
■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。その他、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

　利用者・職員・保護者のお互いの信頼と協調のもとに、明るく健全な施設運営を行っています。また、地域社
会に精神障がいへの理解を深めてもらう活動にも力を入れています。自立した日常生活を営む上での各般の
問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等、必要な援助を行います。

≪事業所紹介≫

≪事業所概要≫

■対象者 知的障がい者　身体障がい者

■利用定員 6名

■利用料 食費 1食 310円（希望者に提供）

■送迎サービス あり　1回 100円 
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＜自立訓練（生活訓練）事業所＞【都賀・西方地域】

　Ｎａｌｕでは、以下のように計画を立案して対応していますが、個別対応ですのでこの限りではありません。
<1～3か月>働きかけ・日中活動・食事の準備・金銭管理
<3～6か月>働きかけた課題の進捗状況のチェック
<6～9か月>チェックから生活の見直しをし、個別支援計画を立案
<9～12か月>地域で生活するための手立てを共に検討
<12か月以降>地域生活を送りながら、就労移行支援につなげる手立てを検討及びフォロー
　　　　　　　　　一人一人に合った就労先を検討

■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　9：00～16：00

≪活動内容など≫

■利用定員 自立訓練　14名

■利用料 食事 400円（食事提供加算対象者 100円）

■送迎サービス あり　(※送迎先は要相談。)

≪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 4名以上

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【自立訓練（生活訓練）】
自立訓練・就労移行支援の対象は、地域生活を営む上で、生活
能力の維持・向上などの支援が必要な方で、知的側面または精
神的側面に支障を感じている方に提供されます。
自立支援事業所　Nalu　においては、
①日常生活リズムを整える。
②体調の変動に対応できる処理能力を身につける。
③物事への集中時間が長くなるようにする。
④就労する事への意識づけをしていく。
⑤家族と情報を交換し社会生活に繋がるように習慣化する。
を心掛けています。

社会福祉法人　共育会

③自立支援事業所　Nalu

328-0111　栃木市都賀町家中2293-1

TEL　0282-51-3837 FAX　0282-51-3021

メール　merry.nalu@gmail.com

ホームページ　https://nalu.merryland.ed.jp/
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５．就労移行支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就労移行支援 
就労を希望する障がいのある方に対して、生産活動や職場体験などの提

供により、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関

する相談や支援を行います。 



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

就労移行支援

①

都賀・西方地域
①Nalu（ナル）
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＜就労移行支援事業所＞【都賀・西方地域】

≪活動内容など≫
　Ｎａｌｕでは、個々の特性に応じた実習を提供しています。
・飲食関係（キッチンカーや就労支援カフェでの販売・接客、給食作りの調理補助）
・農薬不使用の畑作業（藍　・藍マンゴー　・野菜等）
・机上作業（藍染めに関わる刺し子、藍の種取り、マンゴーのフック作りなど）

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労移行支援】
Naluの就労移行支援は
基礎体力の向上、集中力・持続力の向上、知識能力の
向上などの訓練を行い、様々な活動を通じて、適性に
合った職場への就労をサポートします。
一人一人に合った活動に取り組む中で社会性を身につ
け、達成感を得ることで自信につなげていけるように支援
していきます。

社会福祉法人　共育会

①自立支援事業所　Nalu

328-0111　栃木市都賀町家中2293-1

TEL　0282-51-3837 FAX　0282-51-3021

メール　merry.nalu@gmail.com

ホームページ　https://nalu.merryland.ed.jp/

≪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　職業指導員 1名　就労支援員 1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 6名

■利用料 食事 400円（食事提供加算対象者 100円）

■送迎サービス あり　(※送迎先は要相談。)

■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 月曜日～金曜日　9：00～16：00
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６．就労継続支援Ａ型 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就労継続支援Ａ型 
現時点では一般企業等に就労することが困難であるが、一定の支援があ

れば一般就労と同様の仕事が可能である方に対して、雇用契約を結び一般

就労に近い作業を通して、働くために必要な技能や知識を身につけます。 



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
藤岡・岩舟地域
③イナバファーム

就労継続支援A型

栃木・大平地域
①アイエヌライン
②マトマ事業所③

①

②
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作業時間は、10時～16時です。事業所では昼食の提供はしませんが、弁当の注文ができます。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て等です。
施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等で行う作業もあります。
日帰りバス旅行、夏まつり、スポーツ交流会等のイベントも充実しています。

■営業日、時間

雇用契約による賃金

月～金曜日　8時30分～17時30分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫

■送迎サービス

■医療的ケア

あり（栃木市　他　最寄りの駅）

□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≫

■利用定員

■対象者

■職員配置

≪事業所紹介≫【就労継続支援A型】

■平均工賃

職業指導員 3名　生活支援員 2名　賃金向上達成指導員 1名

身体障がい者（内部障がい　自立歩行できる方）　精神障がい者　知的障がい者　難病等対象者

20名

食事実費

75,000円

職業指導員 3名　生活支援員 2名

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方

■送迎サービス

■平均工賃

■職員配置

■営業日、時間

あり（栃木駅南口まで）

□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

■利用料

　特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る就労継続支援A型事業所です。
　企業等に就労することが困難な障がいのある方に
対して、雇用契約に基づき、生産活動の機会の提
供、一般就労に必要な知識および能力の向上のた
めに必要な訓練などを行います。

障がいにより一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である方に対して就労の機
会の提供及び生産活動の機会を提供、またその他の就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、その他必
要な支援を行います。
【作業内容】
①請負会社から依頼をうけている敷地内の清掃業務、敷地内作業
②請負会社で行う木材機械加工　③施設内作業(箱折、検品、組立、その他)

■利用料

≪事業所概要≫

■対象者

■利用定員

特定非営利法人　ハートフルふきあげ

②ハートフルふきあげ マトマ事業所

329-4424　栃木市大平町伯仲2656-1-1

FAX　0282-21-7436

10名

■医療的ケア

TEL　0282-21-7435

＜就労継続支援A型事業所＞

TEL　0282-51-2747

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ａ型】
　生活リズムを整え継続的に利用し安定的な収入を
得ながら一般就労を目指して頂けるように、負担の
少ない軽作業、清掃、または一般企業に出向き行う
木材機械加工等を提供しております。
　また、一般就労先でも継続して勤められる事が目
標になりますので、仕事という認識をもって頂きなが
ら作業に取り組み、意識を継続的に保てる様にも支
援を行っております。

アイエヌライン合同会社

栃木市樋ノ口町396-16

FAX　0282-51-2362

メール　inline@cc9.ne.jp

令和4年6月1日現在

①アイエヌライン

月曜日～金曜日（祝日及び12月31日から1月3日までを除く。）　営業時間：10：00～17：00

≪活動内容など≫

47



＜就労継続支援A型事業所＞【藤岡・岩舟地域】

≪活動内容など≫

1　いちごの栽培：自社農園にていちごの収穫、葉かき、苗の管理作業など
2　トマトの栽培：ハウス内にて収穫、葉かき、芽かき、誘引、などのトマトの栽培に関する作業
3　なすの栽培：畑にて、収穫などを行います。支柱を立てたり、具材をつなぎ合わせたり。
4　出荷に伴う作業：いちごのパック詰、トマトやなすの箱詰め、袋詰め、梱包作業などを行います。

■送迎サービス 新栃木駅　栃木駅　大平駅　佐野駅　岩舟駅　また送迎の経路上の駐車場なども行なっています。

■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 月火水木金土　9:00〜14:15　実働 4h　休日 各月8日（土日など）

■利用定員 20名

■利用料 なし（利用者負担額のある方でも利用料はかかりません）

■平均工賃 73,450円

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　職業指導員 6名　生活支援員 4名

■対象者 身体　精神　知的障がいのある方　難病をお持ちの方

 イナバファームでは、明るく、一生懸命、成長する、の3つ
をモットーとして取り組んでいます。
 農業を通じて、自然に触れ合いながら、作物の成長を実
感しながら、そして季節を体全体で感じながらお仕事して
いきます。
 みんなで一つのことに取り組むその姿は、一つのイベント
を作りあげるような過程にとても似ていると思います。
 職場のスタッフと仕事を行い、能力の向上や知識の習
得、そして一番は自分自身にもっともっと自信をつけるこ
と。それが出来るような環境を全力で作っていきたいと
思っています。

株式会社　ＩＮＡＢＡＦＡＲＭ

③イナバファーム

329-4307　栃木市岩舟町静1141−3

TEL　0282-25-7478 FAX　0282-25-7479

メール　info@inabafarm.info

ホームページ　http://inabafarm.info

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援A型】
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７．就労継続支援 B型 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就労継続支援 B型 
体調等の理由で一般企業等に就労することが困難である方に対して、比

較的軽く短時間の作業を通し、働くために必要な技能や知識を身につけま

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

就労継続支援B型

都賀・西方地域
⑰Honu
⑱いちごの郷
⑲とみはりの杜事業所

⑪

⑬

⑭

③

⑲

⑳

①

⑫

⑱

⑮

⑥

⑯

④
⑤ ②

栃木・大平地域
①ゆーあい工房
②海がめ物語
③K.connect（ケイコネクト）
④めぐみ
⑤ゆっ蔵
⑥わらしべの家
⑦蔵の街ウエイブ
⑧道しるべ
⑨蔵LOVE（くらぶ）
⑩クローバー
⑪吹上事業所
⑫ゆうの家
⑬フロンティア
⑭みずほの家
⑮すまいるわーく桜
⑯マトマ事業所

藤岡・岩舟地域
⑳すぎのこ
㉑晴ればれ

⑨

㉑

⑦
⑩

⑰
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

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

月～金　10：00～15：00（作業時間）

≪活動内容など≫
当施設では利用者の状況を第一に考え、その人にあった支援を心がけています。丸一日の就労訓練を続けること
ができなくても、施設内の居場所で過ごしてもらうことができます。クローバーを卒業して、一般就労した利用者の方
も多数いらっしゃいます。
また、当事者活動として、利用者が主体となって結成した「ピアステップ栃木」のサポートも行っています。ピアステッ
プは北海道浦河の「べてるの家」の向谷地氏との交流も行い、利用者自らが病気に向き合い、対処する方法を考え
ています。

■営業日、時間

■送迎サービス

■医療的ケア

あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

□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

■平均工賃

食費 1食 628円（食事加算対象者 328円）

 12,565円/月額（令和2年度実績）

管理者　サービス管理責任者　職業指導員　生活支援員

精神障がい者　知的障がい者　発達障がい者

14名

昼食代 1食 100円

12,000円（R2年度）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

■送迎サービス

■平均工賃

■利用料

■職員配置

■営業日、時間

あり（指定待合場所までの送迎可）

□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（年間カレンダーあり）　9：00～16：20

≪活動内容など≫
①生産活動　：　木工作業、菓子作業、受注作業にご本人の希望により従事して頂いています。
②余暇活動　：　月に１回程度行事（レクリエーション・クラブ活動・カラオケ・ボウリング・旅行・等）を実施してい
ます。
③その他の活動　：　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

特定非営利活動法人　クローバー

②海がめ物語

328-0032　栃木市神田町6-15

FAX　0282-51-2921

メール　umigame@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

■利用料

≪事業所概要≫

■利用定員

■対象者

■職員配置

■医療的ケア

TEL　0282-51-2291

■対象者

■利用定員

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 5名　職業指導員 1名　目標工賃達成指導員 1名

25名

　ゆーあい工房では主に自主製品を製作しているのが特
徴です。
　木工作業では、県産材を使用して檜の木目を活かした温
かみのある商品を作っています。
　菓子作業では無添加にこだわり、安心で安全な食品作り
を実施しています。
　受注作業では、受託先のニーズに応え、精度の高い製
品を提供しています。
　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

①ゆーあい工房

328-0033　栃木市城内町2-62-14

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≫

TEL　0282-25-4001
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

ボールペン、マジックのパッケージ作業
シール貼り、バリ取り作業、自動車部品枠外し作業、
リング付け作業、発送作業、公園清掃、資源回収、
農作業等（ブルーベリー、黒大豆）等

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

職業指導員 1名以上　生活支援員 2名以上　工賃目標達成指導員 1名　

≪活動内容など≫

20名

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

約10,000円

■送迎サービス

■医療的ケア

■営業日、時間

あり 旧栃木市内で指定停留所　＊場所やその他の地域は要相談

□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

月～金曜日　9：00～15：30　※法人の年間行事計画による営業日

■利用定員

■利用料

■平均工賃

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
利用される方お一人お一人を尊重する精神を貫き、利
用される方が心身ともに健やかに生活され、また、その
能力と特性に応じて自立した日常生活を営むことが出
来るよう支援します。
そのために支援の質を
向上させていきます。

社会福祉法人　あゆみ園

④めぐみ

栃木市平井町993-3

FAX　0282-23-6583

メールアドレス　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

TEL　0282-23-6559

≪活動内容など≫
生産活動・・建物内で行う水耕栽培により葉物野菜を中心に栽培から出荷・販売まで一貫して行っています。下請け
作業の受託等、作業の汎用性を持たせ、利用者様個々の適性等を考慮し作業内容を考えています。
余暇活動支援・・・事業所内レクを中心に提供しております。
お花見や初詣など季節毎の外出イベントも実施し、
社会参加や利用者・職員の交流の場を提供いたします。

令和４年６月１日現在

食事代　(500円/食）、体制加算該当者（200円/食）

■送迎サービス あり（自宅まで送迎可）　

■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（土曜日営業の月有）（12月30日から1月3日を除く）　8：30から17：30

■利用定員 20名

■利用料

■平均工賃 12,292円

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者１名、サービス管理責任者１名、職業指導員・生活支援員１名以上、目標工賃達成指導員 1名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

「室内型水耕栽培」で葉物野菜を中心に栽培・販売をし
ています。年間通して安定した作業ができる事が利用
者様からもご好評いただいております！
その他の生産活動も多数行っており、生産活動や施設
外就労等を通して就労に必要な知識や技術の向上を
目指すと共に、仕事を楽しむ環境作りを行っています。

清田建設工業株式会社

③K.connect　（ケイコネクト）

328-0042　栃木市沼和田町18-2

TEL　0282-22-7222 FAX　0282-22-7223

メール　k.connect.n@gmail.com

ホームページ　https://kconnectn.wixsite.com/connect

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

清田建設 福祉 検索
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

≪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）】

■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

■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）

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食/281円　旅行等行事参加費/実費

■平均工賃 7,047円/月平均（令和3年度実績）

≪事業所概要≫

■職員配置 職業指導員 3名　生活支援員 1名　目標工賃達成指導員 1名

■対象者 知的障がい者（身体障がい者　精神障がい者）

　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

⑥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/

≪活動内容など≫
3つの部署が独立した建物ごとに配置されております。
珈琲部：自家焙煎珈琲豆製品作り：生豆のﾊﾝﾄﾞﾋﾟｯｸ作業、珈琲豆の計量、袋詰め、販売等　/請負内職（軽作
業）
弁当部：日替わり弁当の調理、盛付、弁当配達、弁当箱回収、洗浄等
ゆこい部：請負内職（自動車部品の組立など）、縫製作業（珈琲ギフト用バック）

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

■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

■営業日、時間 月～金曜日　土曜日は月1回程度開所　8時30分～17時30分

■利用定員 20名

■利用料 障害者総合支援法基準に基づいた基準　※生活保護　市町民税非課税　0円

■平均工賃 15,486円（令和3年度工賃実績より）

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 2名　職業指導員 2名　目標工賃達成指導員 2名

■対象者 主に精神障がい者

　仲間と共に働きたい希望を実現していく場です。
　自家焙煎珈琲の販売や、日替わり弁当の調理、配達等
を通じて地域の方々と関わり、自信ややりがいを持ち、住
み慣れた地域でその人らしく、その人のペースで生活でき
ることを目指します。

社会福祉法人　ブローニュの森

⑤ゆっ蔵

328-0051　栃木市柳橋町3-20

TEL　0282-25-3523 FAX　0282-25-6175

メール　yukkura@grace.ocn.jp

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

社会福祉法人わらしべの里
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

≪活動内容など≫
農作業及び室内作業。
また、年に数回、
レクリエーション活動が
あります。

■送迎サービス 栃木市内（自宅まで）

■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　10時30分～16時00分まで

■利用定員 20名

■利用料 昼食代〔食事提供加算がある場合 1食100円　非該当の場合 1食300円〕

■平均工賃 8,000円/月

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

　就労支援事業所道しるべでは、農業（土づくり～販
売まで）を利用者様と一緒に取り組み、年間を通して
活動しています。
　また、創作活動として個人の能力を生かした作品
作りなど、アットホームな雰囲気の中でやりがいのあ
る、暮らしに寄り添った支援を提供しています。

一般社団法人　リカバリー

⑧就労継続支援事業所　道しるべ

328-0012　栃木市平柳町1-16-4

TEL　0282-51-6190 FAX　0282-51-9474

メール　recovery@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.recovery-michishirube.com

管理者兼サービス管理責任者　1名　職業指導員　2名　生活指導員　2名

知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者　発達障がい者　難病

≪活動内容など≫
■作業内容…折り紙袋詰め・箱詰め等の軽作業、プラスチック製品のバリ取り作業、イチゴのヘタ取り作業
■その他の活動…年間行事として、お花見、映画鑑賞、クリスマス会等のイベントや2年に1度の1泊旅行などを実
施しています。
■就労支援にも取り組んでおります。就労の能力が高まった方は関係機関と連携を図り就労に結びついておりま
す。
■就労訓練としてパソコン教室も開催しております。パソコンのスキルを身に付けて職種の幅を広げます。

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援B型】

■送迎サービス あり　自宅まで送迎可

■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　（土日・祝祭日・GW・年末年始休業）　午前9時～午後3時30分

■利用定員 20名

■利用料 お茶代　旅行積立金等

■平均工賃 5,277円（令和3年度）

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者兼サービス管理責任者 1名　職業指導員 1名（精神保健福祉士）　生活支援員 4名（看護師1名）

■対象者 精神障がい者

　蔵の街ウエイブでは主に精神に障がいをお持ちで、
病院を退院された方や家で過ごされていた方などを対
象にしています。利用にあたって、個別に支援計画を
立てご本人の希望に沿った支援を行います。
　就労継続支援事業は、作業訓練を通して自立への第
一歩を支えます。生活障がいの程度に関わらず、皆が
一緒に楽しく作業ができることをモットーとして、その方
の得意分野に合った作業ができるように、分業して工
程を完成させています。

特定非営利活動法人　蔵の街ウエイブ

⑦蔵の街ウエイブ第1事業所

328-0012　栃木市平柳町1-2-7

TEL　0282-23-4465 FAX　0282-23-4465

メール　kuranomachi_wave1@yahoo.co.jp

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

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

　当施設では利用者の状況を第一に考え、その人にあった支援を心がけています。主な作業は折り紙の梱包や電
子機器の組立て、封筒入れなどの軽作業が中心となります。

■平均工賃 新規のため、実績無し。

■送迎サービス あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

■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　10：00～15：00（作業時間）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者　サービス管理責任者　職業指導員　生活支援員

■対象者 精神障がい者　知的障がい者　発達障がい者

■利用定員 20名

■利用料 昼食代 1食 100円

①お弁当詰め・市内企業様へ配達
②内職（折り紙封入、ゴム通し、シール貼り）
③農作業（月１～２回、じゃがいもなど収穫）

蔵LOVEのご飯は美味しいと大好評です＾＾

令和４年６月１日現在

昼食代　100円（ご飯・お味噌汁お代わり無料）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

特定非営利法人　クローバー

⑩クローバー

328-0032　栃木市神田町6-18

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/

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　「蔵LOVE」は2020年4月にオープンした優しい利用者さ
んの多いアットホームな施設です★
　利用者の方々の笑顔の為に、居心地の良い場所を提供
します。生産活動を通して、社会の中で働くことの楽しさを
経験し、やりがい・生きがいを見つけていくことを目標にし
ています。
それぞれ合ったペースで、一人ひとり向き合っていきます。
　最近ではピクニックやいちご狩りなどレクリエーションを
取り入れ、楽しみながら過ごしています。
　見学・体験のご連絡いつでもお待ちしています＾＾

蔵の街運送株式会社

⑨蔵ＬＯＶＥ（くらぶ）

328-0027　栃木市今泉町1-1-5

TEL　0282-25-7729 FAX　0282-25-7730

メール　kurabu291199@gmail.com

ホームページ　https://www.kura-unso.com/blank-4

≪事業所概要≫

■送迎サービス あり（無料）　蔵LOVEから20分以内目安、ご相談ください

■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・一部土曜日　9：30～15：30 （日・祝祭日・ＧＷ・年末年始等休業）

≪活動内容など≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　職業指導員 2名　生活支援員 1名　目標工賃達成指導員 1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 20名（まだまだ募集中です★）

■利用料

■平均工賃 15,483 円/月　（令和2年度実績）

① ② ③
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

あり 栃木市　鹿沼市　宇都宮市　小山市　佐野市　他（要相談）

■作　業（内容）
①食品製造（ﾊﾟﾝ、うどん、菓子作り、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ作業）②食堂（接客、調理補助、食器洗浄等）　③軽作業（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝｷｬｯﾌﾟ組
立、縫製品作り、缶つぶし）④ｲﾁｺﾞ作業（ｲﾁｺﾞ栽培に関わる仕事）⑤施設外就労（洗浄業務）
■実習及び求職活動等の支援
ハローワーク、障害者就労・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら、職場実習実施やトライアル雇用など、求
職活動の支援を行います。
■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、その他施設祭りやｸﾘｽﾏｽ会などの施設行事の実施。

■平均工賃 平均12,443円（令和３年度実績）

■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。

■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≫

≪事業所概要≫

■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 3名　職業指導員 3名 目標工賃達成指導員１名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者

■利用定員 34名

■利用料 食費 1食 310円（希望者に提供）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　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。
　就労支援事業では、食品製造から農業、接客業など多
種に渡る作業を提供しています。一人ひとりに合った作業
に参加していく事で、やりがいや達成感、満足感を得て、
日々、自信や潤いを持ちながら生活できるよう支援してい
きます。

社会福祉法人　なすびの里

⑫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

■平均工賃 31,337円／月額（令和３年度実績）

■送迎サービス

■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　8時50分～17時50分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫
作業時間は、10時～16時です。事業所では昼食の提供はしませんが、弁当の注文を代行します。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て等です。
事業所内での作業のほか、施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等での作業もあります。
また、日帰りバス旅行等のイベントも充実しています。

≪事業所概要≫

■職員配置 目標工賃達成指導員 1名　職業指導員 6名　生活支援員 2名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 20名

■利用料

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営する
就労継続支援B型事業所です。
　「利用者様中心の支援」をモットーに、各々の能力・特
性に応じた作業を提供し、心身ともに豊かに暮らすこと
が出来るように支援しています。
　利用者様の工賃アップや一般就労に向けた取り組み
として、一般企業などで作業していただく施設外就労を
積極的に行っています。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑪ハートフルふきあげ 吹上事業所

328-0133　栃木市大森町465

TEL　0282-31-3911 FAX　0282-31-3912

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

月～金曜日　8：30～17：30

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置

■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 28名

■利用料 給食費 350円（食事提供加算該当者 230円）

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

生活支援員 5名　職業指導員 2名　目標工賃指導員 1名

■平均工賃 17,614円（令和3年度月額平均。　月最高額者 55,991円）

■送迎サービス 有(藤岡地区、岩舟地区、大平地区、旧栃木市内、相談の上自宅送迎可能）

■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

①家電用品部品組立　②医療用器具組立　③農作業（農家依頼農産物栽培）
④農業生産法人受託作業　⑤地域コミュニティー広報誌ポスティング
⑥一般企業での就労体験　等
　★年間イベント　・・・　お花見、一般企業視察研修、1日旅行、
　　　　　　　　　　　　　　ボーリング大会、クリスマス会　等
　★地域ボランティア・・・地域空き地及び道路の清掃（ごみ拾い）月2回

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
〇特色
 作業・就労支援に加え、ライフスタイルに合わせた
トータルな支援を行います。

①就労に最も必要な「生活基盤の確立・強化」を支
援いたします。
②法人内資源を最大に活かし、グループホーム・短
期入所・入所施設との連携を図ります。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑭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.jo/

■平均工賃 13,830円/月（令和2年度実績）

■送迎サービス あり（自宅まで）

■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（事業所カレンダーにより土曜日営業有）　お盆、年末年始休暇有

≪活動内容など≫

■利用定員 20名

■利用料 昼食提供希望者 300円/1食

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
“ともにこの街で豊かに暮らそう”を合言葉に!
　一人一人の特性に応じた支援プログラムを提供し、
自分の特性を把握する自己理解を勧め、働く上で必要
になるビジネススキルを向上するための訓練を行って
います。また、知識の向上のための講座や一般企業で
の現場実習等を実施し、視覚的に就労意欲向上を図る
とともに、地域で豊かな生活を送れるよう、地域の資源
を利用しながら、一人一人のニーズに添った支援に心
がけています。

株式会社　サポートプラザフロンティア

⑬就労支援事業所フロンティア

329-4404　栃木市大平町富田1630-2

TEL　0282-25-6808 FAX 0282-25-6818

メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1名　職業指導員 3名　生活支援員 2名

■対象者 知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

① ②
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＜就労継続支援B型事業所＞【栃木・大平地域】

苺（とちおとめ）・ブルーベリー・トマト（カゴメ加工用）・椎茸などの生産販売、企業の受託作業（主に日立やい
すゞ自動車）、宇都宮中央卸売市場（仲卸業者）からの青果パッケージ、その他様々な活動を行っています。

■平均工賃 20,356円/月額換算

■送迎サービス 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

■営業日、時間 月～金曜日　8時30分～17時30分

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者1名、サービス管理責任者1名、目標工賃達成指導員1名、生活支援員4名、職業指導員6名

■対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

■利用定員 40名

■利用料 昼食代（350円/1食）

≪事業所紹介≫就労継続支援Ｂ型

社会福祉法人天成会

⑮すまいるわーく桜

栃木市大平町川連277-1

TEL　0282-20-0611 FAX　0282-25-2161

sakura@tensei-kai.or.jp

http://www.tensei-kai.or.jp

作業時間は、10時～16時です。事業所では昼食の提供はしませんが、弁当の注文ができます。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て等です。
施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等で行う作業もあります。
日帰りバス旅行、夏まつり、スポーツ交流会等のイベントも充実しています。

■平均工賃 20,543円（令和２年度実績）

■送迎サービス あり　栃木市　小山市　佐野市　他（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　8時30分～17時30分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 目標工賃達成指導員 1名　職業指導員 2名　生活支援員 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 10名

■利用料

特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る就労継続支援B型事業所です。
利用者様中心の支援をモットーに、利用者様個々人
の能力・特性に応じた訓練・作業の機会を提供し、心
身共に豊かに暮らすことができるよう支援していま
す。また、利用者様の一般就労に向けて、企業に出
向いて作業訓練を行う施設外就労にも力を入れてい
ます。

特定非営利法人　ハートフルふきあげ

⑯ハートフルふきあげ マトマ事業所

329-4424　栃木市大平町伯仲2656-1-1

TEL　0282-21-7435 FAX　0282-21-7436

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】

令和４年６月１日現在
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＜就労継続支援B型事業所＞【都賀・西方地域】

■作業内容
①受注作業…民間企業等から下請け、折り紙の加工・梱包、プラスチック製品の組立
②自主作業…自主製品の製作や販売、イベント出店参加、リサイクル品、アクリルたわし、小物品、アルミ缶・ダンボール
回収
■その他の活動
自立訓練（年1回）、野外訓練（年1回）、宿泊訓練（年1回）、農業体験など、年間計画に基づき、各種事業や季節ごとのお
楽しみ会等を実施

TEL　0282-28-0252 FAX　0282-28-0323

■平均工賃 10,732円（令和3年度実績）

■送迎サービス あり（送迎費無料・自力での通所困難な方）※希望については要相談

■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（祝日、12月29日～1月3日除く）　午前8時30分～午後5時15分

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者１名・サービス管理責任者 1名　職業指導員 1名　生活支援員 1名　目標工賃達成指導員 1名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 20名

■利用料 訓練参加費等の実費を徴収

　自分のペースで働きながら高工賃・高収入を目指せる付加価値の高い作業も行っています。
　藍染めの原料となる藍を種から育て、古来からの本建て正藍染めという自然手法を用いて藍染めを行っています。
　また、虫よけや抗菌作用のある藍液を漢方と混合させての農薬不使用マンゴーやメロンなども栽培しています。
　更に、スーパーシードの健康食品である藍の種を使用したパンやプリンを製造し、店舗販売・移動販売車にて販売を行っ
ています。屋外業務が苦手な方には、商品梱包やPC業務としてネット販売管理や在庫管理等を行っています。

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　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、通所による就労や生産活動の機会を
提供しています。個々の能力・状況に応じた作業をとお
して、一般就労等への移行に向けて支援をします。
　また、利用される方一人ひとりの意見を尊重し、個人
のニーズに合わせたサービス、安全で質の高いサービ
ス、居宅環境に近い家庭的でアットホームな雰囲気で
支援をしています。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑱就労継続支援センター いちごの郷

328-0111　栃木市都賀町家中2357

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

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

■工賃 約15,000円

■送迎サービス 有り　※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 月曜日〜金曜日 9 : 00 〜 16 : 00

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 サービス管理責任者 1 名　職業指導員 2名　生活支援員 1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 20名

■利用料 食事 400円(食事提供加算対象者 100円)

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
令和３年4月に新築開所した事業所です。
自分の得意とすることで勝負できる環境がHonuには
あります。
一般就労を見越した就労訓練を通して、心身共に基
礎力を身につけ、社会人としてのマナーを習得しな
がら、働く喜びを感じて頂きたいです。

社会福祉法人　共育会

⑰障がい福祉サービス事業所Honu

〒328-0111　栃木県栃木市都賀町家中2293-3

TEL　0282-51-3557 FAX　0282-51-3021

メール　merry.honu@gmail.com
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＜就労継続支援B型事業所＞【都賀・西方地域】

あり 栃木市　鹿沼市　宇都宮市　小山市　佐野市　他（要相談）

■平均工賃 13,778円／月（令和３年度実績）

■送迎サービス

■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　8時50分～17時50分　※土曜日も営業する日があります（事業所カレンダーによる）

≪活動内容など≫
作業時間は、10時～16時です。事業所内の食堂で昼食を提供します。
作業の内容は、工業製品・部品の組立て、製品の箱詰め・袋詰め等の軽作業、
独自製品である揚げ餅の製造・販売等です。
施設外就労として、事業所職員の同行のもと一般企業等での作業もあります。
また、日帰りバス旅行、バーベキュー等のイベントも充実しています。

≪事業所概要≫

■職員配置 目標工賃達成指導員 2名　職業指導員 5名　生活支援員 2名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 14名

■利用料 食費 1食310円（昼食）

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る就労継続支援B型事業所です。
利用者様中心の支援をモットーに、個々の能力・特
性に応じた作業を提供し、心身ともに豊かに暮らすこ
とが出来るように支援しています。
事業所の独自製品である揚げ餅は、県内約70カ所
で販売しております。

特定非営利法人　ハートフルふきあげ

⑲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

令和４年６月１日現在
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＜就労継続支援B型事業所＞【藤岡・岩舟地域】

①猫砂製造作業　②セロテープ剥がし
③コーヒー豆の選別　④袋詰め作業
④ボールペンの組み立て
※時期により入ってくる作業も変わります
ので、多種多様な作業をご用意しております。

■平均工賃 12,178円/（令和４年５月分）

■送迎サービス あり（自宅または自宅近くの拠点まで送迎可能）

■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、１０：００〜１５：００、土日休み

≪活動内容など≫

≪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３名、職業指導員３名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者

■利用定員 ２０名

■利用料

月曜日～金曜日（及び第2、第4土曜日）　8：30～17：30

◎利用者のニーズや個性に合わせて様々な作業を
提供し、地域において、安心できる安定した活動場
所の提供を目指しています。室内作業、農産物生
産、樹木の剪定・殺虫剤散布、除草作業、EMぼか
し作りのほか、昨年度からさをり織りを始めました。

生活支援員2名　職業指導員 1名　目標工賃達成指導員 1名

≪事業所紹介≫【就労継続支援Ｂ型】
　就労継続支援B事業所 晴ればれは令和２年１１月に
できたまだ新しい事業所ですが、事業所内作業だけで
なく国産杉１００％の完全無添加オーガニック猫砂との
猫福連携を含め作業内容はとても豊富にあり、利用者
さんも作業に飽きることなく職員共々毎日を楽しく過ご
しております。

合同会社　にじいろ

㉑就労継続支援B型事業所　晴ればれ

〒329-4307　栃木市岩舟町静１５２９−１

TEL 0282−21−8395 FAX 0282−21−8396

メール　goudounijiiro@gmail.com

ホームページ　https://harebare01.com/

■営業日、時間

≪活動内容など≫

メール　suginoko-washi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

14名

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

8,056円（令和3年度平均月額）

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

≪事業所紹介≫【就労継続支援B型事業所】
 社会福祉法人すぎのこ会が運営する就労継続支援B
型事業所です。
◎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

⑳すぎのこ

■平均工賃

■送迎サービス

■医療的ケア

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

■利用定員

■利用料

令和４年６月１日現在

TEL　0282-55-3500

329-4301　栃木市岩舟町鷲巣279-1

FAX　0282-55-4282

農耕作業 ミサンガに願いを込めて

61

mailto:suginoko-washi@suginokokai.or.jp
http://suginokokai.or.jp/


 

62 

 

 

 

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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９．障害者支援施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害者支援施設 
 障がいのある方に対し、主として夜間から早朝にかけては入浴や排泄、

食事などの介護（施設入所支援）を行うとともに、日中にも生活介護、 

自立訓練などのサービスを提供する施設です。 



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

障害者支援施設

栃木・大平地域
①悦山荘
②もくせいの里

都賀・西方地域
③ひばりの学園

藤岡・岩舟地域
④ひのきの杜
⑤ひのきの杜共生

①

②

③

⑤
④
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＜障害者支援施設＞【栃木地域・大平地域】

≪事業所概要≫

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■利用料 食費 1,430円（日額）　光熱水費 10,000円（月額）

■送迎サービス なし

■対象者

■利用定員

■職員配置 生活支援員 19名　看護師 2名　事務員 1名　嘱託医 2名　栄養士 1名

■対象者

365日 年中無休

■医療的ケア

TEL　0282-27-4731

■職員配置

■営業日、時間

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

■送迎サービス

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

100名

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

30名

■利用料

TEL　0282-43-0593

■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～日　0：00～24：00

知的障がい者　身体障がい者　精神障がい者

■利用定員

●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。

≪活動内容など≫

食費（自己負担） 1,800円/日　水光熱費（自己負担） 3,000円/月

≪事業所紹介≫【障害者支援施設】
　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘は、入所ご利
用者100名に対し90名以上の方は車椅子で生活していま
す。最重度の障害者支援施設ではありますが、ご利用者
個人のニーズを踏まえ個別支援計画書に沿った内容で
支援をさせて頂いております。
　また、24時間看護師が常駐しており、安心して生活を送
ることができます。その他、施設行事や法人行事を通し
社会参加の実現、家族・地域とのふれあいを大切にする
よう目指しています。

社会福祉法人　星風会

①悦山荘

328-0004　栃木市田村町928

FAX　0282-27-4734

メール　syougaisienetuzan@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

≪活動内容など≫
　6：00～　起床・モーニングケア
　7：00～　朝食・整容
　8：00～　整理整頓・水分補給・排泄支援等
11：30～　昼食
13：30～　入浴（一般浴・特殊浴）

15：00～　排泄支援
17：30～　夕食
20：30～　水分補給、就寝介助
21：00～　就寝、消灯

※その他、日帰り外出・レッツゴー
　ランチなどの施設行事もあります。

≪事業所紹介≫【障害者支援施設】
　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。

社会福祉法人　すぎのこ会

②もくせいの里

329-4405　栃木市大平町西山田1198

FAX　0282-43-1387

メール　mokusei@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/index.html
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＜障害者支援施設＞【都賀地域・西方地域】

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 14名　看護師 1名

■対象者 知的障がい者

令和４年６月１日現在

TEL　0282-92-0211

≪事業所紹介≫【障害者支援施設】
　障がいを持つ人の日常生活の自立と社会参加への
適応力を養成するために生活支援を行い、地域に根
差した活動を通じて社会への窓口を開く役割を果たし
たいと思います。また、障がい者の高齢化する現状を
踏まえ、保健・医療体制を確保し、必要に応じた保健・
衛生活動と健康の維持増進に取り組む姿勢を基本に
しております。社会福祉法人都賀の里が運営する障害
者支援施設です。

社会福祉法人　都賀の里

③ひばり野学園

整容、体操、健康観察、創作活動（ちぎり絵作成）、個別活動、軽作業（アルミ缶分別等）、音楽活動、ドライブ、
レクレーション活動、その他年間行事計画により実施しています。

■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 生活介護：月～金　9：00～17：00　施設入所支援：通年

≪活動内容など≫

■利用定員 30名

■利用料 生活介護：食費光熱水費 1日 650円　施設入所支援：食費 1食 526円　光熱水費 1日 328円

■送迎サービス あり※要相談

328-0105　栃木市都賀町臼久保298-1

FAX　0282-92-7616

メール　hibarino.888@joy.ocn.ne.jp

ホームページ　https://www.tuganosato.com
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＜障害者支援施設＞【藤岡地域・岩舟地域】

≪事業所概要≫

■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）

令和４年６月１日現在

TEL　0282-54-3131

≪事業所紹介≫【障害者支援施設】
　ひのきの杜は生活支援をベースにした施設です。ひと
りひとりの日課を大切にしながら、衣食住などの場面で
安心・安全な生活が送れるよう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

⑤障害者支援施設　ひのきの杜共生

■営業日、時間 生活介護（9:00～17:00）　施設入所支援（17:00～9:00）

■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

≪活動内容など≫

■利用定員 32名

■利用料 食費 1,430円/日　光熱水費 10,500円/月　創作活動費等

■送迎サービス なし

◆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

■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 生活介護（9:00～17:00）　　施設入所支援（17:00～9:00）

■利用定員 40名

■利用料 食費：1,430円/日　光熱水費：10,500円/月　

〒329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

≪活動内容など≫

創作活動費等：実費

④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

FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■送迎サービス なし

≪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 主として、知的障害者（身体・精神障害の方は応相談）

◆社会参加班…通称“Lucky Clover”。パネルシアター等の公演を通じて地域との交流を深める活動を支援しています。
◆生きがい活動…元旦余暇、ひな祭り、節分、七夕、ハロウィン、料理教室、創作活動など、月に1回提供しています。
◆施設行事…夏祭り、秋祭り、クリスマス会、運動会、新年会など、季節のイベントを大切にした余暇を提供しています。
◆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、アドバイスをしています。
◆個別ニーズを叶える為、職員との外出や外部サービスを活用した外出等、その人にとっての楽しみを支援しています。

TEL　0282-54-3131

≪事業所紹介≫【障害者支援施設】
　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・日中活動等を通して“自
分らしさ”と“安心・安全”を大切にしています。
　また、曲ケ島エリアにおいて、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、笑顔と想いでキ
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

８月より全室個室となり、より良い環

境の提供に努めてまいります。

入所の希望など、ございましたら、

ご相談ください。

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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10．障害児入所施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害児入所施設 
障がいのあるお子さんが入所し、日常生活を送る上で必要となる指導を

するとともに、自立した活動に向けて必要となる知識や技能を身につける

ためのサービスを提供する施設です。 



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

障害児入所施設

①

栃木・大平地域
①星風院
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＜障害児入所施設＞【栃木・大平地域】

・日々の療育活動、誕生会、ランチ、喫茶、運動会、花火大会等
・法人行事への参加
・屋外活動（ドライブランチ、バスハイク、親子日帰り旅行等）

■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

■施設設備 デイルーム　浴室　遊戯室　ナースセンター　事務室　レントゲン室など

≪活動内容など≫

■対象者 重症心身障がい児

■利用定員 60名

■利用料 障害児入所受給者証の負担上限月額をもとに計算します。

■職員配置

≪事業所概要≫

医師、看護師、児童指導員、介護福祉士、保育士、理学療法士、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師、
児童発達支援管理責任者、事務員等

令和４年６月１日現在

【障害児入所施設】

328-0004　栃木市田村町925-2

TEL　0282-27-5222 TEL　0282-27-5482

社会福祉法人　星風会 重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複
している児童を対象とした施設です。
病院と施設という2つの機能を備え、
医療・看護・療育・リハビリテーション等によって、
児童の生命を守り、自己実現への歩みを援助しま
す。

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

≪事業所紹介≫

①星風会病院　星風院

メール　seifuin@sfk.or.jp
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11．児童発達支援・ 

放課後等デイサービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童発達支援 

 成長や発達に心配のある就学前の子どもに対し、日常生活に必要な動作

の指導や、集団生活に適応するための訓練等の支援を行います。 

 

○放課後等デイサービス 

 支援が必要な就学後の子どもに対し、生活能力の向上のために必要な 

訓練や、集団の中で社会性を身につけるための支援を行います。支援が 

必要な子どもの学童保育的な役割も担っています。 



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

児童発達支援
放課後等デイサービス

栃木・大平地域
①②やまと
③K’きっずとちぎ
④K’きっずひので
⑤Kvell（クヴェル）
⑥クルールとちぎ
⑦くえるぼきっず
⑧ふわり
⑨かぜのこ
⑩くえるぼきっずpro
⑪キッズホームとちぎ
⑫あすなろ
⑬あすひ
⑭星風院
⑮ウィズユーおひら
⑯もくせいの里
⑰K’きっずおおひら
⑱ASKAclub大平

都賀・西方地域
⑲Hilo
⑳くすのき事業所

藤岡・岩舟地域
㉑STEPラボ
㉒㉓ひまわり
㉔はまなす

①②
④

⑪

⑫

⑯

⑭

⑦ ⑨

⑲

㉒㉓ ⑰

⑬

③

⑤

⑥

⑧

⑱

⑱
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■集団活動

■個別活動

■食事指導

■その他

個々の発達段階に応じた展開食を用意し、数多くの食材を食べられるように支援します

通常は母子分離を主としているため、年4回の親子行事と、年3回の保護者会を実施しています

≪事業所紹介≫

10名

■利用料 給食費（１食５００円）

■食事提供 あり

■送迎サービス なし

■営業日、時間

令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士 2名　作業療法士 1名　看護師 2名

≪事業所概要≫

TEL　0282-28-6385

■主たる対象者

■主たる対象者 重症心身障がい児（小学生～高校生）

■送迎サービス

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】

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■医療的ケア

■食事提供

■利用料

【児童発達支援】
■やまとは、肢体不自由児の保育園
　やまとは母子分離の集団療育がメーンの事業所です。
これから始まる学校生活の準備として、社会生活に早目
に慣れておくこと、お友だちとの生活を楽しむことを目標と
しています。
■やまとの、ほいはび（保育ハビリテーション）
　保育士と作業療法士がチームとなって療育を行います。
一人ひとりのお子さまにとってどのような育みが必要かを
見極め、伸び伸びと自信をもって成長できるようサポート
していきます。

社会福祉法人　すぎのこ会

①児童発達支援事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

FAX　0282-22-0555

メール　yamato@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～14：30（集団療育は、14：00まで）

給食費（１食３５０円）

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）

■職員配置 保育士 2名　作業療法士 1名　看護師 2名

重症心身障がい児（未就学）

≪活動内容など≫
手指微細運動、いちご体操、製作、サーキット、戸外活動、プール遊び（夏期のみ）などを行います

余暇時間を利用して、個々に見合った認知面・身体面の課題を行います

5名■利用定員

≪活動内容など≫

■適応訓練 始まりの会・活動で個々に見合った返事と挨拶、順番を待つ、ルールを守る、自己決定・自己選択

■集団活動 手指微細運動、粗大運動、やまと体操、製作、戸外活動、スヌーズレンなど

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
■やまとの放課後等デイサービス
○高齢者や障がい者、地域の方々との交流の場を持ちな
がら、お互いの活力と生きる力を育みます。
○親子、兄弟、家族の、元気な生活を支援します。
○自らの発達を促し、主体性や自主性が身に着くよう支
援します。
○様々な活動を通して、より多くの成功体験を経験してい
ただけるよう支援します。

社会福祉法人　すぎのこ会

②放課後等デイサービス事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

FAX　0282-22-0555

メール　yamato@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

月～金曜日　13：00～17：30（長期休暇等の学校休業日は、8：30～17：30）

TEL　0282-28-6385

■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

■利用定員

■個別活動 余暇時間を利用して、個々に見合った認知面・身体面の課題を行います

■その他 長期休暇には、お楽しみイベントや、栃木東中学校生徒さんとの交流会を実施しています

86



清田建設工業株式会社

③K'きっず とちぎ

328-0032　栃木市神田町2-8

TEL　0282-21-8017 FAX　0282-21-8018

メール　k.kids.tochigi@gmail.com

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

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】

≪活動内容など≫
幼　児：日常生活の自立支援や遊び、学びの場を提供いたします。
小学生：集団行動・学習支援・自立に向けた取り組みを行います。
中高生：就職に向けた自立支援を実施します。
「切り替え」や「コミュニケーション」など、個々の課題に注目し、
集団での療育を通してステップアップを目指しています。
こどもたちの「できた」を引き出し、ほめることで自信を養っていきます。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】

■食事提供 食事なし　おやつあり（無料）

■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（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

■送迎サービス あり(学校等へのお迎え、自宅送迎可)

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上 公認心理士１名

■対象者 （発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

0歳～18歳までの障がいのあるお子さまや、発達に特性
のあるお子さまが、通園前後や放課後、夏休みなどの長
期休暇に利用できる福祉サービスです。 「K’きっずとち
ぎ」では小集団や集団活動を通して、お子さまの「できた」
を増やし、自己肯定感を高めます。また、安心できる居場
所でお友だちとの関わりや宿題などのサポート、運動によ
るリフレッシュも行います。土・祝日にはイベントなどの課
外活動を行っています。お昼ご飯を皆で食べることや余暇
活動を行うことで、社会に出てから過ごしやすい方法等を
ご提案していきます。

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上

■対象者 （発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

0から18歳までの障がいのあるお子様や、発達に特性の
あるお子様が、通園前後・放課後や夏休みなどの長期休
暇に利用できる福祉サービスです。K'きっずひのででは、
落ち着いた環境の中、子供たち一人一人に寄り添い、お
子様に合った療育を行い保護者様と共に成長を見守って
いきます。　色々な体験や経験を積むことによって、園や
学校生活で必要な身辺自立や、これからの社会生活に必
要な自主性・主体性・協調性を養っていきます。経験豊か
なスタッフが療育に当たりますので安心してお任せくださ
い。

清田建設工業株式会社

④K'きっず ひので

328-0034　栃木市本町15-4

TEL　0282-51-2829 FAX　0282-51-3750

メール　k.kids.hinode@gmail.com

ホームページ　https://kkidstochigi.wixsite.com/website-8

■食事提供 食事なし　おやつあり（無料）

■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（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

■送迎サービス あり(学校等へのお迎え、自宅送迎可)

≪活動内容など≫
毎月壁画の工作。
宿題・課題・集団活動・運動・自由遊び・おやつ
週間活動　月：音楽を楽しもう　火：マジックシアター　水：体操　木：サーキット　金：トランポリン
個々の目標に向かい、スモールステップで成長を積み重ね自信に繋げます。
集団活動では異年齢児でのコミュニケーションや場面の切り替えを大切にします。

清田建設 福祉 検索

清田建設 福祉 検索
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FAX：0282-21-7609

メール　kvell.tochigi@gmail.com

ホームページ　kkidstochigi.wixsite.com/website

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上

■対象者

■営業日、時間 月～金曜（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

≪活動内容など≫
〈小・中・高学生〉宿題を中心に個別の学習支援を行います。オンライン学習教材「すらら」を使い、ひとり一人の学
習レベルに合わせた学びを提供します。個別のスケジュールで活動を行い、時間への意識や切り替えができるよう
主体性を育みます。長期休暇には、学習のほか、工作活動・お仕事体験・レクリエーション活動・外出体験等様々な
活動を通して、心身ともに総合的な支援を行います。
〈ルネサンス高等学校生〉（通信制）レポートの提出を計画的にサポートします。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■送迎サービス あり(学校、自宅送迎　要相談)

■食事提供 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

（発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
「個別学習支援」に特化した放課後等デイサービスで
す。　　「教育」と「福祉」を融合させた新たな取り組み
です。さらに将来の就労を見据えて役割や責任を学ぶ
機会を設けています。様々な体験活動を通して社会性
を育み、子どもたちの自己肯定感を高め生きる力を育
みます。
ルネサンス高等学校との提携により高校卒業資格取
得を応援します。
発達相談やご見学も随時受け付けております。お気軽
にお問合せください。

清田建設工業株式会社

⑤クヴェル 栃木教室

328-0042　栃木市沼和田町11-20　前澤ビルA

TEL：0282-21-7606

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士1名以上、児童指導員1名以上（多機能型）

■対象者 高校3年生までの障がい児　　※事業所内の設備で安全に療育が行える範囲

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
　2020年12月に多機能型の事業所として開所しました。
　お子様1人ひとりの発達のつまずきや特性に合わせた
支援を行うため、午前中は未就学児を中心とした個別療
育を、午後は少人数でのグループ療育を行っています。
将来の自立した生活を目指し、ライフスキル（生きる力）ト
レーニングを行っています。

ケンモク合同会社

⑥クルールとちぎ

328-0045　栃木市湊町4-13

TEL　0282-51-3480 FAX　0282-51-2817

メール　couleur.tochigi@gmail.com

ホームページ　https://couleurtochigi.wixsite.com/website

■食事提供 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

■営業日、時間 月曜日～金曜日（祝日含む）　9：00～18：00

■利用定員 10名（児童発達支援・放課後等デイサービスあわせて）

■利用料 所得等に応じた法定利用料とおやつ代50円、行事等の参加費、工作費等

■送迎サービス あり　※事業所から７ｋｍ以内。それ以上は要相談

≪活動内容など≫
個別療育：身辺自立やコミュニケーション、場面の切替などを、お子様の発達段階や学習の
スタイルに合わせて、自発的に取り組めるよう1人ひとり異なるプログラムを行っていきます。
グループ療育：対人関係、ルール理解、身だしなみ、健康管理、金銭管理、進路選択など、
おとなになるまでに必要とされるライフスキル（生きる力）を1人ひとりの理解の仕方に合わせた
課題や活動、プログラムを行っていきます。

清田建設 福祉 検索

88



■営業日、時間

■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（年間行事により祝祭日、土曜日営業）　集団9：00～12：30　個別8：45～16：45の間の40分間

≪活動内容など≫

1人1人のお子様の発達段階に合わせた療育を行っていきます。4～5人の小集団では、
ミュージックケアなどの音楽療法、散歩や中庭や公園での外遊びを通し、お友達と一緒
に楽しく身体を動かします。
40分の個別療育では、ゲームや遊びを通じて社会性を学んだり、ビーズのひも通し、
型はめ、配列、絵本読み、工作等、椅子に座って集中して活動が出来るよう、その子
に合った教材を手作りしながら1対1での療育を行います。

■対象者 支援が必要な乳児から就学前までの幼児　※但し、当事業所の設備等で安全に療育ができる範囲

■利用定員 10名（多機能）　※児童発達支援と放課後等デイサービス合わせて

■利用料 行事等の参加費　連絡帳代　等

■送迎サービス なし　※要相談

■食事提供 なし　午前中の集団療育利用の場合は、お弁当をご持参下さい

■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 祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日・午前8時30分から午後５時

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置

≪事業所概要≫

■職員配置 児童発達支援管理責任者 1名、保育士 2名以上、児童指導員 1名以上（多機能型）

管理者1名、児童発達支援管理責任者1名、児童指導員３名、理学療法士3名、言語聴覚士1名、保育士１名

■対象者 未就学児

■利用定員 １日20名

■利用料 児童福祉法における児童発達支援給付により利用するサービス料金の原則1割を自己負担していただきます。

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
ことばの遅れが気になる、コミュニケーションがと
りにくい、育てにくさや不安を感じるといったお子
様の支援を社会福祉士・理学療法士・言語聴覚
士・児童指導員・保育士等の専門スタッフが個別
療育を中心として行っています。お子様の心身の
発達を促し、相談を通してご家族の支援を行って
います。

株式会社TTT

⑦くえるぼ　キッズ

328-0013　栃木市昭和町２－８

TEL　0282-51-2427 FAX　0282-51-2427

メール　t-tochigi@cc9.ne.jp

ホームページ　https://g.page/kuerubokids

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

・児童発達支援事業：1対1の関わり合いの中で認知・言語理解・言語表出・社会性など8つの発達単元項目を
基本とした個別療育を行っています。
・保育所訪問等支援事業：集団生活において支援を必要とするお子様に対し保護者からの要請により、訪問
支援員が保育所等を訪問し、直接保育を行い、お子様への適切な保育を園の先生方と一緒に考えていきま
す。

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
栃木市の中心に位置し、多機能型事業所として事業所展開
しています。利用するお子様一人ひとりとの関わりが多く持
てるように、少人数でのグループ療育やマンツーマンでの個
別療育を行っています。午前の集団療育は昼食を食べてか
らのお帰りとなりますので、ゆっくりじっくり活動を行うことが
出来ます。

社会福祉法人　あゆみ園

⑧ふわり

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/

■送迎サービス なし

■食事提供 なし
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■営業日、時間

・児童発達支援事業：言語発達、精神発達、運動機能向上を目標に支援を行っています。また、運動と学習の
切り替えを経験しながら、楽しめる療育を提供していきます。
・保育所訪問等支援事業：集団生活において支援を必要とするお子様に対し保護者からの要請により、訪問
支援員が保育所等を訪問し、直接保育を行い、お子様への適切な保育を園の先生方と一緒に考えていきま
す。

■送迎サービス なし

■食事提供 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

■営業日、時間 祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日・午前8時30分から午後５時

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者1名、児童発達支援管理責任者1名、児童指導員３名、理学療法士3名、言語聴覚士1名、保育士１名

■対象者 未就学児

■利用定員 １日20名

■利用料 児童福祉法における児童発達支援給付により利用するサービス料金の原則1割を自己負担していただきます。

■送迎サービス あり　学校から当事業所まで

■食事提供 あり　昼食代 620円　おやつ代50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

月曜日～金曜日（祭日は年間行事に記載）　平日 13：30～17：30　学校休業日 9：00～17：00

≪活動内容など≫

集団活動の中で、運動や音楽療法、ルールのある遊びを通して、社会性
が身につけられるよう支援します。季節に合った工作や、１人１人に合わせ
た作業課題を取り入れ、完成させる自信へと繋げていきます。
毎月行われる誕生会では簡単なおやつを作ったり、季節の行事、園外へ
出て電車に乗ったり、自分のおやつを買うなどの園外学習も行っています。

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
くえるぼキッズの従たる事業所として2022年3月に
開所しました。理学療法士、言語聴覚士、保育士
を中心に、専門職にしか出来ない療育を提供して
います。転びやすい、手先が不器用、言葉が遅い
等、様々な特性を持ったお子様に合わせた個別
療育を行っています。また、グループ療育の必要
性があるお子様にはグループでの療育も提供して
います。

株式会社TTT

⑩くえるぼ　キッズｐro

328-0013　栃木市平柳町3‐54‐17

TEL　0282-51-3157 FAX　0282-51-3157

メール　t-tochigi@cc9.ne.jp

ホームページ　https://g.page/kuerubokids

■利用料 おやつ代 、行事等の参加費、連絡帳代、教材費等

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
多機能型の小規模事業所です。利用者様、保護者様
とゆっくり関わりを持つ事ができるよう、より良い環境
作りを行い、個々の困り事に添った支援や、自立に向
けた支援を行っています。

社会福祉法人　あゆみ園

⑨かぜのこ

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 児童発達支援管理責任者 1名、保育士 2名以上、児童指導員 1名以上（多機能型）

■対象者 小学生～高校3年生（精神・身体・知的）　※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 10名（多機能）　※児童発達支援と放課後等デイサービス合わせて

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在
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* 学年別での２クラス編成（小学１年生～６年生、中学１年生～高校３年生）
* 個別での活動提供（個々の能力に合わせた課題や個人課題）
* 季節行事（クリスマス会・ハロウィンパーティ・かき氷フェスタ　等）や調理実習
* 異年齢児と行う合同活動
* 音楽療法士による音楽療法（毎週月曜日/週１回）　ピアノを使ったリトミック（毎週金曜日/週１回）　※小学生対象

■送迎サービス 学校から事業所間での送迎

■食事提供 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

■営業日、時間 月曜日～土曜日  【平日】　12時30分～17時30分　【学校休業日】　8時30分～17時30分

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者（所長） 1名　児童発達支援管理責任者 1名　保育士 ３名　児童指導員５名　事務員 1名

■対象者 受給者証をお持ちの知的障がいの方が主になります。

■利用定員 20名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

集団療育
《目的》日常生活に必要な基本的動作を習得できるよう個々に応じた支援、指導を行い、また、関わりの中でコミュニケー
ションの向上等 を 目指します。
《内容》（プランの一部）呼名、手遊び、楽器遊び、リズム体操、粗大運動、色合わせや形あわせ、仲間集め、パズル、 お買
い物ごっこ、 ゲーム、着脱支援、排泄支援
個別療育
《目的》それぞれお子さんの発達に合わせ認知や身体機能の向上を促し得意なことを伸ばしながら苦手意識を自信つなげ
ていきます。
《内容》(プランの一部)描く＆書く。色分け、形分け、仲間分け。数と量の概念。順番がわかるように･･･。はしや鉛筆、はさ
みの持ち方、
使い方。なわ跳びに挑戦！動作語、反対語、比較語、擬声語。ボタン掛けに挑戦！

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
・今年度は「楽しみながらいろいろな経験ができる場
所」を大きなテーマとして、職員、利用児共に過ごし
ていきます。
・個々の得意なものを発見・伸ばしていきながら、生
活能力の向上、自立を目指していきます。
・学年、年齢、能力、自立度を元に個別課題の設定
を行っています。また、園庭や近隣の公園を利用し
た戸外活動も取り入れています。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑫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

■送迎サービス なし

■食事提供 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

■営業日、時間 月曜～金曜（祝日12月29日～1月3日除く）　午前：午前8時45分～正午　午後：午後1時～午後5時

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 常勤 ４名　非常勤 ２名

■対象者 支援が必要な乳児から就学前までの幼児

■利用定員 1日 20名（午前・午後合わせて）

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
　社会福祉法人栃木市社会福祉協議会が運営している
児童発達支援事業所です。
　お子様一人ひとりに合った発達支援、自立支援を行い
ます。
　心理相談、作業療法士相談を随時開催しています。
  また、夏祭りやクリスマス会等親子参加型のイベントを
開催したり、毎月音楽療法士による音楽サロンを行ってい
ます。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

⑪キッズホームとちぎ
328-0027　栃木市今泉町2-1-40

TEL　0282-22-4481 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/
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■営業日、時間

■食事提供 学校休業日のみ弁当注文あり

■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

■営業日、時間 月～金曜日　12：30～17：30　　学校休業日（日曜日を除く）　8：30～17:30　

≪活動内容など≫

■職員配置 支援員 4名

■対象者 知的障がい児（小学生～高校生）

■利用定員 10名

■利用料(実費負担分) おやつ代 50円

■送迎サービス あり（栃木特別支援学校から事業所間のみ実施）

＊個別療育・・・・・個室で落ち着いて集中できる環境を整え、一人ひとりに必要な課題を提供します。
＊グループ療育・・グループでの様々な活動を通じて、社会性を養い、友達と関わる中での基本的なルールや接し
方を学んでいきます。また、買い物訓練、粗大運動、リズム遊びや季節に合わせた制作活動も行っています。
＊作業訓練・・・・・一人ひとりにあった作業課題を提供し、作業に取り組む姿勢や自信をつけていきます。
＊その他・・・・・半年に一度の日帰り外出、夏まつり  ※新型コロナウィルス感染症流行の為、中止する場合もあり
ます。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
社会福祉法人星風会が運営する児童発達支援・放課
後等　デイサービス事業所です。
遊びや生活指導を中心にした療育活動を基本に、
一人一人の障害状況に応じてリハビリ等を併せて行
い、心身の発達を促します。

社会福祉法人　星風会

⑭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

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
＊個室を活用して落ち着いて取り組める環境で、一
人ひとりに合わせた個別療育を行います。
＊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。
＊快適で安心して過ごせる居場所を提供できるよう
支援をしています。
＊目標に向けて主体的に生活できるよう、一人ひとり
に寄り添って支援しています。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑬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/

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 1名　児童発達支援管理責任者 1名　保育士 1名　児童指導員 3名　理学療法士 1名

■対象者 重症心身障がい児

■利用定員 5名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料、昼食 530円　おやつ 170円　光熱費 320円

■送迎サービス 有　エリア(下記の活動内容参照下さい。）※学校への送迎、長期休暇のみ利用の場合は送迎無

■食事提供 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　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≫
・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
・送迎サービス（エリア　栃木市　小山市　下野市　壬生町及びその周辺地域）
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■営業日、時間

■対象者 知的障がい・愛着障がいをお持ちの小学生から高校生まで

■利用定員 １０人

■利用料 おやつ代５０円

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
社会に出るまでの限られた時間の中で、一つでも
多くの『できた！！』を経験して頂けるように、職員
一同頑張っています。

株式会社BLISS

⑮ウィズ・ユー栃木大平

329-4404 栃木市大平町富田975-38

TEL 0282-51-2211 FAX 0282-51-3769

メール　with-you2022@outlook.jp

ホームページ　https://www.with-ac.com/shisetu/tochigioohira/

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
　利用児とそのご家族のライフステージとご希望をお
聞きし、個別支援計画書を作成させていただき、適切
で温かなサービス提供に心がけます。
　支給決定をする栃木市等の行政及び栃木特別支援
学校等と連携し、利用児の生活能力向上に必要な訓
練、社会との交流促進、自立促進に努めています。
　障害者支援施設（入所施設等）と連携し、短期入所・
日中一時支援のサービス提供を行うこともできます。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑯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

■送迎サービス あり　お迎えは学校まで　帰宅は自宅まで

■食事提供 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

サービス提供時間　平日10：00～17：30　土曜10：00～16：00

≪活動内容など≫

地域との交流・公共の施設や乗り物を使って社会性を身に付ける・制作活動・グループ活動

≪事業所概要≫

■職員配置 児童指導員４人　保育士４人　指導員１人

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士・児童指導員 2名以上　看護師 1名　事務員 1名　嘱託医 1名

■対象者 障がい児（原則 中学生・高校生）

■利用定員 10名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料、給食（昼食代） 350円（1食）　おやつ代（1日） 50円

■送迎サービス あり（栃木特別支援学校への迎えあり）

■食事提供 あり 350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

■営業日、時間 月～金　14：30～17：30（水曜のみ　13：30～）、学校休業日（長期休業含む）　9：00～17：00

≪活動内容など≫
●季節の行事に沿った絵や工作など、様々な創作活動の場を提供します。
●おうちではなかなかできないクッキングやおやつ作りを楽しみます。
●公園で遊んだり、散歩に出かけたり、積極的に身体を動かす
機会を設けます。
●日帰り旅行や買い物等の外出行事も行い、
刺激のある体験の機会を提供します。
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≪活動内容など≫
未就学・幼稚園・小学生それぞれ個別・小集団、発達段階別に分かれて活動していきます。未就学や幼稚園
のお子様は、運動機能の回復が早く効果が出やすい時期です。学習に入る前に必要な集中力や挑戦する力
を身につけていき、小学校への移行につなげていきます。小学生は、発達段階別に分け、楽しく運動を継続的
に行う・学習に集中できるだけの体つくりをする。不安なことを乗り越えていくだけの挑戦する力・周りの状況を
見て行動する・合わせることを運動で身につけていきます。

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】
発達が気になる子どもたちのための運動教室となっ
ています。子ども本来の能力と自信を取り戻すため
に、どこに困りごとがあるのかを運動面からサポート
していきます。
　体つまずきを理解していくと、お子様が必要として
いた感覚・認知力が改善されていきます。集中力や
挑戦する力を取り戻し、子どもらしい姿に変わってい
くのが私たちのやりがいとなっています。

一般社団法人　ASKA

⑱ASKAclub大平
329-4423　栃木市大平町西水代3510-1

メール　askaclub452525@gmail.com

ホームページ　http://www.aska.club/

■利用定員 10名

■利用料 国の定める通り

≪事業所紹介≫【児童発達支援・放課後等デイサービス】

未就学児と就学児童が明るく楽しく過ごせる広々と
した事業所です。創作活動、公園や商業施設への
外出体験など五感を使った体験型の活動によりソー
シャルスキル、コミュニケーションスキルの向上を支
援しています。日々の活動では、個別で学習を行う
時間やパソコンの時間、基本的な生活習慣を身に
付ける時間など、子どもたちの特性に合わせて楽し
く過ごしています。

清田建設工業株式会社

⑰K'きっず　おおひら

329-4422　栃木市大平町榎本363

TEL　0282-51-1564 FAX　0282-51-6123

メール　k.kidsoohira@gmail.com

ホームページ　kkidstochigi.wixsite.com/kkids-oohira

運動や外出のイベントを開催し子どもたちの知識や体力向上が
できるようサポートしています。
各種創作活動やお手伝いなどを通してたくさんの「できた！」を発見しています。
学校の宿題や課題に取り組んだり、パソコンを使用した
タイピング練習なども取り入れています。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【栃木・大平地域】 令和４年６月１日現在

■送迎サービス あり(学校等へのお迎え、自宅送迎可)

■食事提供 食事なし　おやつあり（無料）

■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（祝祭日含）10：00～17：00　（ただし12/30～1/3及び事業所指定の休業日有）

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　児童発達支援管理責任者 常勤 1名　児童指導員 常勤 1名以上

■対象者 （発達）障がい児、もしくはその疑いのある児童

■利用料 おやつ代50円　その他、外出費など実費負担

■送迎サービス あり（自宅まで送迎可）

■食事提供 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

■営業日、時間 月～土　（平日：児童発達支援10：00～12：30　放課後等デイサービス14：30～17：30　学休日：9：00～16：00

TEL　0282-45-2525 FAX　0282-45-2828

≪事業所概要≫

■職員配置 児童指導員　5名　理学療法士1名

■対象者 発達にお困りの方（受給者証をお持ちの方）

■利用定員 通じて10名

清田建設 福祉 検索
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・利用者様の状況に応じた活動プログラムを立案し実施いたします。
・送迎サービスが必要な場合は提供いたします。

■送迎サービス あり　　栃木市・鹿沼市・壬生町（要相談）

■食事提供 学校休業日の昼食の提供可

■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～日曜日　10：00～17：00

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 児童指導員 ５名　障がい福祉サービス経験者 2名

■対象者 障がい児

■利用定員 10名

■利用料 食費 1食3１0円（昼食を提供する場合）

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る放課後等デイサービス事業所です。
事業所は、障がい児の身体及び精神の状況並びに
その置かれている環境に応じて、適切かつ効果的
に生活能力の向上のための指導及び訓練を行いま
す。

⑳くすのき事業所

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

社会福祉法人　共育会

⑲就労準備型放課後等デイサービスHilo

〒328-0111　栃木県栃木市都賀町家中2293-3

TEL　0282-51-7893 FAX　0282-51-3021

メール　merry.hilo@gmail.com

就学、就労を見通した支援を行い、社会で活躍するために必要なスキルを身につけていきます。事業所内に
ある障がい福祉サービス事業所Honu(就労継続支援B型)との関わりの中で様々な作業を通して、自然に触れ
合いながら社会に適応出来る「生きる力」を身に着けられる様、支援していきます。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【都賀・西方地域】 令和４年６月１日現在

■送迎サービス 有り　※要相談

■食事提供 300円/食

■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〜土曜日 10:30 〜 18:30

≪活動内容など≫

≪事業所概要≫

■職員配置 児童発達支援管理責任者 1名　児童指導員 1名 保育士 2名 送迎員 1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 10名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
2021年4月に新設開所した事業所です。
個性を大切にしながら、一人ひとりが本来持ってい
る能力を引き出し、社会で生かせる様に、その子に
合った療育を行っております。
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＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【藤岡・西方地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫

＊集団療育：小集団の中で、基本的生活習慣・基本動作・社会性を身につけ、コミュニケーション力を高めていきま
す。トイレトレーニング、呼名、リズム遊び、手遊び、楽器遊び、粗大運動、季節に応じた製作、ふれあい遊び、ルー
ルのある遊び、リトミック　等
＊個別療育：個々の興味、発達に応じた課題を提供し、成功体験を積み重ね、自信や意欲に繋げていきます。粗大
運動、色や形の弁別、物の概念、反対言葉、数の理解、文字学習、はさみの練習、鉛筆の持ち方　等

■送迎サービス なし(要相談)

■食事提供 なし

≪事業所紹介≫【児童発達支援】
・社会福祉法人すぎのこ会が運営する児童発達支援
事業所です。
・療法士と支援員が連携し、療育を行います。
・個々の発達段階に応じて集団療育、または個別療育
で、子どもたちの成長をサポートします。
・ひまわり祭りやクリスマス会、季節ごとに戸外訓練を
実施。
・保護者の気持ちに寄り添った家族支援。保護者同士
が気軽に話せる場として、毎月ひまわりサロンを開
催。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉒ひまわり
329-4307　栃木市岩舟町静1612

TEL　0282-55-4800 FAX　0282-55-4889

メール　suginoko.himawari@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士 ３名　療法士 １名

■対象者 療育が必要な未就学児

≪事業所概要≫

■職員配置　　   管理者1名、児童指導員2名

■対象者　　　    障がいを持つ児童、発達のつまずきが見られる児童

■利用定員　　   1日10名

■利用料　        国の定めによる

■送迎サービス  学園内はあり

■食事提供　　　　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

■営業日、時間　月～金 9:00～18：00　（土日祝、年末年始、学校幼稚園休業日はお休み）

≪活動内容など≫
・ 1人1人に合わせたスケジュールを作り、目に見える形で表示し、子どもが安心して支援を受けられるようにし
ています。
・ 感覚統合の為の運動（跳躍・回転・筋肉をつける運動）を行っています。
・ 集団生活に適応する為のソーシャルスキルトレーニングを行っています。

■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 月曜日～土曜日　９：00～17：00　ただし、祝日及び12月31日から翌年１月３日までを除く

≪活動内容など≫

■利用定員 10名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料、行事費は実費負担

【児童発達支援】
集団生活や日常生活につまずきを感じている　お子さ
んの支援を行います。また、お子さんの　日常生活を
支えるご家族の支援も同時に行い、お子さんとご家族
の生活がより良く送れるよう　お手伝いをいたします。

学校法人しずわでら学園

㉑STEPラボ

323-1104 栃木市藤岡町藤岡6466-7

TEL 0282-51-3341 FAX 0282-51-3341

メール step-rabo@outlook.jp

ホームページ　http://steplab-kids.com
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■営業日、時間

■営業日、時間 月曜日～土曜日（学校開校日：12：30～17：30/休校日：８：30～17：30）　ただし、12月31日から翌年１月３日を除く

≪活動内容など≫
＊集団活動：戸外遊び、粗大運動、リトミック、季節に応じた製作、机上課題(粘土等)、清掃活動　等
＊個々の特性や興味に合わせた課題や遊びを提供
＊土曜日や長期休暇は、社会適応訓練を実施
＊毎月の誕生会では調理実習などを行っています。

＜児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所＞【都賀・西方地域】

≪事業所概要≫

■食事提供 あり　食費は１食３５０円　身体機能に合わせた食事形態にて提供します

■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

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
　社会福祉法人すぎのこ会が運営する放課後等デイ
サービス事業所です。学校と連携し、皆さんが必要と
する食事や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、地域での生活をサポートしてい
ます。
　将来を見据え、同フロアの生活介護や併設の入所施
設「ひのきの杜」と“繋がる”サービスを展開していま
す。皆さん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

㉔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

月～金曜日／①学校開設日13:00～17:30　②学校休業日8:30～17:30

≪活動内容など≫
「ただいま～！」からはじまり、学校の後も皆さん元気に楽しく過ごしています。
療育訓練には、グループ活動と個別活動があります。
個々が好きな活動を取り入れ、楽しく取り組めるように努めています。
1つの広々としたフロアで、他サービス利用者と多世代交流ができることが特徴です。また、リハ室兼スヌーズ
レン室もあり、目的に合わせて活動を展開しています。

■職員配置 児童指導員２名　看護師１名

■対象者 重症心身障がい児

■利用定員 ５名

■利用料 創作活動費等は実費

■送迎サービス あり　学校と事業所を結ぶ送迎を実施しています

導尿以外の医療的ケアについては要相談。

■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

≪事業所概要≫

■職員配置 保育士 ３名　児童指導員 １名　療法士 １名

■対象者 知的障害児（小学生）

■利用定員 10名

■送迎サービス 学校送迎あり

■食事提供 なし

■利用料(実費負担分) 所得等に応じて法律などで定められた利用料、おやつ代：50円、行事費は実費負担

≪事業所紹介≫【放課後等デイサービス】
・社会福祉法人すぎのこ会が運営する放課後等デイ
サービス事業所です。
・放課後や休日に、快適で安心して過ごせる場を提供
しています。また、療法士と支援員が連携し、子どもた
ちの特性に応じた支援を行います。
・ひまわり祭りやクリスマス会など、季節ごとの行事を
実施。
・保護者の気持ちに寄り添った家族支援。保護者同士
が気軽に話せる場として、毎月ひまわりサロンを開
催。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉓ひまわり

令和４年６月１日現在

329-4307　栃木市岩舟町静1612

TEL　0282-55-4800 FAX　0282-55-4889

メール　suginoko.himawari@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/
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12．療養介護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○療養介護 

 医療的なケアが必要な障がいのある方で、常に介護を必要とする方に 

対し、医療機関において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の

もとにおける介護及び日常生活上の支援を行います。 



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

療養介護

①

栃木・大平地域
①星風院
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＜療養介護事業所＞【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

■施設設備 デイルーム　浴室　遊戯室　ナースセンター　事務室　レントゲン室など

≪活動内容など≫

・日々の療育活動、誕生会、ランチ、喫茶、運動会、花火大会等
・法人行事への参加
・屋外活動（ドライブランチ、バスハイク、親子日帰り旅行等）

重度の知的障がい及び重度の身体障がいが重複
している方を対象としている施設です。
病院と施設という2つの機能を備え、医療・看護・療
育・リハビリテーション等によって、利用者の生命を守
り、自己実現への歩みを援助します。

メール　seifuin@sfk.or.jp

■職員配置

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

TEL　0282-27-5222 TEL　0282-27-5482

≪事業所概要≫

医師、看護師、生活支援員（児童指導員、介護福祉士、保育士等）、理学療法士、言語聴覚士、管理栄養士、
薬剤師、サービス管理責任者、事務員等

■対象者 重症心身障がい者

■利用定員 60名

■利用料 所得等に応じて法律などで定められた利用料

≪事業所紹介≫

令和４年６月１日現在

【療養介護】

①星風会病院 星風院

328-0004　栃木市田村町925-2

社会福祉法人　星風会
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13．地域活動支援センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域活動支援センター 

 障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、日中活動や社会との交流の機会を提供します。 



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オープンハウスたんぽぽ
②さざなみの家

地域活動支援センター

②①

③

④

都賀・西方地域
③都賀地域活動支援センター

藤岡・岩舟地域
④藤岡地域活動支援センター

102



＜地域活動支援センター＞【栃木・大平地域】

■営業日、時間

　地域活動支援センターさざなみの家では、皆が居場所と
して安心して利用でき、日々の生活リズムを安定させるこ
とを目的としています。疾患によって不得意になってしまっ
た掃除、洗濯、調理、会話等の生活面のリハビリ、支援を
行っています。心の病を癒しながら、皆で話し合い、楽しく
活動を行っています。また、精神障がいの理解を求める活
動としてピアサポーターが活躍しています。地域の研修会
や勉強会からの依頼を受けて病気の体験を語る活動を
行っています。一緒に活動してみませんか。

特定非営利活動法人　蔵の街ウエイブ

■対象者

■利用定員

■利用料

■送迎サービス

■医療的ケア

■送迎サービス

メール　kuranomachi_wave1@yahoo.co.jp

■対象者

≪事業所概要≫

■職員配置 生活支援員 3名　職業支援員 1名

知的障がい者　身体障がい者

14名

105円（1回当たり）

≪事業所紹介≫【地域活動支援センター】

なし（相談に応じます）

□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　9：00～16：00 （イベント等土・日・祝日の開所あり）

≪活動内容など≫
■作　業
①折り紙袋詰め
②長寿園売店での接客
③除草（会員自宅他）
④自主製品作成(流木縁ぴつ・布製品）

■その他の活動
・地域のイベントの積極的な参加
・日帰り旅行、カラオケ、外食等
・年1回　健康診断（ゆーあい工房に
て）

　■工　賃
令和３年度実績　平均7,600円/月
　
皆勤賞（毎月）・賞与（年1回）あり

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【地域活動支援センター】

①オープンハウスたんぽぽ

328-0073　栃木市小平町6-11

TEL　0282-24-9833 FAX　0282-24-9833

メール　tanpopo@cc9.ne.jp

特定非営利活動法人　蔵の街たんぽぽの会 　オープンハウスたんぽぽでは、
一人一人のペースに合せて創作
活動や生産活動を応援していま
す。日々の経験を通し、働く楽し
さ・喜びを知り、社会の一員とし
て地域で豊かに暮らすことを目
標にしています。

ホームページ　k-tanpopo.org

■利用定員

■営業日、時間

■医療的ケア

≪活動内容など≫
■作業： 12月～6月初旬までイチゴのヘタ取り作業を行っております。
■その他の活動： 1週間のプログラムは利用者さんと共に予定を立てて活動しています。例えば、卓球、散歩、習字、ヨ
ガ、料理、算数、漢字、掃除、トランプ等のコミュニケーションを主体として行っています。
また1年通して多彩な行事やレクリエーションがあります。1月新年会　4月花見　8月暑気払い食事会　12月クリスマス会・
忘年会　(コロナ感染予防対策を実施しております。)
■障がい者スポーツ大会のバレーボール種目の栃木県選抜チームに2名の利用者様が選ばれて練習に励んでいます。

15名（地域活動支援センターⅡ型）

お茶代　旅行積立金等

あり(自宅まで送迎可)

□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

月曜日～金曜日　（土日　祝祭日　GW　年末年始休業）　午前9時～午後4時

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

≪事業所概要≫

■職員配置 センター長 1名　生活支援員 3名（精神保健福祉士 1名）

精神障がい者

②地域活動支援センター さざなみの家

328-0012　栃木市平柳町1-2-7

TEL　0282-23-4465 FAX　0282-23-4465

■利用料
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＜地域活動支援センター＞【都賀・西方地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【地域活動支援センター】

≪事業所概要≫

■職員配置 管理者 1名　支援員 2名

■対象者 身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者
手帳の交付は受けていないが障がいがあると認められる方

　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。
　利用される方のニーズにあわせて、できる限り居
宅に近い環境の中で、生きがいのある生活や社会
生活を営むことができるよう、安全で質の高いサー
ビスとアットホームな雰囲気で支援をしています。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

③栃木市都賀地域活動支援センター

328-0111　栃木市都賀町家中2357-15

TEL　0282-28-0252 FAX　0282-28-0323

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

ホームページ　http://www.tochigishi-shakyo.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（祝日、12月29日～1月3日除く）　午前9時00分～午後5時00分

≪活動内容など≫

■利用定員 19名

■利用料 無料（但し、合同訓練参加費等は実費を徴収）

■送迎サービス あり（送迎費無料・自力での通所困難な方） ※希望については要相談

■創作・生産活動　…毎月のカレンダー作成、工作や音楽（カラオケや楽器演奏など）活動、草花や農作物の
栽培・収穫の体験
■日常生活に必要な社会性の訓練　…清掃や調理など日常生活に必要なスキルを身につける訓練、体力作
りや健康管理、社会活動向上のための外出・買い物訓練
■社会との交流促進…イベントへの参加、地域の方や他の施設との交流会
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＜地域活動支援センター＞【藤岡・岩舟地域】

≪事業所紹介≫【地域活動支援センター】
　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。
　藤岡地区として唯一の通所の障害者施設であり、地域
福祉推進の拠点として重要な役割を担っています。
　利用者の皆様のニーズにあわせて、出来る限りの居宅
に近い環境の中で、生きがいのある生活及び社会生活を
営むことが出来るよう、安全で質の高いサービスとアット
ホームな雰囲気で支援いたします。

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

④栃木市藤岡地域活動支援センター

323-1106　栃木市藤岡町都賀390-13

TEL　0282-62-1660 FAX　0282-62-1660

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

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

■創作・生産活動　…ウレタンハンガー組立作業（請負作業）、絵画、貼り絵、小物入れ作り、余暇活動（DVD
鑑賞や音楽鑑賞）、草花や農作物の栽培・収穫体験
■日常生活に必要な社会性の訓練　…清掃や調理などの日常生活に必要なスキルを身につける訓練、体力
作りや健康管理、社会活動向上のための外出・買い物訓練
■社会との交流促進…イベントへの参加、地域の方や他の施設との交流会

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 月曜日～金曜日（祝日、12月29日～1月3日除く）　午前9時00分～午後5時00分

≪活動内容など≫

■利用定員 25名

■利用料 無料（但し、合同訓練参加費等は実費を徴収）

■送迎サービス あり（自宅まで送迎。送迎費無料。ただし、自力での通所が困難な方）　※希望については要相談

≪事業所概要≫

■職員配置 施設長 1名　指導員 2名

■対象者
身体障がい者　知的障がい者　精神障がい者
手帳の交付は受けていないが障がいがあると認められている方

105



 

106 

 

 

 

14．日中一時支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日中一時支援 

 障がいのある方を一時的に預かり、日中における活動の場を確保すると

ともに、障がいのある方を日常的に介護している家族の休息等、介護負担

の軽減を図ります。 



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

日中一時支援

栃木・大平地域
①やまと
②ゆーあい工房
③砂浜クラブ
④オープンハウスたんぽぽ
⑤わらしべの家
⑥みちしるべ
⑦風の子クラブ
⑧あゆみ
⑨このゆび☆とまれ
⑩あすなろ
⑪あすひ
⑫梅の実
⑬ゆうの家
⑭悦山荘
⑮エミュー
⑯もくせいの里
⑰みずほの家

都賀・西方地域
⑱ひばり野学園
⑲とみはりの里

⑨

藤岡・岩舟地域
⑳すぎのこ
㉑ひまわり
㉒けやきの家
㉓はまなす
㉔ひのきの杜
㉕ひのきの杜共生

③

⑲

㉑

㉓

①

㉔

⑦

⑯

②

㉒

⑤

⑥

⑧

⑪

⑮

⑱

⑫

⑬

⑭

④⑩

⑳
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

■食事提供 あり　1食 100円

■営業日、時間 月～金　10：00～17：00

■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

■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

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

特定非営利活動法人　クローバー

③砂浜くらぶ

328-0032　栃木市神田町6-15

メール　umigame@cc9.ne.jp

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

TEL　0282-51-2291 FAX　0282-51-2921

≪事業所概要≫

■利用定員 管理者　支援員

■利用料 なし

■送迎サービス

FAX　0282-22-0555

■送迎サービス あり（旧栃木市に限り指定場所での送迎可）

■食事提供 あり(要相談)

■営業日、時間 月～金曜日（祝日を除く）　8：30～17：30（その他の利用については、応相談。）

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　ご本人のペースで自由な時間を過ごして頂けるのが
特徴です。日中の活動については、生産活動に参加す
ることも可能です。
　利用者と職員が毎日和やかに楽しく過ごしています。
　利用者が安心して、安全に利用して頂けるよう生活の
質の向上を目指しています。
　土日祝日には、季節に応じた行事等を行っています。

社会福祉法人　うまぐりの里

②ゆーあい工房

328-0033　栃木市城内町2-62-14

メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.umagurinosato.com/

TEL　0282-25-4001 FAX　0282-25-1575

≪事業所概要≫

■利用定員 5名

■利用料 応能負担（各市町村に定められた額をお支払い頂きます。）

あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

令和４年６月１日現在

■送迎サービス なし

■食事提供 あり

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30

■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≫

■利用定員 概ね10名（各事業の利用人数や設備の関係上、利用予約をお受けできない場合があります）

■利用料 給食費 1食 500円

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
■やまとの日中一時支援
　利用者の日中における活動の場を確保し、利用者の
家族の就労及び介護者の一時的な休息を保障するた
めに、利用者に対し必要なサービスを適切に提供する
ことを目的とします。

社会福祉法人　すぎのこ会

①日中一時支援事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

メール　yamato@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

TEL　0282-28-6385
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＜日中一時支援事業所＞【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

■利用料 行事参加費等/実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　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

⑤わらしべの家

328-0011　栃木市大宮町2708-3

メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

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

≪事業所概要≫

TEL　0282-27-1627 FAX　0282-27-1675

■利用料 利用者上限負担額による。

■送迎サービス あり(栃木市内のみ　自宅まで送迎。)

■食事提供 あり〔食事提供加算がある場合 1食100円　非該当の場合 1食300円〕

■営業日、時間 9：00～16：00

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　利用者様を一時的にお預かりし、ご家族の就労・休
息を支援いたします。
　利用者様の日常の生活を見守り、のんびりとくつろ
いで頂ける様、支援致しております。
　お昼ご飯は、栄養バランスを考慮し、手作りにて行っ
ております。

一般社団法人　リカバリー

⑥日中一時支援事業所　みちしるべ

328-0012　栃木市平柳町1-2-4-2 KURAショップⅡ

メール　recovery@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.recovery-michishirube.com

TEL　0282-51-3702 FAX　0282-51-3702

■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

■食事提供

■送迎サービス あり（自宅まで）

あり

相談に応じます

■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。）

■食事提供 あり（281円/1食）

■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）

■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

■利用定員 10名

≪事業所概要≫

■利用定員 10名程度

≪事業所概要≫

■利用定員

■利用料

2～3人

食事等の実費のみ

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　利用者・保護者のニーズに合わせ、可能な限り急な
依頼にも対応していますが、人員配置の都合上お断り
することもあります。④オープンハウスたんぽぽ

328-0073　栃木市小平町6-11

メール　tanpopo@cc9.ne.jp

ホームページ　k-tanpopo.org

TEL　0282-24-9833 FAX　0282-24-9833

特定非営利活動法人　蔵の街たんぽぽの会

社会福祉法人わらしべの里
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

10名程度

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

□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

年中無休　6：30～22：00　※8:30～17:30以外の時間は要相談

あり

要相談

食費 朝540、昼650、夜650円(加算該当者は減額)、おやつ 40円/回　その他　行事食・特別食は実費

10名程度■利用定員

■利用料

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■医療的ケア

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

【日中一時支援】

社会福祉法人　あゆみ園

■利用定員

■利用料

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■医療的ケア

月～土曜日　8:30～9:00、11:00～18:00　＊学校行事、長期休業時等は別途対応あり

あり　※栃木特別支援学校や近隣の小中学校から当事業所まで

昼食650円（食事提供体制加算該当者350円）

ご家族の就労や休息を
支援します。屋内外の活動を
とおし、季節を感じられる
余暇の提供や利用者、
家族が安心安全に過ごせる
よう支援を行います。

≪事業所紹介≫

≪事業所概要≫

⑧あゆみ

328-0012　栃木市皆川城内町333-2

FAX　0282-31-2919TEL　0282-31-1755

■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

■送迎サービス あり（自宅までの送迎可　※基本30分圏内）

■食事提供 あり

■営業日、時間 12月29日～翌年1月3日を除く毎日 (R4年6月1日現在 日曜日休止中)　8：30～17：30

≪事業所概要≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食 200円　その他イベント等

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
栃木市皆川城址公園・皆川公民館近くの事業所で、自
然豊かな場所でのんびり過ごしていただけるそんな事
業所です。
日中散歩や外出、夏季にはプールのご利用もできま
す。

特定非営利活動法人　このゆびとまれ

⑨日中一時支援 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

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

328-0012　栃木市平柳町1-15-11

⑦風の子クラブ

社会福祉法人　あゆみ園 放課後等デイサービス、児童発達支援事業所との
多機能で運営を行っています。

≪事業所概要≫

FAX　0282-25-5031TEL　0282-25-5030
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＜日中一時支援事業所＞【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

■送迎サービス あり(自宅まで）

■食事提供 あり（650円/食）

■営業日、時間 9：00～16：00

≪事業所概要≫

■利用定員 5名

■利用料 650円/食

　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。
併設施設には、グループホーム梅の実（共同生活援
助、短期入所）、梅のはな(生活介護)　があります。
　また、みつみねの郷（高齢者施設）が併設しており高
齢化の相談にも応じることができます。

社会福祉法人　すぎなみき会

⑫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/

■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

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス なし

■食事提供 土曜日のみ弁当注文あり

■営業日、時間 月～土曜日　7：30～18：30

≪事業所概要≫

■利用定員 概ね10名

■利用料 おやつ代　50円

　在宅の利用児・者の日中における活動の場を確保す
る ことにより、障がい児・者を日常的に介護している家
族の一時的な休息を図ることを目的にサービスを提供
します。
〇活動内容
カラオケ・ドライブ・散歩・制作・集団遊びなど

社会福祉法人　すぎのこ会

⑪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

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス なし

■食事提供 なし

■営業日、時間 月～土曜日　7：30～18：00

≪事業所概要≫

■利用定員 概ね25名

■利用料 各市町が定める区分に応じた利用者負担額

・在宅の障がい者（児）の日中における活動の場を確
保することにより、障がい者（児）の家族の就労支援及
び障がい者（児）を日常的に介護している家族の一時
的な休息を図ることを目的にサービスの提供を行って
います。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑩あすなろ

328-0068　栃木市大皆川町572

TEL　0282-20-8338 FAX　0282-20-3368

メール　asunaro@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

■送迎サービス あり （自宅まで）      　　　　　　　　　　　《フラワーアレンジメント》

■食事提供 あり　※食費負担無し

■営業日、時間 9：00～18：00

≪事業所概要≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■利用定員 10名

■利用料 なし　※イベント参加費は実費徴収

■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

　保護者に用事がある場合や一時的な休息のため
に、日中活動の場を提供し、保護者の負担軽減を
図ります。主に過ごしかたは、一人一人の趣向の
見守りと、創作活動、希望者は簡易な生産活動を提供
しています。

株式会社　サポートプラザフロンティア

⑮日中一時支援事業所エミュー

329-4404　栃木市大平町富田1630-2

TEL　0282-25-6808 FAX　0282-25-6818

メール　sp-frontier@cc9.ne.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

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス あり（自宅と施設間のみ送迎可）

■食事提供 あり

■営業日、時間 年中無休　7時～19時

≪事業所概要≫

■利用定員 4名

■利用料 食費（自己負担） 1,800円（朝 450円　昼 700円　夕 650円）

　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘（日中一時）
では、日中、安心して過ごせる環境を提供すると共に、
希望に応じて入浴も可能です。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
日に日中一時を利用された際は、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

■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

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス あり（栃木市内学校まで）

■食事提供 平日（おやつ 50円）　長期休（昼食 500円）

■営業日、時間 9時～18時（それ以外の場合は要相談）

≪事業所概要≫

■利用定員 平日8名以下（コロナ対応）,長期休み時（夏、冬）10名程度

■利用料 利用上限を超えた分につきましては、利用料が発生します。

　主に、児童（学齢期）のお預かりを中心としていま
す。発達期による体力作りや発散を兼ねた散歩、公園
外出、レクリエーションなどを実施しています。また、長
期休み時には調理や外出（買い物等）を行い、将来や
家庭での生活に反映できる取り組みをしています。

社会福祉法人　なすびの里

⑬日中一時支援事業所 ゆうの家

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

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

食費 350円（1食）　光熱水費 330円（1日）

　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。
　尚、感染症が流行している期間は、ご利用をお断り
することもございます。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑯もくせいの里

329-4405　栃木市大平町西山田1198

メール　mokusei@suginokokai.or.jp

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

TEL　0282-43-0593 FAX　0282-43-1387

≪事業所概要≫

■利用定員

■医療的ケア

10名

□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～土曜日　基本8：30～17：30　他応相談

有　月～金曜日　３５０円　土曜日グレードアップし４００円

有（藤岡・岩舟・大平地区、旧栃木市内、その他応相談）

行事費実費

10名

■利用料

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

TEL　0282-20-1112

■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

■送迎サービス なし

■食事提供 あり 350円（1食）

■営業日、時間 月～土曜日　7：30～20：30

■利用定員

■利用料

≪事業所概要≫

ホームページ　http://suginokokai.or.jo/

≪事業所紹介≫
お気軽なお越しをお待ちしております。

【日中一時支援】

社会福祉法人　すぎのこ会

⑰みずほの家

329-4411　栃木市大平町横堀６７２

FAX　0282-22-1116

メール　k.ochiai@suginokokai.or.jp

【日中一時支援】

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫
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＜日中一時支援事業所＞【都賀・西方地域】

■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

■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）

■食事提供 あり

■営業日、時間 月～日曜日　9：00～17：00

≪事業所概要≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食310円（昼食の提供を受ける場合）

特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営する
日中一時支援事業所です。
事業所は、障がい者又は障がい児に対して、日中に
おける活動の場を提供し、見守りや日常生活の支援、
余暇活動の支援等を行います。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑲とみはりの里事業所

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

■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

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス あり

■食事提供 あり

■営業日、時間 8時00分～20時00分

≪事業所概要≫

■利用定員 5名

■利用料 食費 1食 500円

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
土日を中心に日中一時支援事業の受入を行っていま
す。利用時間についてはご家庭の状況により対応いた
します。

社会福祉法人　都賀の里

⑱ひばり野学園

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

FAX　0282-92-7616TEL　0282-92-0211
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＜日中一時支援事業所＞【藤岡・岩舟地域】

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

□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

月曜日～土曜日　８：00～18：00

□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

■医療的ケア

TEL　0282-54-3510

あり（要相談）

希望者に提供します　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）

月～金曜日（月１回ほど土曜開設あり。年末年始休業あり。）　8:30～17:30

FAX　0282-55-6859

【日中一時支援】

社会福祉法人　すぎのこ会

㉒けやきの家

329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島825-3

メール　keyaki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■医療的ケア

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■利用定員 概ね15名

≪事業所紹介≫

□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

なし

なし

■医療的ケア

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■利用定員 10名（主たる対象 知的障がい、精神障がい）

■利用料 食費＝1食350円　創作活動費等＝実費

けやきの家は、社会福祉法人すぎのこ会が運営する日
中一時支援事業所です。日中の生活場所と時間を提供
する施設です。皆さまが必要とする食事・日中活動など
の場面において、“安心安全”そして“その人らしさ”を大
切にしています。
　また、曲ケ島エリアの「福祉の玄関」となり、将来を描く
ことができるように、隣接する“ひのきの杜・ひのきの杜
共生・はまなす”と「繋がる」サービスを展開しています。

メール　suginoko-washi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

社会福祉法人すぎのこ会が運営する日中一時支
援事業所です。
利用者の日中活動の場を確保し、利用者の家族
の就労及び介護者の一時的な休息を保障するた
めに、必要なサービスを提供しています。

≪事業所紹介≫

■利用料 おやつ代：50円　行事費：実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
一時的な見守りの場と日中活動の場を提供し、家族
の就労支援及び、一時的な休息が図れるように支援し
ていきます。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉑ひまわり

329-4307　栃木市岩舟町静1612

メール　suginoko.himawari@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

TEL　0282-55-4800 FAX　0282-55-4889

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

あり

あり

月曜日～金曜日（及び第2、第4土曜日）　8：30～17：30　その他の時間は応相談

■利用定員

■利用料

概ね5名

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

TEL　0282-55-3500

329-4301　栃木市岩舟町鷲巣279-1

⑳すぎのこ

社会福祉法人すぎのこ会

令和４年６月１日現在

【日中一時支援事業所】

FAX　0282-55-4282

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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＜日中一時支援事業所＞【藤岡・岩舟地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

　FAX　0282-55-7888

【日中一時支援】 ≪事業所紹介≫

FAX　0282-55-7888

　TEL　0282-54-3131

利用者の日中活動の場を確保し、利用者家族の就労
及び介護者の一時的な休息を保障するために、必要
なサービスを提供しています。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉓はまなす

　329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

　メール　hinoki@suginokokai.or.jp

　ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

FAX　0282-55-7888

なし

希望者に提供　　350円/1食（食事提供加算対象者230円）　※おやつ持参

午前7時から午後8時30分まで(7.5時間を超える場合は自己負担が生じる可能性があります)

□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　0282-54-3131

□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

なし

希望者に提供します　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）

午前7時から午後8時30分まで(7.5時間を超える場合は自己負担が生じる可能性があります)

□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　0282-54-3131

■営業日、時間

■医療的ケア

■送迎サービス

■食事提供

■利用定員 概ね5名（主たる対象：知的障害）

■利用料 創作活動費等は実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
社会福祉法人すぎのこ会が運営する日中一時支援事業
所です。利用者の日中活動の場を確保し、利用者の家
族の就労及び介護者の一時的な休息を保障するため
に、必要なサービスを提供しています。

○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

㉕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

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■医療的ケア

■医療的ケア

■営業日、時間

■食事提供

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■利用定員 概ね5名（主たる対象 身体障がい）

■利用料 創作活動費等は実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
利用者の日中活動の場を確保し、利用者の家族の就労
及び介護者の一時的な休息を保障するために、必要な
サービスを提供しています。
急なご利用や時間については、ご相談ください。
～　ひのきの杜支援の理念～　One for all
○一人ひとりの立場に立って、考え・行動します
○支援を通じて喜びも悲しみも共有します
○キラキラした思い出をたくさん作れるように支援します

社会福祉法人　すぎのこ会

㉔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

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■送迎サービス なし

あり350円

月～金曜日／8:30～18:30

■利用料

■利用定員

創作活動日等は実費

概ね5名
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15．短期入所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○短期入所 

 居宅で障がいのある方を介護している方が、病気やその他の理由により

介護を行うことができない場合に、障がいのある方を短期間施設に入所 

させ、入浴、排せつ、食事、その他必要な支援を行います。 



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

短期入所

栃木・大平地域
①あゆみ
②梅の実
③星風院
④悦山荘
⑤もくせい

都賀・西方地域
⑥カーサ･エスペランサ
⑦ひまわり
⑧ひばり野学園
⑨とみはりの杜

藤岡・岩舟地域
⑩栃木藤岡町
⑪ひのきの杜
⑫ひのきの杜共生

⑨

⑫⑬

⑥

②
⑥

①

⑧

③

⑤④

⑦

⑪
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＜短期入所事業所＞【栃木・大平地域】

■入浴サービス（頻度） あり（2回程度/週　ご利用日数により回数は異なります）

■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

≪事業所概要≫

■利用定員 3名

■利用料 障害区分に応じた利用者負担額と食費、光熱費の合計金額となります。

■送迎サービス 無し

■食事提供 あり（朝食 350円　昼食・夕食 530円　おやつ 170円）

≪事業所紹介≫【短期入所】
普段ご家庭で介護を行っている方が、疾病や出産
等の理由により、数日間介護が困難になった場合、
一時的に施設を宿泊利用することにより、本人や家
族の身体的・精神的負担を軽減していただくサービ
スです。

社会福祉法人　星風会

③星風会病院 星風院

328-0004　栃木市田村町925-2

TEL　0282-27-5222 FAX　0282-27-5482

メール　seifuin@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

■利用料 食費 650円/食　光熱費 200円/日　※詳細はお問合せ下さい。

■送迎サービス あり(自宅まで）

■食事提供 あり（650円/食）

≪事業所紹介≫【短期入所】
　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短期入所事業所です。
　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

②短期入所 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/

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【短期入所】

①あゆみ

社会福祉法人　あゆみ園 ご家族の一時的な休憩や、病気や冠婚葬祭等などの
緊急時に、利用していただき食事・入浴・排泄の他必
要な支援を行います。また、緊急時に備えた宿泊訓練
としてご利用される方もいらっしゃいます。

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≫

■利用定員 4名

■利用料 おやつ代 40円/回　その他行事等の参加費・食費は実費、光熱水費 320円/日　日用品費 50円/日　

■送迎サービス あり　※要相談

■食事提供 あり　食費 　朝540円　昼650　夕650円　　※加算対象者　朝240円　昼350円　夕350円

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

■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≫

■利用定員 6名

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

■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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＜短期入所事業所＞【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

■送迎サービス なし

■食事提供 あり 350円（1食）

■入浴サービス（頻度） あり（毎日 ※退所日除く）

≪事業所概要≫

■利用定員 4名

■利用料 食費 350円（1食）　光熱水費 330円（1日）

■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

≪事業所紹介≫【短期入所】
　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。
　尚、感染症が流行している期間は、ご利用をお断
りすることもございます。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑤もくせい
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

■送迎サービス あり（自宅と施設間のみ送迎可）

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） 施設入所と合わせた入浴サービスの提供（週2回程度）

≪事業所概要≫

■利用定員 5名（個室：3部屋　2人部屋：1部屋）

■利用料 食費（自己負担） 1,800円（朝 450円昼 700円夕 650円）

≪事業所紹介≫【短期入所】
　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘（短期入所）
では、短期間、夜間も含め施設サービスを行い入浴・
排泄・食事の介護等の支援をいたします。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。行事開催日に短期入所を利用された際は、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

④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

令和４年６月１日現在
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＜短期入所事業所＞【都賀・西方地域】

■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

■送迎サービス あり※要相談

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） あり（1日おき）

≪事業所概要≫

■利用定員 4名（男 2名　女 2名）

■利用料 食費 1食 350円　光熱水費 1日 330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

≪事業所紹介≫【短期入所】
障害者支援施設ひばり野学園の併設事業となりま
す。

社会福祉法人　都賀の里

⑧ひばり野学園

328-0105　栃木市都賀町臼久保298-1

TEL　0282-92-0211 FAX　0282-92-7616

メール　hibarino.888@joy.ocn.ne.jp

ホームページ　https://www.tuganosato.com

■送迎サービス なし

■食事提供 3食 1650円 （朝 450円　昼 600円　夕 550円）

■入浴サービス（頻度） 週2回

≪事業所概要≫

■利用定員 11名（介護保険の利用者を含む）

■利用料 障害者総合支援法で定める料金

■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

≪事業所紹介≫【短期入所】
　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。短期入所では、介護の認定を
受けている地元の高齢者の方が優先となっておりま
す。要介護高齢者と一緒に過ごせるという方はご相談
下さい。

社会福祉法人　スイートホーム

⑦指定特定短期入所ひまわり
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

■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。）

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

≪事業所概要≫

■利用定員 36名

■利用料 朝 250円　昼・夕 420円/1食　光熱費 330円/日　リネン代 230円/日　その他代行費 600円/1回

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

⑥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

≪事業所紹介≫【短期入所】
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＜短期入所事業所＞【都賀・西方地域】

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

■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

令和４年６月１日現在

■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）

■食事提供 あり

≪事業所概要≫

■利用定員 6名

■利用料 食費 朝食 300円　昼食 310円　夕食 500円　光熱水費 320円/日

≪事業所紹介≫【短期入所】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る短期入所事業所です。
日中活動については、同事業所の生活介護又は就
労継続支援（B型）、放課後等デイサービスの事業を
ご利用できます。
また、栃木市くらしだいじネット緊急時支援事業の受
け入れ施設としての機能を有しています。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑨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
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＜短期入所事業所＞【藤岡・岩舟地域】

■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

■送迎サービス なし

■食事提供 希望者に提供　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）　※おやつ持参

■入浴サービス（頻度） あり　（毎日）

≪事業所概要≫

■利用定員 4名（主たる対象：知的障害）

■利用料 創作活動費等は実費

■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

≪事業所紹介≫【短期入所】
　社会福祉法人すぎのこ会が運営する短期入所事業
所です。利用者の身体その他の状況、置かれている
環境に応じて、入浴や排泄・食事などの生活面のサ
ポートをしています。また、地域生活拠点として緊急短
期入所を受け入れる協力施設です。
○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

⑫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　http://www.suginokokai.or.jp

■送迎サービス 栃木市大平町・同藤岡町及び同岩舟町の区域

■食事提供 希望者に提供します　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）

■入浴サービス（頻度） 入浴　3回/週　男性：月・水・金（午後）　女性：月・水・金（午前）

≪事業所概要≫

■利用定員 ７名（主たる対象 身体障がい）

■利用料 創作活動費等は実費

■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

≪事業所紹介≫【短期入所】
　利用者の身体その他の状況、置かれている環境に応じ
て、入浴や排泄・食事などの生活面のサポートをしていま
す。また、地域生活拠点として緊急短期入所の受け入れ
や、自動車事故による重度後遺障がいのある方を受け入
れる協力施設です。
　○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

⑪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

■送迎サービス なし

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） 状況によりご相談

≪事業所概要≫

■利用定員 2名（男性1名　女性1名）

■利用料 食費 900円（3食）　水道光熱費 400円/1日あたり

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【短期入所】
　日中サービス支援型グループホームに併設して、
男性部屋1室、女性部屋1室の短期入所でサポート
いたします。
グループホーム併設型のため、今後の共同生活を
練習していきたい方や、緊急時のお受け先としてご
利用いただいております。
是非お気軽にご見学・お問い合わせをお願いいたし
ます。

ソーシャルインクルー株式会社

⑩短期入所　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/

８月より全室個室となり、

７名へ増床予定です。

是非、ご利用ください。

体験利用等のご相談もお

待ちしております。
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16．運営主体別 

実施事業一覧 



運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

児童発達支援

放課後等デイサービス

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、一般、障害児） ぴあん 9

あゆみ

すてっぷ

就労継続支援B型 めぐみ 52

ホームにゃんきち 66

ホームぼくんち

ホームみどり

児童発達支援 ふわり 89

放課後等デイサービス かぜのこ 90

風の子クラブ

あゆみ

短期入所 あゆみ 119

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 相談支援事業所 めだか 5

生活介護 ゆーあい工房 27

就労継続支援B型 ゆーあい工房 51

共同生活援助 なごみの家 71

日中一時支援 ゆーあい工房 108

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

ハーモニーほーむ吹上401・402 68

ハーモニーほーむ家中 72

ハーモニーほーむ都賀Ⅰ・Ⅱ 73

ハーモニーほーむ西方 74

イナバファーム

運営主体別実施事業一覧

47

94

19

48

16

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、有償運送

さんぽ道

合同会社
アイエヌライン

就労継続支援A型 アイエヌライン

日中一時支援

株式会社
INABAFARM

就労継続支援A型

生活介護

共同生活援助

一般社団法人
ASKA

ASKA・ｃlub大平

28

67

110

社会福祉法人
あゆみ園

株式会社
ヴィーナス

在宅ケア グランツこむぎ
居宅介護（身体介護、家事援助、
通院介助）、重度訪問介護

社会福祉法人
うまぐりの里

エスティーサポート
株式会社

共同生活援助
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運営主体別実施事業一覧

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） 相談支援事業所 ウィズダム 12

自立訓練（生活訓練） 自立支援事業所 Nalu（ナル） 41

就労移行支援 自立支援事業所 Nalu（ナル） 44

就労継続支援B型 障がい福祉サービス事業所Honu 59

放課後等デイサービス 就労準備型放課後等デイサービスHilo 95

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 相談支援ウエイブ 8

就労継続支援B型 蔵の街ウエイブ第1事業所 54

地域活動支援センター さざなみの家 103

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援(特定) 8

就労継続支援B型 55

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

地域活動支援センター オープンハスたんぽぽ 103

日中一時支援 オープンハスたんぽぽ 109

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 海がめ 5

自立訓練（生活訓練） 海がめ物語 40

海がめ物語 51

クローバー 55

日中一時支援 砂浜クラブ 108

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） にじいろ 5

就労継続支援B型 K．connect（ケイコネクト） 52

K’きっず とちぎ

K’きっず ひので

K’きっず おおひら 94

放課後等デイサービス Kvell（クヴェル） 栃木教室 88

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

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

社会福祉法人
共育会

有限会社 ケアサポート石川

児童発達支援
・放課後等デイサービス

清田建設株式会社
福祉事業部　K’きっず

87

児童発達支援 88クルール栃木

特定非営利活動法人
クローバー

蔵の街運送
株式会社

就労継続支援B型

ケンモク合同会社

特定非営利活動法人
蔵の街ウエイブ

特定非営利活動法人
蔵の街たんぽぽの会

蔵LOVE（くらぶ）

17

株式会社　晃南 共同生活援助 ひだまりファーム 65

有限会社
ケアサポート石川
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運営主体別実施事業一覧

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 特定相談事業所 フローラー 6

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） 相談支援センター ひなたぼっこ大好き 9

生活介護 生活介護事業所 このゆび☆とまれ 29

共同生活援助 しぇあはうす このゆびとまれ 66

日中一時支援 日中一時支援 このゆび☆とまれ 110

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 相談支援事業所 アンジュ 10

就労継続支援B型 就労支援事業所 フロンティア 57

日中一時支援 日中一時支援事業所 エミュー 112

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） 指定特定相談支援事業所 ひまわり 12

短期入所 指定特定短期入所 ひまわり 121

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

生活介護 カーサ・エスぺランサ 34

共同生活援助 カーサ・エスぺランサ 72

短期入所 カーサ・エスぺランサ 121

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

生活介護 梅のはな 30

共同生活援助 グループホーム 梅の実 68

日中一時支援 梅の実 111

短期入所 短期入所 梅の実 119

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、一般、障害児） 相談センターすぎのこ 11

生活介護事業所 やまと 26

あすなろ 29

あすひ 30

もくせいの里

みずほの家

株式会社
サポートプラザフロンティア

社会福祉法人
すぎなみき会

特定非営利活動法人
このゆびとまれ

社会福祉法人
瑞宝会

訪問介護サービス フローラー

ヘルパーステーション ひまわり
社会福祉法人
スイートホーム

16

19

22

121

身体介護　(入浴、排泄、着脱、通
院等)、家事支援、有償運送

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、有償運送

このゆび☆とまれ

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、有償運送

支援センターすぎのこ

光和ケアーズ
有限会社 居宅介護（身体介護、家事援助、通院

介助）同行援護、移動支援、有償運送

社会福祉法人
すぎのこ会

33

生活介護
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運営主体別実施事業一覧

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

すぎのこ 35

はまなす 36

障害者支援施設 ひのきの杜 36

障害者支援施設 ひのきの杜共生 37

共生型生活介護 共生型生活介護事業所 やまと 26

みずほの家 57

すぎのこ 61

こすもす

花水木

第二花水木

さくらの家

ぶどうの家

ひまわりホーム

みどり

みかも

第二みかも

やまとホーム

第二やまとホーム

もくせいの里 78

障害者支援施設 ひのきの杜

障害者支援施設 ひのきの杜共生

児童発達支援事業所 やまと 86

ひまわり 96

放課後等デイサービス事業所 やまと 86

あすなろ 91

あすひ 92

もくせいの里 93

ひまわり

はまなす

日中一時支援事業所 やまと 108

あすなろ

あすひ

もくせいの里

みずほの家

すぎのこ

ひまわり

はまなす

障害者支援施設 ひのきの杜

障害者支援施設 ひのきの杜共生

もくせい 120

障害者支援施設 ひのきの杜

障害者支援施設 ひのきの杜共生

児童発達支援

日中一時支援

111

113

115

116

123
短期入所

社会福祉法人
すぎのこ会

就労継続支援Ｂ型

共同生活援助

障害者支援施設

放課後等デイサービス

生活介護

75

80

97
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運営主体別実施事業一覧

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援(特定) サンライズ 6

シスターズ片柳

ブラザーズ片柳

ブラザーズ大平 70

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援(特定、障害児) 悦山荘相談支援事業所 10

悦山荘

星風会病院 星風院

障害者支援施設 悦山荘 78

障害児入所施設 星風会病院 星風院 83

児童発達支援 星風会病院 星風院

放課後等デイサービス 星風会病院 星風院

療養介護 星風会病院 星風院 100

日中一時支援 悦山荘 112

星風会病院 星風院 119

悦山荘 120

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

共同生活援助 ソーシャルインクルーホーム栃木藤岡町 75

短期入所 短期入所　栃木藤岡町 123

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、児童） 相談センター ひばり野 12

障害者支援施設 ひばり野学園 79

日中一時支援 ひばり野学園 114

短期入所 ひばり野学園 121

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援 相談支援事業所とちぎ 8

くえるぼキッズ 89

くえるぼキッズｐro 90

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） らいふさぽーと桜 11

就労継続支援B型 すまいるわーく桜 58

共同生活援助 あっとほーむ藍 70

児童発達支援

居宅介護（家事援助、身体介護、
通院介助）、重度訪問介護

社会福祉法人
星風会

ソーシャルインクルー
株式会社

生活介護

社会福祉法人
都賀の里

社会福祉法人
天成会

株式会社
スマイルファミリー 共同生活援助

株式会社TTT

SOMPOケア
株式会社

短期入所

SOMPOケア 栃木吹上 訪問介護 20

64

32

92
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運営主体別実施事業一覧

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） 栃木ケアサポートひまわり相談支援事業所 7

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） 相談支援事業所 社協とちぎ 9

栃木市社協 北部ヘルパーステーション 18

栃木市社協 南部ヘルパーステーション 21

就労継続支援B型 就労継続支援センター いちごの郷 59

児童発達相談支援 キッズホームとちぎ 91

栃木市都賀地域活動支援センター 104

栃木市藤岡地域活動支援センター 105

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 相談支援センター ゆうの家 10

あいのいえ

ゆうの家事業所（多機能型事業所）

自立訓練（生活訓練） ゆうの家事業所（多機能型事業所） 40

就労継続支援B型 ゆうの家事業所（多機能型事業所） 56

ほうれん荘

さくら荘

日中一時支援 日中一時支援事業所 ゆうの家 112

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定、障害児） 相談支援事業所 ピュア 13

生活介護 ハートフルふきあげ とみはりの杜事業所 34

就労継続支援A型 ハートフルふきあげ マトマ事業所 47

ハートフルふきあげ 吹上事業所 56

ハートフルふきあげ マトマ事業所 58

ハートフルふきあげ とみはりの杜事業所 60

グループホームふきあげ
（箱森荘、花夢ハウスⅠ・Ⅱ） 65

グループホームとみはり
（とみはり荘Ⅰ・Ⅱ） 74

放課後等デイサービス くすのき事業所 95

日中一時支援 とみはりの里事業所 114

短期入所 ハートフルふきあげ とみはりの杜事業所 122

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、有償運送

有限会社
栃木ケアサポートひまわり

合同会社にじいろ

居宅介護事業所 ひだまり

就労継続支援B型

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、有償運送

22

17

就労継続支援B型 就労継続支援B型事業所　晴ればれ

居宅介護（家事支援、身体介護、
通院介助）、移動支援、同行援護

地域活動支援センター

共同生活援助（介護サービス包括型）

栃木ケアサポートひまわり 訪問介護事業所 

生活介護 31

69

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

61

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

社会福祉法人
なすびの里
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運営主体別実施事業一覧

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

ピジョン真中株式会社 栃木事業所 18

ピジョン真中株式会社 大平事業所 19

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） 相談支援事業所 ゆっ蔵 7

就労継続支援B型 ゆっ蔵 53

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

就労継続支援B型 就労継続支援事業所　みちしるべ 54

日中一時支援 日中一時支援事業所 みちしるべ 109

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

運営主体名（法人名等） 実施事業 名称 掲載ページ

相談支援（特定） わらしべの家 7

生活介護 わらしべの家 27

就労継続支援B型 わらしべの家 53

日中一時支援 わらしべの家 109

社会福祉法人
わらしべの里

にこぐさ障害福祉サービス事業所
有限会社
ワイド企画

居宅介護（家事援助、身体介護、
通院介助）、重度訪問介護

社会福祉法人
ブローニュの森

社会福祉法人
リカバリー

ピジョン真中株式会社
居宅介護（家事支援、身体介護、
通院介助、移動支援）

一般社団法人
南栃木社会福祉士事務所

23

相談支援（特定・障害児） 相談支援事業所 Well-being 6

株式会社　BLISS
児童発達支援・
放課後等デイサービス

ウィズユーとちぎ大平 93
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17．訪問看護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○訪問看護 

 看護師などが自宅等を訪問し、その方の病気や障がいに応じた看護を 

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

訪問看護

栃木・大平地域
①訪問看護ヴィーナス
②とちぎメディカルセンター
③りあん
④さくらんぼ
⑤あやめ栃木
⑥オリーブ
⑦つむぎ
⑧星風会
⑨えん

②

⑦
⑧

⑨

④

③

⑥

⑤
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＜訪問看護事業所＞【栃木・大平地域】

常勤看護師 ５名　非常勤看護師 １名

介護保険・医療保険対象者　身体障がい者　知的障がい者　精神障がい車　障がい児

無料　※医療保険、自費型は別途交通費がかかります。

月曜日～金曜日（祝祭日も含む）　8：30～17：30　土日・年末年始は休み

24時間対応（緊急時は営業時間外でも対応いたします。）

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【訪問看護】

①訪問看護ヴィーナス
緩和ケア認定看護師、在宅看護専門看護師在籍

介護保険・医療保険・障がい者支援の対応が可能です。対
象とならない方でも自費型のサービスをご利用いただけま
す。

おひとりおひとりとの出会いを大切に
して、丁寧に支援します。分からない
こと、不安なことはお問合せください。

〒328-0015栃木市万町6-11栃木グランドホテル3階八汐の間

FAX　0282-25-7320

メール　hana.vi-nasu@outlook.jp

ホームページ　http://vi-nus.com

電話　0282-25-7388

■対象者 介護保険・医療保険対応（精神・難病・小児慢性）　年齢問わず

■営業日、時間 月～金曜日（祝祭日・お盆・年末年始を除く）　8：30～17：30

≪事業所概要≫

■職員配置

■対象者

■交通費

■営業日、時間

■夜間支援体制

≪事業所紹介≫【訪問看護】

メール　hn01@tochigi-medicalcenter.or.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　https://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/hospital/houmon/

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

主治医の指示のもと関係機関等と連携を図りながら、在
宅療養のお手伝いを致します。病気や障害があっても住
み慣れた地域や我が家で、自分らしく暮らしていきたい。
その想いに寄り添いながら、心の絆【りあん】を大切にご
支援致します。
精神・難病・小児慢性医療の在宅生活サポートも致します
のでご相談下さい。
※作業療法士(男性1名女性1名）も在籍していますのでリ
ハビリについてもご相談下さい。

③りあん訪問看護リハステーション

〒328-0043　栃木市境町30-33

FAX　0282-25-6121

メール　lian@ccsano.com

ホームページ　https://community-care-sano.jimdosite.com/

■事業実施エリア 栃木市、壬生町

■事業実施エリア 栃木市・壬生町・小山市・下野市　　【サテライト】佐野市・足利市

TEL　0282-25-6120

住み慣れた場所・ご家族で、その人らしい療養生活を
安心・安全に送ることができるよう、24時間対応体制で
支援いたします。小児からご高齢のすべての方を対象
とし、人工呼吸器や人工肛門など医療依存度の高い
方も受け入れ可能です。

②とちぎメディカルセンター訪問看護ステーション

328-0043　栃木市境町27-21

■対象者 医師から訪問看護が必要と判断された方

■交通費 医療保険対象者 及び 実施地域外 交通費徴収 1㎞毎 50円

■営業日、時間 月～金曜日（祝祭日・年末年始・創立記念日を除く）　8：30～17：15

■夜間支援体制 緊急時24時間体制

■事業実施エリア 栃木市内（旧栃木市、岩舟町、大平町、都賀町、西方町、藤岡町）

■交通費 介護・医療ともに交通費は頂いておりません

■夜間支援体制 24時間対応可能です

■職員配置 管理者兼看護師 1名　看護師 7名　作業療法士 2名　事務員 1名　【サテライト】看護師 2名

≪事業所紹介≫【訪問看護】

TEL　0282-22-5810 FAX　0282-22-5812

■職員配置　 看護師 9名　准看護師 1名　理学療法士等（併設施設兼務）
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＜訪問看護事業所＞【栃木・大平地域】

月～金（8:30～17:30） 土（8:30～12:30）　＊日祝祭日 8/14～17、12/29～1/3は休業
＊身体状況等により休業日・夜間帯でも緊急時訪問いたします。

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【訪問看護】

■交通費 片道 1km＝50円

■営業日、時間 月～金（祝祭日・年末年始を除く）　営業時間 9：00～17：30

■夜間支援体制 緊急時は24時間対応可

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 8名　作業療法士1名

■対象者 介護保険・医療保険対象者（赤ちゃんから高齢者まで）

≪事業所紹介≫【訪問看護】
訪問看護の経験豊かな看護師8名による訪問看護と、
令和3年4月より10数年実績のある療法士による訪問
リハビリが始まりました。障がいのある方々が住み慣
れたご自宅でより良い療養生活を送っていただけるよ
うお手伝いさせていただきます。主治医および関係機
関の方々と連携を図り、ご自宅で安心・安全な在宅療
養が送れますよう支援いたします。

④訪問看護ステーションさくらんぼ

328-0071　栃木市大町6-2

TEL　0282-25-7325 FAX　0282-25-7326

メール　goudougaisya.minaduki@snow.plala.or.jp

「精神科訪問看護」に特化した訪問看護事業所です。
ご自宅や施設で暮らしている方々が安心して生活でき
るように地域の医療機関や福祉施設と連携したサービ
ス提供を行います。ご利用にあたり「自立支援医療受
給者証」及び「精神科医師指示書」が必要となります。
手続きの代行・援助も行っております。お気軽にご相
談ください。

⑤訪問看護ステーションあやめ栃木

328-0011　栃木市大宮町1767‐2グリーンパレス貴志B棟101号室

TEL 0282-29-3810 FAX 0282-27-8780

メール　tochigi_ayame@firstnurse.co.jp

ホームページ　http://firstnurse.co.jp

■事業実施エリア 栃木市内

■交通費 なし

■営業日、時間 月曜日～土曜日（祝祭日を含む）　9：00～17：00

■夜間支援体制 なし

≪事業所概要≫

■職員配置 正看護師　4名　　相談員　1名

■対象者 精神疾患（てんかんを含む）により通院している方

■事業実施エリア 栃木市・小山市・下野市・鹿沼市

≪事業所紹介≫【訪問看護】
平成7年に開業して以来、地域に密着した看護を提供してお
ります。近隣の病院・診療所・大学病院等の主治医から指示
をうけ、密に連携を図りながら訪問させていただいておりま
す。　「ご自宅での療養生活に安心を届けたい」の精神をもと
に、安心して在宅生活を送れるようスタッフ一丸となって誠
心誠意お手伝いをさせていただきます。また定期巡回随時
対応型訪問介護訪問看護にも対応しており、あらゆるニー
ズにも対応できるような事業所をめざしています。

⑥訪問看護ステーション オリーブ
328-0027　栃木市今泉町1-17-29（コープ栃木店さんの東側）

TEL　0282-27-8414 FAX　0282-27-8415

メール　olive-8414@iaa.itkeeper.ne.jp

ホームページ　https://kabukomi.jp

■交通費 ＊介護保険：無料　＊医療保険：1km 50円×距離(事務所→ご自宅までの片道×ひと月の訪問回数)　

■営業日、時間

■夜間支援体制 24時間対応いたします。 ＊ご相談いただける体制をとっており必要に応じて臨時訪問いたします。

≪事業所概要≫

■職員配置 正看護師 11名　事務員 2名

■対象者 すべての年齢層の方がご利用になれます。＊お受けできる疾患等については、ご相談ください

■事業実施エリア 栃木市・下野市・壬生町・小山市
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＜訪問看護事業所＞【栃木・大平地域】

在宅で療養生活をなさる高齢の方はもちろん重症心
身障がいのある方に対し、医療・看護及び当福祉施設
の機能を十分生かしながら、ご家族とともに住み慣れ
たご自宅で安らぎのある生活が送れるよう支援するた
めに活動しています。

⑧星風会訪問看護ステーション

328-0002　栃木市惣社町94

TEL　0282-29-1255 FAX　0282-29-1256

メール　kango-soja@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp/

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【訪問看護】

≪事業所紹介≫【訪問看護】
近隣の病院・診療所、大学病院等の主治医の指示のも
と、病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家
庭で、その人らしく生活が送れるよう看護ケアを提供しま
す。24時間体制で、ご自宅で自分らしく安心して生活でき
るように支援しています。また理学療法士などのリハビリ
専門職が自宅へ訪問し、リハビリテーションを提供しま
す。また、神経難病や心疾患、糖尿病などの専門的スキ
ルを持ったスタッフによるサービスを提供しております。

⑦訪問看護リハビリステーションつむぎ

328-0124　栃木市野中町1365-5 オーガスタハイツ401号

TEL　0282-25-5453 FAX　0282-25-9033

メール cureal@cureal.net 

ホームページ　https://houmonkango-cureal.com/

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 6名　理学療法士 3名　作業療法士1名　言語聴覚士1名

■交通費 介護保険の方：交通費なし　医療保険の方：2キロ未満 100円　2キロ以上5キロ未満 200

■営業日、時間 月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）　受付時間　8：30～17：00

■夜間支援体制 24時間対応可能です。（緊急を要する場合は、上記の営業日・時間に限らず、ご相談を承ります。）

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 3名

■対象者 高齢者　難病のある方　悪性腫瘍末期の方　重症心身障がいのある方

■事業実施エリア 栃木市、壬生町、下野市と小山市の一部

≪事業所紹介≫【訪問看護】
小さなステーションですが、小回りの利くステーション
です。病気や障がいがあっても、介護や医療的ケアを
サポートしながら、住み慣れた家で暮らしていくことを
関係職種と協力しあって、一人ひとりに適切な支援が
行えるようお手伝いします。

⑨訪問看護ステーション えん

329-4404　栃木市大平町富田1674-2

TEL　0282-51-1693 FAX　050-3523-4247

■事業実施エリア 栃木市

■交通費 なし

■営業日、時間 月～金　8：30～17：30（土日祝、12/29～1/3、8/13～8/16は休日実費あり）

■夜間支援体制 体調不良の緊急訪問のみ

≪事業所概要≫

■職員配置 看護師 5名　理学療法士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

■対象者 高齢者　神経難病　悪性腫瘍　　心疾患　身体障がい者　知的障がい者　障がい児 精神疾患

■交通費 交通費なし

■営業日、時間 月～土曜日（日・祝祭日　年末年始を除く）　8：30～17：30

■夜間支援体制 緊急時24時間対応体制

■事業実施エリア 栃木市内、小山市・壬生町・下野市・鹿沼市の一部
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18．関係機関 
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令和４年 6月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所の特性等 

障がい者やご家族の方が、住

み慣れた地域の中で、安心して

自立した生活が送れるよう、相

談の充実を図るとともに、地域

住民への正しい知識の普及啓発

を積極的に行います。 

 

地図 

（栃木駅から徒歩約３０分、新栃木駅から徒歩約２０分） 

 

栃木県栃木健康福祉センター 

〒328-8504 栃木市神田町 6-6（栃木県庁下都賀庁舎 2階） 

TEL：0282-22-4121  

FAX：0282-22-7697 

メール：tochigi-kfc@pref.tochigi.lg.jp 

HP：http://www.pref.tochigi.lg.jp/e57/index.html 

活動内容等 

○精神障害者家族会（※ 参加を希望する場合は、事前に保健師による面接が必要になります。） 

対象者：統合失調症患者のご家族及びその他必要と認めた方 

実施回数・内容：年６回。話し合いや学習会を実施。 

 

○精神保健福祉相談 

精神科医師や臨床心理士、保健師による相談を行っています。 

精神科医師 年６回(予約制) 事前に保健師による面接が必要に

なります。 臨床心理士 年４回(予約制) 

保健師 随時（事前にご連絡ください）  

 

○難病・小児慢性特定疾病相談 

対象者：難病の方、小児慢性特定疾病のお子さん及び家族 

実施回数・内容：随時受付。訪問指導、電話・面接相談等を実施。 

 

※詳細は、当センターまでお問い合わせください。 

事業所概要 

■開設：昭和 19年 10月 

■開所日：月～金曜日（行政機関の休日は除く） 

■開所時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 

■対象：管内（栃木市・壬生町）にお住いの方 

■主な業務：精神保健福祉（精神疾患・心の相談など）・難病・小児慢性特定疾病に関する相談（電話・

面接等） 
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栃木県県南児童相談所 

〒328-0042 栃木市沼和田町 17－22  

TEL 0282-24-6121  Fax 0282-24-6119 

HP: 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e69/index.

htm 

 

案内図

栃木駅

学悠館高校

臼井歯科

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

旧栃木警察署

県南児童相談所

信号機

（南口）

農協会館

（北口）

↓

至
佐
野
・藤
岡

↑

至
小
山

↓至 大平

N
↑至鹿沼

（南口下車徒歩５分）

☆相談内容 

  ０歳から 18歳未満のお子様に関する相談に応じています。 

相談方法：面接、電話、訪問 

受付時間：月～金曜日 午前８時 30分～午後５時 15分 

電話番号：0282-24-6121 

☆テレフォン児童相談 028-665-7788 

相談時間：毎日／午前 9 時～午後 8 時 

利用対象者：お子さんについての悩みをお持ちの方、子ども本人 

※専門の電話相談員が対応いたします。秘密厳守。 

 

                                令和４年６月 1日 

 

 

 

 

全国児童相談所共通 

ダイヤル（３桁） 

 『１８９』（いちはやく） 

 

児童虐待かなと思ったら 

迷わずお電話ください。 

３６５日２４時間受付。 

         

      

 
栃木駅南口から徒歩５分 

概要 

○開設：昭和４８年４月  

○運営主体：栃木県 

○児童相談所とは？ 

  児童の福祉に関することについて、専門的機能を有し、

児童福祉行政の中核的役割を果たす機関として児童福祉法

に基づき設置されています。 

案内図 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e69/index.htm
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e69/index.htm


令和 4年 6月 1日現在 
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栃木市 

壬生町 

上三川町 

下野市 

小山市 

野木町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県南圏域  

障害者就業・生活支援センター 

めーぷる 
 

 

住所 〒３２１－０２０６  

栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町５－６ 

電話 ０２８２－８６－８９１７     

FAX ０２８２－２１－７1０９ 

HP    http//www.seseragikai.jp  

 

○ 開設   ：平成１４年 ５月 

○ 運営主体：社会福祉法人せせらぎ会 

○ 職員  ：主任就業支援ワーカー・就業支援ワーカー・ 

生活支援ワーカー 

○ 利用定員：なし 

 

○ 利用の日時：平日（月～金） ９：００～１７：００ 

○ 対象者   ：就業・生活等で支援を必要とする障害 

        （知的・身体・精神、その他にも発達障害・高次脳機能障害等）のある方が対象です。 

○ 利用の方法：電話または FAX等でご連絡下さい。ご連絡して頂いた後、面談をして詳しいお話を伺います。 

○ 利用の費用：相談・支援にはお金はかかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通案内】 

車の場合 

壬生 IC（北関東自動車道） 

から５分 

電車の場合 

おもちゃのまち駅 

（東武宇都宮）から徒歩１０分 

お
も
ち
ゃ
の
ま
ち
駅 

←
宇
都
宮 

栃
木
街
道 

栃
木
→ 

▶障害のある方へ    

 

 

 
〈就業面の支援〉 

・就職に向けた準備支援 

  （職業訓練、職場実習の斡旋） 

・就職活動の支援 

・職場定着に向けた支援 

    〈生活面の支援〉 

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の 

 日常生活の自己管理に関する助言 

・住居、年金、余暇活動など、地域生活、生活設計に

関わる助言 

障害のある方の「働く」こと、「暮らす」こと一体的に 

サポートする専門機関です。 

▶事業主の皆様へ 

 

  

  障害者雇用に関する各種制度が良くわからない。 

現在雇用している障害のある従業員について相談  

したいことがある。 

障害者雇用を既に実施している企業を見学したい。 

障害者雇用について、社内で研修会を実施したい。 

雇用している障害のある従業員の生活（勤務時間外）に 

気になるところがあるが、会社としてそこまで対応できない。 

こんな場合は、センターにご相談下さい。 

■支援内容 

■概要 

 

■利用方法 

 

北双● 

ガスト● 

セブン● 

スポーツジム 

第一生命● 

めーぷる 

●ダンススクール 

マツモトキヨシ● 

●コープ 

●ＣｏＣｏ壱番

屋 



 

141 

 

 

 

19．障がい者の住まいを 

応援する宅建業者リスト 
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障がい者の住まいを応援する宅建業者リスト 

商 号 所在地 
電 話 
FAX 

営業 
時間 

定休日 担当者 
障がい者の 

紹介実績 

配慮できる内容 
PR、コメント 車いす 

利用 
筆談 

自宅 
訪問 

青木不動産事務所 栃木市片柳町 1-19-7 
24-5431 
24-5991 

9:00 
～ 

20:00 

日 
祝日 

青木 あり ○ ○ ○ 
お気軽に連絡ください。いろい
ろな相談に応じます。 

（有）岩藤 
栃木市岩舟町 

下津原 198-2 
55-2169 
55-5122 

9:00 
～ 

18:00 
日 飯塚 あり ○ ○   

（株）大竹不動産 
栃木市岩舟町 
 静和 2145-1 

55-2774 
55-6002 

9:00 
～ 

19:00 
水 大竹 なし  〇 〇  

関東ハウジング(株) 栃木市境町 19-17 
20-5815 
20-5825 

9：00 
～ 

19：00 
水 長谷川 あり 〇 〇 〇 

住まいのことならなんでもご相
談ください。お客様に満足い
ただけるようお力になります。 

（株）佐和晶 栃木市大宮町 2075-1 27-9090 
9:00 
～ 

19:00 

水 
第 2 火 
第 4 土 

 あり ○ ○  お気軽にご相談ください。 

（有）鈴木保険事務所 栃木市箱森町 45-37 
24-7026 
24-7024 

7:00 
～ 

18:00 
無 鈴木 あり  ○ ○ できる限り要望に応じます。 

（有）早乙女工務店 
下都賀郡壬生町 

本丸 2-6-13 
82-0552 
82-2448 

8:00 
～ 

17:00 

日 
(要相談・ 
対応可) 

早乙女 なし  ○ ○ 
工務店として、使い勝手に関
する事も合わせて相談に対応
出来ます。 

（株）ソエル 
ホームメイド茂呂 

栃木市岩舟町 
曲ヶ島 1806-4 

55-8118 
55-8166 

8：00 
～ 

18：00 

日・祝日 
 (相談に 
応じます) 

茂呂 
横田 

なし  ○ ○ 
生涯寄り添える企業を目指
して活動しております。 
お任せください。 

（株）染谷商事 栃木市箱森町 33-9 
22-1106 
22-8089 

10:00 
～ 

18:00 

水 

 

 

藤沼 あり ○ ○ ○ 
お客様のご要望にお応えでき
るよう親身にご対応いたしま
す。 

障がいのある方が気軽にアパート等の住まい探しを相談できる
宅建業者です。 まずは相談してみてください。 
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（株）テット 
下都賀郡壬生町緑町 4-
1-25 ルネ・ブラッツ 22/1F 

86-1010 
86-1210 

9:00 
～ 

18:00 

日・水 
祝祭日 

高山・ 
半井 

あり ○ ○  

できるだけ生活に不自由をき
たさないよう、大家さんと障が
いをお持ちの方の懸け橋にな
ります。 

大栄商事（株） 栃木市大町 1-19 
24-2511 
24-2548 

9:00 
～ 

18:00 
日 

村上 
浩之 

あり  ○ ○ 
どんなことでもお気軽にご相談
ください。 

宝クリエイト株式会社 栃木市大町 1-19 1 階 
25-6210 
24-2548 

9:00 
～ 

17:00 
日 成島 なし  ○ ○ 

お気軽にお問い合わせくださ
い。 

とちぎ未来開発（株） 栃木市箱森町 36-17 
24-5687 
24-6444 

9:00 
～ 

18:00 
水 野澤 なし ○ ○ ○ 

皆様が安心して住めるお住ま
いを増やしていきます。 
お気軽にご相談ください。 

（有）トータスネットワーク 栃木市本町 18-36 
25-1035 
25-1036 

9:00  
～ 

18:00 

土・日 
祝日 

村上 なし  ○ ○ お気軽にどうぞ。 

（有）那美 栃木市片柳町 4-4-10 
25-5432 
25-0152 

9:00 
～ 

18:00 

土・日 
祝日 

早川 なし  ○ ○ 
まずはお話ししましょう。 
お気軽に声をかけてください。 

（株）日建ハウジング 栃木市箱森町 12-34 
24-6058 
24-6058 

10:00 
～ 

19:00  
木 日向野 あり  ○ ○ 

住まいの問題を解決しましょ
う。プライバシーには配慮しま
す。 

（有）パーソナルホームズ 
栃木市大平町富田397-
7 

44-0304 
21-8304 

9:00 
～ 

18:00 
水・日 神原 なし  ○ ○ 

リフォームやアフターメンテナン
ス工事まで住まいのことならお
任せください。 

（株）ホームネットさくら 
下都賀郡壬生町 

本丸 1-10-70 
81-0115 
81-0116 

10:00 
～ 

18:00 
水・日 後藤 なし   ○ お気軽にご相談ください。 

(株)北双 
下都賀郡壬生町 

北小林 1059-5 
86-5300 
86-4646 

9：30 
～ 

18：00 
火・水・祝日 

福田・ 
根岸 

あり 〇 〇   

（株）マップ不動産 栃木市平柳町 1-10-16 
23-6789 
24-5940 

10:00 
～ 

17:00 
不定休 大浦 なし ○ ○ ○  
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有限会社 松本住建 栃木市大宮町 1618-1 
27-1333 
27-5067 

10：00
～ 

18:00 
日・祝日 

松本 
江美 

なし  ○ ○ 
安心・安全に住める環境づく
りを一緒に目指しましょう。 

（株）丸和住宅 栃木市箱森町 37-49 
24-5777 
24-5888 

9:00 
～ 

18:00 
火・水 吉田 なし   ○ 

お客様の生の声をお聞きして 
より良い住まいの提案をいた
します。お気軽にお問い合わ
せ下さい。 

みゆきハッピーエンドパート
ナーズ（株） 

栃木市沼和田町 11-24 
51-1141 
51-9337 

9:00 
～ 

18:00 
不定休 久田 なし  〇 〇  

（有）幸不動産 
栃木市大平町 

川連 612-5 
22-8288 
23-2032 

9:00 
～ 

20:00 
水 飯田 なし   ○  

（有）山士家不動産 
栃木市藤岡町 

大前 289 
61-2310 
61-2311 

9:00 
～ 

18:00 
水 山士家 なし ○ ○ ○  

（株）木の花ホーム 栃木市西方町本城62-3 
92-0198 
92-0098 

8：30 
～ 

18：00 
水 

谷島 
清水 
栃木 

(リフォーム) 

なし ○ ○ ○ 
土地探しからリフォーム、新築
まで家の事なら何でもご相談
ください。 

ファースト・パレス株式会社 栃木市河合町 3-1 
20-7611 
23-8051 

10：00 
～ 

18：00 
水 半田 なし ○ ○   

（株）リンク 
下都賀郡壬生町落合 
1-1-2 

28-6444 
28-6445 

10:00 
～ 

20:00 
水 菅野 あり  ○ ○ 

一緒に希望の物件をお探しし
ます。なんでもご質問くださ
い。お客様の笑顔のために全
力です。 

 令和４年６月現在 
栃木市障がい福祉課 21-2219） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


