
守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会
登録事業所ガイドブック

※紹介ページがない事業所は随時更新していきます。

守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会（守谷市障サ連）
2022年　4月発行

【成人（18歳以上）の利用できる事業所】



【居宅介護】 【生活介護】 【就労継続支援A型】

1 アネシス障害者居宅介護事業所 18 守谷市障がい者福祉センター *33 ワークショップ　リベルテ

2 守谷市社協ヘルパーステーション 19 障害者支援施設　さくら荘 34 KUKURU

*3 ニチイケアセンターけやき台 *20 ケアステーション・モリヤ

【重度訪問介護】 21 さとう障がい者支援センター 【就労継続支援B型】

*4 ニチイケアセンターけやき台 22 日帰りサービス　ダン・デ・らいおん 35 守谷市障がい者福祉センター

【同行援護】 *23 アドバンス 36 レジーア

5 守谷市社協ヘルパーステーション 37 Zero　Point

【移動支援】 【自立（機能）訓練】 *38 ワークショップ　リベルテ

6 アネシス障害者居宅介護事業所 24 さとう障がい者支援センター 39 D-works

【自立（生活）訓練】 40 ぽんてヴィータ

【短期入所】 25 ケアステーション・モリヤ *41 アドバンス

7 障害者支援施設　さくら荘 26 Zero　Point

8 お泊りサービス　ダン・デ・らいおん 【宿泊型自立訓練】 【就労定着】

*9 フォレスト 27 Zero　Point 42 Zero　Point

【施設入所】 【就労移行支援】 【地域活動支援センター】

10 障害者支援施設　さくら荘 28 Zero　Point 43 エスポワール

*29 ワークショップ　リベルテ

【共同生活援助】 30 iforward　もりや 【計画相談支援】

*11 ケアホーム　もりや 31 ぽんてヴィータ 44 守谷市障がい者相談支援センター

12 Zero　House1 *32 アドバンス 45 相談支援事業所　さくら

13 あっとほーむ　らいおん荘 46 アネシス指定障害者相談支援事業所

*14 グループホームフォレスト 47 さとう障がい相談支援事業所

15 グループホームらくてぃ守谷 ☆ その他の障サ連非加盟の事業所（2021年3月現在） 48 アーモンド

16 わおんグループホーム守谷 アイリス 49 相談支援センター　ダン・デ・らいおん

*17 にゃおんグループホーム守谷 *50 PLAN　リベルテ

*= 未掲載 *51 メイプルもりや

守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会（守谷障サ連）　加盟事業所一覧　　【サービス別】

※紹介ページが無い事業所は、随時更新していきます。



No. 1、６ 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

定員 名

登録者数 名

職員総数 常勤 4 3 名、兼務　 1 名） 非常勤 1 名

身体障がい 知的障がい 金額等

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

事業所PR 地図・アクセス

アネシス指定障害者居宅介護事業所は、訪問にて「身体介
護」と「生活援助」をご利用者様のニーズに合わせ支援を行っ
ております。
広範囲にわたる様々な経験を活かすことのできる仕事内容に
なっております。
ご利用者様が住み慣れたご自宅で安心した生活を送り、また
自立した生活を送っていけるよう支援し、そして『誠意をもって
明るく』を心掛け、日々向上心を持って支援に取り組んでおり
ます。

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

障害者相談支援 障害児相談支援 訪問看護 居宅介護支援

デイサービス 小規模認可保育園

利用者の
対象

障がい種別
精神障がい

費用負担
種類

年齢

専門職配置
（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（4 ） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　　　行動援護従事者研修修了( ) 　　　介護職員初任者研修終了(1 )

　　　作業療法士（ ）

備考

　　　理学療法士（ ） 　　　　　同行援護従事者研修修了( ) 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

18歳～65歳（原則）
サービス

対象地域
取手市・守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市

サービス
提供時間

8：30～17：30 事業所状況

名　　　　　（専従

井川　文子

http://care-net.biz/08/sasetotal/

sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp

守谷市 薬師台2-16-3

月～土曜・祝日
サービスの種類

　　　居宅介護　 　　　重度訪問介護　

日曜・年末年始（12/30～1/3） 　　　同行援護 　　　移動支援

【サービスの種類： 訪問・移動支援事業所

アネシス指定障害者居宅介護事業所

株式会社　佐瀬トータルケアセンター

写真

平成15年10月設立 2011年8月19日

0297-21-1525 0297-21-1525

山田　政志

・アネシス訪問看護ステーション

・アネシス居宅介護支援事業所

・アネシス訪問介護事業所

・アネシス障害者居宅介護事業所

・アネシス障害者相談支援事業所

http://care-net.biz/08/sasetotal/
http://care-net.biz/08/sasetotal/
http://care-net.biz/08/sasetotal/
http://care-net.biz/08/sasetotal/
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
http://care-net.biz/08/sasetotal/
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp


No. ２、５ 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0116

開所日

休所日

定員 - 名

登録者数 16 名

職員総数 常勤 5 4 名、兼務　 1 名） 非常勤 11 名

身体 精神 金額等

〇 〇

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

事業所PR

ご利用者様の自宅にて入浴、排せつ及び食事等の介護、調
理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び
助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

地図・アクセス

当ヘルパーステーションでは、障がい者（児）向けの居宅介護
事業、視覚障がい者向けの同行援護、高齢者向けの訪問介護
事業など、守谷市に根差して活動をしており、ご利用者様一人
一人に見合った訪問サービスを提供しております。

利用に

際しての

留意事項

居宅介護の利用対象者は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障害支援区分1以上と認定さ
れた方及び18歳未満のこれに相当する障がい児となります。

同一法人の

他事業

介護保険による訪問介護サービス

居宅介護支援事業所

利用者の
対象

障がい種別
知的

費用負担
種類

年齢

専門職配置
（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス提供責任者（2） 　　　介護福祉士（7） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　　　行動援護従事者研修修了( ) 　　　介護職員初任者研修終了(7)

　　　作業療法士（ ）

備考

　　　理学療法士（ ） 　　　　　同行援護従事者研修修了(10) 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

サービス

対象地域
守谷市内

〇

サービス
提供時間

8：30～17：00 事業所状況

名　　　　　（専従

岩佐　優一

http://www.moriya-shakyo.com/

shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp

守谷市 大柏954-3

月曜日～土曜日
サービスの種類

　　　居宅介護　 　　　重度訪問介護　

日曜日・祝日・年末年始 　　　同行援護 　　　移動支援

【サービスの種類： 居宅介護

守谷市社協ヘルパーステーション

守谷市社会福祉協議会

写真

1973年3月14日 2003年4月1日

0297-45-0088 0297-48-5554

横瀬　博

http://www.moriya-shakyo.com/
http://www.moriya-shakyo.com/
http://www.moriya-shakyo.com/
http://www.moriya-shakyo.com/
mailto:shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp
mailto:shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp
mailto:shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp
mailto:shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp
mailto:shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp
http://www.moriya-shakyo.com/
mailto:shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp


No. 7 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0107

14 室

30 名

職員総数 常勤 27 27 名、兼務　 名） 非常勤 2 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ 日用生活品費 あり

医的ケア対応 　　　あり（ 給食代 あり

アレルギー対応 　　　あり（ おやつ代 あり

第三者評価の受審  あり （ 

知的障害
年齢 定めなし（施設の構造は大人の方向けです）

広い敷地の中で毎日をのびのびと生活することができます。
日中活動は入所されている方と一緒に作業、レクリエーション
等に取り組んでいただきます。まずは是非一度見学にいらして
ください。

＜地図＞

利用に

際しての

留意事項

車椅子対応の施設ではございません。

同一法人の

他事業

生活介護事業 指定特定相談支援事業 短期入所事業 日中一時支援事業

利用者の
対象

障がい種別

事業所PR

）　　　なし

費用負担

種類 金額等

）　　　なし

）　　　なし

）　　　なし

）　　　なし その他

実費

専門職配置
（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（3） 　　　看護師(1)

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

サービスの種類

　　　　 空床型　 　　　　　単独型　
事業所状況

部屋数

sakurasou@smile.ocn.ne.jp

　　　強度行動障害支援者研修終了(16)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士(1)      　介護職員初任者研修終了( )

守谷市 大木１２９－２

登録者数

1420円

100円

名　　　　　（専従

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【サービスの種類： 短期入所（ショートステイ）

障害者支援施設　さくら荘

社会福祉法人　筑桜会

写真

昭和４８年３月 2011年4月1日

0297-48-6288 0297-48-6289

桜井　啓一 堀越　一也

http://www.sakurasou.biz/

http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
http://www.sakurasou.biz/


No. 8 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 ３０２－０１０８

6 室

14 名

職員総数 常勤 10 0 名、兼務　 10 名） 非常勤 11 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ あり

医的ケア対応 　　　あり（ あり

アレルギー対応 　　　あり（

第三者評価の受審  あり （ 

知的 精神

日中一時支援

事業所PR

お泊りサービス、ダン・デ・らいおんでは、24時間体
制で支援を行っています。週末には外出、買い物等
の支援、季節に応じた行事の開催も行っています。日
常生活に必要な洗濯、掃除、調理、金銭管理等の助
言も行いながら取り組んでいただきます。少しのお手
伝いがあれば出来る事が多くあります。それを増やす
事で、自主性、積極性を育み、その方の自信に繋げ
活気ある生活が送れるように支援します。ご家族の休
息にもご活用下さい。

利用に

際しての

留意事項

〇ご利用希望の方には、見学、体験利用をお願いしています。

〇（給食代）食事提供体制加算適用後　3食　1,380円⇒９００円

同一法人の

他事業

共同生活援助 生活介護 放課後等ディサービス 就労継続支援B型

指定特定相談支援 指定障害児相談支援

利用者の
対象

障がい種別 年齢 １８～６５歳（原則）

）　　　なし その他 テレビレンタル代　100円/日

）　　　なし

費用負担

種類 金額等

宿直対応 ）　　　なし 食費 1,380円/3食

）　　　なし 水光熱費 500円/日

）　　　なし

専門職配置
（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ １） 　　　介護福祉士（ ９） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

　　　社会福祉士（　１） 　　　精神保健福祉士（　１） 　　　栄養士( )

名　　　　　（専従

サービスの種類

　　　　 空床型　 　　　　　単独型　
事業所状況

守谷市 立沢１００１－１

登録者数

部屋数

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【サービスの種類： 短期入所（ショートステイ）

お泊りサービス　ダン・デ・らいおん

株式会社　ウェルビー

写真

2004年3月18日 2018年4月1日

０２９７－３４－０７６６ ０２９７－３４－０７６０

菅谷　努 　飯塚　直人

https://www.wellbee.biz

wellbee.info@wellbee.biz

　　　強度行動障害支援者研修終了（３）　

 介護職員初任者研修終了（５）

https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz


No. 10 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0107

14 室

50 名

職員総数 常勤 27 27 名、兼務　 名） 非常勤 2 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ 日用生活品費 あり

医的ケア対応 　　　あり（ 給食代 あり

アレルギー対応 　　　あり（ おやつ代 あり

第三者評価の受審  あり （ 

知的障害

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【サービスの種類： 入所

障害者支援施設　さくら荘

社会福祉法人　筑桜会

写真

昭和４８年３月 2011年4月1日

0297-48-6288 0297-48-6289

桜井　啓一 堀越　一也

http://www.sakurasou.biz/

sakurasou@smile.ocn.ne.jp

　　　強度行動障害支援者研修終了(16)

     　介護職員初任者研修終了( )

守谷市 大木１２９－２

登録者数

部屋数

名　　　　　（専従

サービスの種類

　　　　入所　
事業所状況

専門職配置
（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（3） 　　　看護師(1)

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士(1)

）　　　なし

費用負担

種類 金額等

）　　　なし 実費

）　　　なし 1420円

）　　　なし 100円

）　　　なし その他

利用者の
対象

障がい種別 年齢 定めなし（施設の構造は大人の方向けです）

事業所PR

広い敷地の中で毎日をのびのびと生活することができます。
日中活動は入所されている方と一緒に作業、レクリエーション
等に取り組んでいただきます。まずは是非一度見学にいらして
ください。

＜地図＞

利用に

際しての

留意事項

車椅子対応の施設ではございません。

同一法人の

他事業

生活介護事業 指定特定相談支援事業 短期入所事業 日中一時支援事業

http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp


No. 12 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

23 室

6 室

職員総数 常勤 1 0 名、兼務　 1 名） 非常勤 16 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ あり

医的ケア対応 　　　あり（ あり

アレルギー対応 　　　あり（ あり

短期入所の利用 　　　あり（ あり

第三者評価の受審  あり （ なし

精神障がい 発達障がい

知的障がい

宿泊型自立訓練

【サービスの種類： 共同生活援助（グループホーム）

Zero　House　I

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真

2012年5月22日 2014年10月1日

0297-20-6851 0297-20-6852

横田　理恵 沼尻　美登里

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　 　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了(2)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（1） 　　　栄養士( )   介護職員初任者研修終了(3)

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

サービスの種類

　　日中サービス支援型 空き部屋数（　R4年　3月現在）

名　　　　　（専従

　　介護サービス包括型　 　　　外部サービス利用型　
事業所状況

部屋数

）　　　なし

費用負担

種類 金額等

）　　　なし 家賃 35，000～48,000円

）　　　なし 共益費 2000円

）　　　なし 食費 朝食250円/夕食480円/おにぎり1個50円（昼食）

）　　　なし 光熱水費 使用分

）　　　なし 日用品費

利用者の

対象

障がい種別
高次脳機能障がい

年齢 18歳～65歳（原則） その他 駐車場代（車）500円、バイク250円

利用に

際しての

留意事項

2階、３階もあるため、歩行が困難な方のご利用や入浴の介助ができません。ご利用を検討されている方は事前に

ご相談ください。訪問看護は介入可能です。

事業所PR

プログラム（清掃・洗濯・調理・買い物・金銭管理等）を実践
しながら地域や他者の中で生活することで、社会生活力
（ルール、マナー、協調性、他社配慮）を身に着けることができ
ます。グループホームはアパート型であり、単身での生活（取
手）、少ない人数でのシェア（守谷）など、ご自身の生活スタイ
ルに合わせてお選びいただくことができます。希望で朝・夕の
食事とお昼のおにぎりを頼むことができます。Zero　Pointま
では往復での送迎があり、通所も容易です。Zero Point以
外の通所先をご利用することも可能です。世話人の在住時間
が朝7：30～10：00、夕3：30～7：30となっており、世話人
の他、生活支援員も在中しておりますので、ご安心してご利用
いただける環境となっております。

同一法人の

他事業

就労移行支援 就労定着支援 就労継続支援B型 自立（生活）訓練

相談支援

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp


No. 13 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 ３０２－０１０８

20 室

1 室

職員総数 常勤 10 0 名、兼務　 10 名） 非常勤 20 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ あり

医的ケア対応 　　　あり（ なし

アレルギー対応 　　　あり（ あり

短期入所の利用 　　　あり（ あり

第三者評価の受審  あり （ あり

知的 精神

らいおん荘では、24時間体制で支援を行い、週末に
は外出、買い物等の支援、季節に応じた行事の開催
も行っています。日常生活に必要な洗濯、掃除、調
理、金銭管理等の助言も行いながら取り組んでいた
だいています。少しのお手伝いがあれば出来る事が
多くあります。それを増やす事で、自主性、積極性を
育み、その方の自信に繋げ、活気ある自立した生活
が送れるように支援致します。

利用に

際しての

留意事項

〇ご利用希望の方には、見学、体験利用をお願いしています。

実費

電化製品持込料　50円/日

事業所PR

放課後等ディサービス 就労継続支援B型

指定障害児相談支援 日中一時支援

同一法人の

他事業

短期入所

）　　　なし

　　　理学療法士（ ）

宿直対応

）　　　なし

）　　　なし

生活介護

指定特定相談支援

障がい種別利用者の

対象

年齢 １８～６５歳（原則）

500円/日

日用品費

その他

　　　強度行動障害支援者研修終了（３）　

　　　社会福祉士（１） 　　　精神保健福祉士（１） 　　　栄養士( ) 介護職員初任者研修終了（5）

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金額等）　　　なし

1,380円/3食

共益費

　　　言語聴覚士（　）

食費）　　　なし

費用負担

2,000円/日

種類

家賃）　　　なし

水光熱費

守谷市 立沢１００１－１

名　　　　　（専従

事業所状況
部屋数

空き部屋数（　R4年3月現在）

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（１ ） 　　　介護福祉士（ ９） 　　　看護師( )

　　介護サービス包括型　 　　　外部サービス利用型　

　　　作業療法士（ ）

　　日中サービス支援型
サービスの種類

【サービスの種類： 共同生活援助（グループホーム）

あっとホーム　らいおん荘

株式会社　ウェルビー

写真

2004年3月18日 2018年4月1日

０２９７－３４－０７６６ ０２９７－３４－０７６０

菅谷　努 加藤　健一

https://www.wellbee.biz

wellbee.info@wellbee.biz

https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz


No. 15 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0109

9 室

5 室

職員総数 常勤 1 名、兼務　 1 名） 非常勤 9 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ あり

医的ケア対応 　　　あり（ なし

アレルギー対応 　　　あり（ あり

短期入所の利用 　　　あり（ あり

第三者評価の受審  あり （ あり

知的障害 精神障害

②必要に応じて金銭支援行います。 ありません。

③日中活動（就労）していない方でも利用可能です。 一人一人の社会生活の在り方を考えます。

日中も支援者が常駐し必要な日中支援を行います。

事業所PR

①通院同行行います。 ホームとしての規則（消灯、門限、外出の制限、外泊など）は

その他

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

なし

利用者の

対象

障がい種別

年齢 制限なし

）　　　なし 日用品費 3000円

20,000円以下

）　　　なし 光熱水費 １３，０００円（冬季17,000円)

）　　　なし

費用負担

種類 金額等

夜勤体制 ）　　　なし 家賃 20,000～25,000円

）　　　なし 共益費

）　　　なし 食費

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（1 ） 　　　介護福祉士（3） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ）

サービスの種類

　　介護サービス包括型　 　　　外部サービス利用型　
事業所状況

部屋数

　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 本町３２７３－２

　　日中サービス支援型 空き部屋数（令和４年３月現在）

　　　強度行動障害支援者研修終了( )　

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )  介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【サービスの種類： 共同生活援助（グループホーム）

らくてぃ守谷

株式会社フラクタル　

写真

2016年12月15日 2021年5月1日

0297-21-3905 0297-21-8785

東　若菜 鹿野　均

h-kano@fctl.co.jp

mailto:h-kano@fctl.co.jp
mailto:h-kano@fctl.co.jp
mailto:h-kano@fctl.co.jp
mailto:h-kano@fctl.co.jp
mailto:h-kano@fctl.co.jp
mailto:h-kano@fctl.co.jp


No. 16 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0100

24 室

5 室

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 19 名

バリアフリー対応 　　　あり（ 有無

夜間の体制 　　　あり（ あり

医的ケア対応 　　　あり（ なし

アレルギー対応 　　　あり（ あり

短期入所の利用 　　　あり（ あり

第三者評価の受審  あり （ あり

精神 知的

発達

事業所PR

わおんグループホーム守谷では、動物を「飼う」ので
はなく、「共に生きる」ことを大切にしています。障が
いや病気があっても当たり前に動物と暮らせる住ま
いを提供しています。また、各棟に24時間常駐でス
タッフを配置することや看護師常勤で体調の相談や
服薬管理など多方面でのサポートを行っています。
自立した生活や社会復帰の一助をスタッフ一同で協
力して支援させていただきます。

　　　　　　　百合ヶ丘棟　　　　　　　　　薬師台棟　その他のグループ
ホームはHp上でも確認できます。

その他 家具・TVのレンタル等有

利用に

際しての

留意事項

ペット共生型のため各棟に保護犬(又は猫)がいます。動物が苦手な方やアレルギーのある方は事前にご相談ください。

同一法人の

他事業

利用者の

対象

障がい種別
身体

年齢 18歳〜64歳

）　　　なし 日用品費 5,000円

27000円

）　　　なし 光熱水費 18000円

）　　　なし

費用負担

種類 金額等

）　　　なし 家賃 19,000〜34,000円

）　　　なし 共益費

）　　　なし 食費

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（2） 　　　看護師(2)

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

　　　社会福祉士（1） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )

名　　　　　（専従

サービスの種類

　　介護サービス包括型　 　　　外部サービス利用型　
事業所状況

守谷市 百合ヶ丘2-2779-198

　　日中サービス支援型 空き部屋数（2022年　3月現在）

部屋数

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【サービスの種類： 共同生活援助（グループホーム）

わおんグループホーム守谷

株式会社アクセット

2017年 7月3日 2021年 2月1日

0297-28-1351 050-3606-7111

飯塚 俊裕 飯塚 俊裕

https://www.acsset.co.jp/			

waon-moriya@acsset.co.jp			

　　　強度行動障害支援者研修終了（1）

　　　介護職員初任者研修終了（5）

https://www.acsset.co.jp/
https://www.acsset.co.jp/
https://www.acsset.co.jp/
https://www.acsset.co.jp/
mailto:waon-moriya@acsset.co.jp
mailto:waon-moriya@acsset.co.jp
mailto:waon-moriya@acsset.co.jp
mailto:waon-moriya@acsset.co.jp
mailto:waon-moriya@acsset.co.jp
https://www.acsset.co.jp/
mailto:waon-moriya@acsset.co.jp


No. 18 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0101

開所日

休所日

職員総数 常勤 9 5 名、兼務　 4 名） 非常勤 6 名

定員 15 名 有無

登録者数 20 名 あり

サービス

対象地域
あり

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 身体障がい 知的障がい 発達障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 精神障がい 難病

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

【サービスの種類： 生活介護

守谷市障がい者福祉センター

社会福祉法人日本キングス・ガーデン

写真

1980年4月10日 1993年4月1日

0297-45-9801 0297-45-9802

藤沢　正樹 川下　アイ子

http://www.kings-garden.or.jp/

守谷市 板戸井1977番地の２

　　　強度行動障害支援者研修終了(2)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(2)

名　　　　　（専従

月曜～金曜・祝日
開所時間

  9：30～15：30

土・日曜、年末年始（12/30～1/3）

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　 サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（9） 　　　看護師(1)

　　　作業療法士（2） 　　　理学療法士（2） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 サービス費に含む

守谷市内 給食 650円

　　　集団プログラム 個別プログラム

リハビリテーション ）　　　なし その他

守谷市内、リフト車有 ）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
車いす対応可能 ）　　　なし

胃ろう等応相談 ）　　　なし 年齢 18歳から65歳

食物・食事考慮　 ）　　　なし 2021、2019年度

日中一時支援

事業所PR

利用に

際しての

留意事項

（給食代）食事体制加算適用　650円→350円

同一法人の

他事業

就労継続支援B型 放課後等デイサービス 指定特定相談支援 指定障害児相談支援

施設入所 共同生活援助

・理学・作業療法士もおりますので、日常生活活動等でのリハ
ビリテーションもできます。

・守谷市にお住いの様々な障がいをお持ちの方に来ていただ
けるように、活動を行っております。ご興味のある方は一度、ご
相談ください。

守谷駅発　関東鉄道バス　　北守谷公民館行　終点　徒歩１分

　北守谷公民館　隣接

・障がいの特性やご希望の活動などにより、３つの活動班（み
のり班、ねっこ班、わかば班）に分かれています。

・散歩や軽作業、創作活動などを行なっています。

・その方にあった日常生活上の個別支援を行います。

http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/


No. 19 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0107

開所日

休所日

職員総数 常勤 27 27 名、兼務　 名） 非常勤 2 名

定員 53 名 有無

登録者数 53 名 なし

サービス

対象地域
あり

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 知的障害

バリアフリー

対応
 あり （ 

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

広い敷地の中で毎日をのびのびと生活することができます。そ
れぞれの個性、特性に応じた作業を提供いたします。毎月趣
向を凝らしたイベントを実施しています。

＜地図＞

利用に

際しての

留意事項

車椅子対応の施設ではございません。

同一法人の

他事業

施設入所支援事業 日中一時支援事業短期入所事業指定特定相談支援事業

その他 おやつ代　　１００円

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢

）　　　なし

）　　　なし

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎

守谷市、常総市、つくばみらい市、取手市 給食 ５４０円

　　　集団プログラム 個別プログラム

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（3） 　　　看護師(1)

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 大木１２９－２

　　　強度行動障害支援者研修終了(16)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士(1)      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

月曜日～金曜日（原則として）
開所時間

９：００～１７：００

土日　祝祭日　年末年始　お盆期間

【サービスの種類： 生活介護

障害者支援施設　さくら荘

社会福祉法人　筑桜会

写真

昭和４８年３月 2011年4月1日

0297-48-6288 0297-48-6289

桜井　啓一 堀越　一也

http://www.sakurasou.biz/

sakurasou@smile.ocn.ne.jp

http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp


No. 21 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0117

開所日

休所日

職員総数 常勤 18 12 名、兼務　 6 名） 非常勤 1 名

定員 15 名 有無

登録者数 36 名 あり

サービス

対象地域
あり

プログラム内容 あり

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 身体 知的 精神

バリアフリー

対応
 あり （ 難病

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

診療所

【生活介護】常に介護を必要とする方に、入浴、排泄、食事等
の日中の介助等を行うと共に、創作的活動の機会を提供いた
します。レクリエーションや集団体操、専門スタッフによる個別
リハビリテーション、送迎サービスもおこなっております。

利用に

際しての

留意事項
施設見学は随時受け付けております。ご担当の相談支援員様へお尋ねください。

同一法人の

他事業

自立訓練（機能訓練） 放課後等デイサービス 児童発達支援 日中一時支援

指定特定相談支援 障害児相談支援 通所リハビリテーション

管理栄養士在中 ）　　　なし

居宅介護支援

事業所PR

その他 入浴なしの場合は100円

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 サービス費に含む

守谷市、取手市、つくばみらい市、常総市、坂東市、筑西市、

堺町、その他
給食 700円（おやつ含）

　　　集団プログラム 個別プログラム 生活雑費 200円

）　　　なし

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 野木崎521-1

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

木曜日を除いた平日・土曜日
開所時間 8：30～17：30

日曜、祝日、年末年始（12/31～1/3）

【サービスの種類： 生活介護

さとう障がい者支援センター

医療法人社団　弘明会

写真

2004年4月1日 2014年2月1日

0297-21-1770 0297-21-1730

佐藤　弘茂 白鳥　由紀子

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/

ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ

ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
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法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0108

開所日

休所日

職員総数 常勤 10 1 名、兼務　 9 名） 非常勤 11 名

定員 20 名 有無

登録者数 46 名 あり

サービス

対象地域
あり

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 知的 精神

バリアフリー

対応
 あり （ 

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

日帰りサービス　ダン・デ・らいおんでは、受注作業も
取り入れ、工賃の支給を行っています。繰り返し行う、
簡単な作業も取り入れています。その他、創作活動
等、その方に合ったものを提案させていただきます。
作業を通して、自立に向けた生活意欲の向上、健康
維持・増進、経験値の拡充の支援を致します。クラブ
活動、季節に応じた行事、施設外活動等も行ってい
ます。学童クラブ、同法人の高齢者との世代間交流
の機会も設けています。

利用に

際しての

留意事項

〇ご利用希望の方には、見学、体験利用をお願いしています。

〇（給食代）食事提供体制加算適用後　500円⇒200円

同一法人の

他事業

共同生活援助 短期入所 放課後等ディサービス 就労継続支援B型

指定特定相談支援 指定障害児相談支援

）　　　なし

日中一時支援

その他 連絡ノート代　150円（初回、交換時）

対象地域以外は要相談 ）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18～65歳（原則）

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 サービス費に含む

守谷市、つくばみらい市、取手市（旧取手市地区）

常総市（旧水海道地区）、その他相談に応じます
給食 500円

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者　（１） 　　　介護福祉士（9） 　　　看護師(１)

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 立沢１００１－１

　　　強度行動障害支援者研修終了(3)

　　　社会福祉士（１） 　　　精神保健福祉士（１） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(5)

名　　　　　（専従

月～金曜日、祭日、※イベント時は土曜日も開所
開所時間

9:00～15:00

土・日曜日、年始

【サービスの種類： 生活介護

日帰りサービス　ダン・デ・らいおん

株式会社　ウェルビー

写真

2004年3月18日 2018年4月1日

０２９７－３４－０７６６ ０２９７－３４－０７６０

飯塚　直人 加藤　健一

https://www.wellbee.biz

wellbee.info@wellbee.biz

https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
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法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0117

開所日

休所日

職員総数 常勤 18 12 名、兼務　 6 名） 非常勤 1 名

定員 10 名 有無

登録者数 10 名 あり

サービス

対象地域
あり

プログラム内容 あり

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 身体 知的 精神

バリアフリー

対応
 あり （ 難病

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

診療所

【自立訓練（機能訓練）】自立した日常生活または社会生活
ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上の
ために必要な訓練を行います。理学療法士、作業療法士の専
門スタッフが利用者様に対して個別にリハビリテーションを計
画・実施し、身体機能や生活の質の向上を支援いたします。

利用に

際しての

留意事項
施設見学は随時受け付けております。ご担当の相談支援員様へお尋ねください。

同一法人の

他事業

生活介護 放課後等デイサービス 児童発達支援 日中一時支援

指定特定相談支援 障害児相談支援 通所リハビリテーション

管理栄養士在中 ）　　　なし

居宅介護支援

事業所PR

その他 入浴なしの場合は100円

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 サービス費に含む

守谷市、取手市、つくばみらい市、常総市、坂東市、筑西市、

堺町、その他
給食 700円（おやつ含）

　　　集団プログラム 個別プログラム 生活雑費 200円

）　　　なし

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 野木崎521-1

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

木曜日を除いた平日・土曜日
開所時間 8：30～17：30

日曜、祝日、年末年始（12/31～1/3）

【サービスの種類： 自立（機能）訓練

さとう障がい者支援センター

医療法人社団　弘明会

写真

2004年4月1日 2014年2月1日

0297-21-1770 0297-21-1730

佐藤　弘茂 白鳥　由紀子

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/

ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ

ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
ｈｔｔｐｓ：/ｗｗｗ.ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/
ｓａｔｏ-ｍｏｒｉｙａ＠ｋｏｕｍｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ
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法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 5 名

定員 10 名 有無

登録者数 名 あり

サービス

対象地域
なし

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 精神障がい 発達障がい 高次脳機能障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 知的障がい

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

共同生活援助

【サービスの種類： 自立（生活）訓練

Zero　Point

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真

2012年5月22日 2014年10月1日

0297-20-6851 0297-20-6852

土居　江利 横田理恵

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（1） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了(1)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（1） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(1)

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月～金
開所時間 午前8時30分～午後5時30分

日曜、祝祭日

名　　　　　（専従

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 無料

守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、坂東市他 給食 240円～

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし その他

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳（原則）

）　　　なし

事業所PR

プログラムを通して、「心地いい場所・物事」を大切にしなが
ら一人一人の「自立」の形に向かってサポートします。スタッフ
の多様な専門性を活かして、様々な角度から支援内容の提供
をさせていただきます。見学・体験等随時受け付けておりま
す。お気軽にお問い合わせください。

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

就労移行支援 就労定着支援 就労継続支援B型 宿泊型自立訓練

相談支援

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
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法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 12 名

定員 10 名 有無

登録者数 名 あり

サービス

対象地域
なし

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 精神障がい 発達障がい 高次脳機能障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 知的障がい

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

共同生活援助

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

【サービスの種類： 宿泊型自立訓練

Zero　Point

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真

2012年5月22日 2014年10月1日

0297-20-6851 0297-20-6852

土居　江利 横田理恵

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（1） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了(2)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（1） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(2)

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月～金
開所時間 午前8時30分～午後5時30分

日曜、祝祭日

名　　　　　（専従

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 無料

守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、坂東市他 給食 240円～

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし その他

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳（原則）

）　　　なし

事業所PR

最大２年間の期間を活用し、今後の生活に向けた生活技能の
習得・自立に向けた生活の確率を図ります。宿泊対応時間内
にZero　Point内に在籍する精神保健福祉士や作業療法士
の専門性を生かしたアプローチができます。困ったこと・楽し
いことも一緒に考え、実践し今後に活かせるような介入ができ
たらと考えています。

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

就労移行支援 就労定着支援 就労継続支援B型 自立（生活）訓練

相談支援

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp


No. 28 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 4 2 名、兼務　 2 名） 非常勤 1 名

定員 10 名 有無

登録者数 名 あり

サービス

対象地域

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 精神障がい 発達障がい 高次脳機能障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 知的障がい

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

共同生活援助

【サービスの種類： 就労移行支援

Zero　Point

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真

2012年5月22日 2012年8月1日

0297-20-6851 0297-20-6852

小田佳史 米本　亜紀子

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　 サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了(1)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（1） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月～金
開所時間 午前8時30分～午後5時30分

日曜、祝祭日

名　　　　　（専従

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 無料

守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、坂東市他

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし その他

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳（原則）

）　　　なし

事業所PR

最大２年間の期間を活用し、就職活動や就労に関することは
もとより、今後の生活に向けた生活技能の習得・自立に向け
た生活の確率を図ります。Zero　Point内に在籍する精神保
健福祉士や作業療法士の専門性を生かしたアプローチによ
り、問題や課題に対して具体的な対策を考えることができま
す。困ったこと・楽しいことも一緒に考え、実践し今後に活かせ
るような介入ができたらと考えています。

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

就労移行支援 就労定着支援 就労継続支援B型 自立（生活）訓練

相談支援 宿泊型自立訓練

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp


No. 30 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 ３０２－０１１５

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 1 名

定員 20 名 有無

登録者数 8 名 なし

サービス

対象地域
なし

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 精神障害 発達障害

バリアフリー

対応
 あり （ 

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

　主に精神障害、発達障害を持つ方を対象とした、デスクワー
クに特化した就労移行支援事業所です。

　就労準備性ピラミッドを意識した支援を行っており、パソコン
スキルはもちろんのこと、自己理解、ストレスマネジメント、体力
づくりなど働くための土台となる様々なトレーニングをご用意
しています。

【平成3年度　就職実績5名（就職定着率100％）】

地図

同一法人の

他事業

就労継続A型 就労継続B型 計画相談

）　　　なし

利用に

際しての

留意事項

その他 希望者は１２０円で弁当注文可能

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 １８歳～６５歳未満

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎

指定なし（自力通所できる範囲） 給食

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス管理責任者（２） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 中央２－１６－１アワーズもりや３－５

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（１） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

月、火、水、木、金
開所時間

８：３０～１７：２０

土、日、祝日 （サービス利用時間　９：００～１５：３０）

【サービスの種類： 就労移行支援

i forward もりや

社会福祉法人自立奉仕会

写真

1997年7月12日 2019年10月1日

０２９７－２１－２１１２ ０２９７－２１－２１１３

鷹野　眞也 門前　純子

https://www.ifc-net.or.jp/iforward/

iforward-m@ifc-net.or.jp

守谷駅 みらい平駅柏たなか駅

南守谷駅

294
新守谷駅

●東横INN

ｉｆｏｒｗａｒｄもりや（就労移行支援）

※アワーズもりや３階

西口 東口

利根川

小貝川

https://www.ifc-net.or.jp/iforward/
https://www.ifc-net.or.jp/iforward/
https://www.ifc-net.or.jp/iforward/
https://www.ifc-net.or.jp/iforward/
mailto:iforward-m@ifc-net.or.jp
mailto:iforward-m@ifc-net.or.jp
mailto:iforward-m@ifc-net.or.jp
mailto:iforward-m@ifc-net.or.jp
mailto:iforward-m@ifc-net.or.jp
https://www.ifc-net.or.jp/iforward/
mailto:iforward-m@ifc-net.or.jp


No. 31 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0109

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 3 名

定員 6 名 有無

登録者数 0 名 あり

サービス

対象地域

前年度平均工賃 身体障がい 知的障がい 精神障がい

送迎  あり （ 難病

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

『PONTE』はイタリア語で”橋”という意味です。
障がいを持った人たちに不安のない環境を提供し、
社会との架け橋となれるようにと名づけました。
障がい者施設っぽくないは私たちにとって誉め言葉。
真剣にオシャレに真面目にそして安全に。
『ぽんてヴィータ』はみんなが楽しく
わくわくするような事業所を目指しています。

同一法人の

他事業

児童発達支援 放課後等デイサービス 就労継続支援B型

）　　　なし

利用に

際しての

留意事項

レクリエーション活動実費

円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳から65歳

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

給食代 430　円

守谷市内全域・取手市及びつくばみらい市の一部

主な仕事

（作業）の
内容 その他

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 本町3498-1

　　　強度行動障害支援者研修終了(1)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(3)

名　　　　　（専従

月曜～金曜・祝日
開所時間

9：30～14：30

土・日曜、年末年始（12/31～1/3）

【サービスの種類： 就労移行支援

ぽんてヴィータ

株式会社PONTE

写真

2017年8月7日 2021年1月1日

0297-21-3908 0297-21-3904

高橋　剛 小島　利江子

http://pontevita.net/

info@pontevita.net

http://pontevita.net/
http://pontevita.net/
http://pontevita.net/
http://pontevita.net/
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
http://pontevita.net/
mailto:info@pontevita.net


No. 34 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0110

開所日

休所日

職員総数 常勤 5 4 名、兼務　 1 名） 非常勤 5 名

定員 20 名 有無

登録者数 名 あり

サービス

対象地域

前年度平均工賃 精神障害 知的障害

送迎  あり （ 

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

「明るく・楽しく・親切に」をモットーに
和気あいあいとアットホームな環境です。

作業能力やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の向上、
一般就労に必要な訓練を

様々な角度から支援をしております。
見学や体験入所等、ご希望に合わせて対応しております。

お気軽にご相談ください。

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

就労継続支援A型　取手事業所

）　　　なし

68,984 円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし 身体障害(内部障がいのみ）

）　　　なし 年齢 18歳から65歳まで

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

昼食 自己負担200円

守谷市、取手市、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市他

主な仕事

（作業）の
内容

軽作業、清掃、ポスティング、PC入力など

その他

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　 　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 百合ヶ丘3-2648-8

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(2)

名　　　　　（専従

月曜日～土曜日
開所時間

利用時間　9：30～15：00

日曜日、祝日

【サービスの種類： 就労継続支援A型

　KUKURU

合同会社　KUKURU

写真

平成29年9月 平成30年3月

0297-21-2137 0297-21-2136

奈良　和彦 増田　裕美子

kukuru1717@yahoo.co.jp

mailto:kukuru1717@yahoo.co.jp
mailto:kukuru1717@yahoo.co.jp
mailto:kukuru1717@yahoo.co.jp
mailto:kukuru1717@yahoo.co.jp
mailto:kukuru1717@yahoo.co.jp
mailto:kukuru1717@yahoo.co.jp


No. 35 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0101

開所日

休所日

職員総数 常勤 4 2 名、兼務　 2 名） 非常勤 3 名

定員 10 名 有無

登録者数 11 名 あり

サービス

対象地域
あり

前年度平均工賃 身体障がい 知的障がい 発達障がい

送迎  あり （ 精神障がい 難病

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

【サービスの種類： 就労継続支援B型

守谷市障がい者福祉センター

社会福祉法人日本キングス・ガーデン

写真

1980年4月10日 1993年4月1日

0297-45-9801 0297-45-9802

藤沢　正樹 川下　アイ子

http://www.kings-garden.or.jp/

守谷市 板戸井1977番地の２

　　　強度行動障害支援者研修終了(1)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

月曜～金曜・祝日
開所時間

  9：30～15：30

土・日曜、年末年始（12/30～1/3）

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

 　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（4） 　　　看護師(1)

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 サービス費に含む

守谷市内 給食 650円

主な仕事

（作業）の
内容

軽作業（組みたて作業）、給食配膳、清掃作業

リサイクル事業、ポスティング等 その他

11,548 円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
守谷市内、リフト車有 ）　　　なし

車いす対応可能 ）　　　なし 年齢

食物・食事考慮　 ）　　　なし 2021、2019年度

利用に

際しての

留意事項

（給食代）食事体制加算適用　650円→350円

事業所PR

守谷駅発　関東鉄道バス　　北守谷公民館行　終点　徒歩１分

　北守谷公民館　隣接

同一法人の

他事業

生活介護 放課後等デイサービス 指定特定相談支援 指定障害児相談支援

施設入所 共同生活援助 日中一時支援

・ペットボトルや空き缶のリサイクル作業、ちいき新聞のポス
ティング、組み立てなどの軽作業、給食の配膳、清掃作業な
ど、多種多様の作業を行ない、その方にあった作業を提供で
きるようにしています。

・作業だけではなく、パステルなどの娯楽活動、各種行事など
を行ない、楽しく通所できる環境作りをしています。

http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/
http://www.kings-garden.or.jp/


No. 36 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0128

開所日

休所日

職員総数 常勤 5 5 名、兼務　 0 名） 非常勤 1 名

定員 20 名 有無

登録者数 13 名 あり

サービス

対象地域
あり

前年度平均工賃 知的 精神

送迎  あり （ 

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

「ゆっくり、のんびり、一歩ずつ」を理念に、
利用者様が少しずつ出来ることを増やしていく

お手伝いが出来ればと考えております。

特に、他の事業所で馴染めなかった方や、
引きこもってしまっていた方がオススメです。

見学・体験利用は随時行っておりますので、
まずはご連絡下さい。

地図・アクセス

最寄駅は関東常総線・南守谷駅から徒歩１０分
ふれあい道路沿いに御座います。

利用に

際しての

留意事項

必要最低限、自分の身の回りの事が出来ること

同一法人の

他事業

なし

）　　　なし

10,747 円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
基本的に自宅の前まで ）　　　なし 身体（車椅子不可）

）　　　なし 年齢

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

食事代 実費

守谷市・つくばみらい市・取手市・常総市（南部）・

その他の地域は相談の上
おやつ代 月額300円

主な仕事

（作業）の
内容

内職系

その他

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 けやき台2-36-4

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

月・火・水・木・金・土
開所時間

10:00-15:00

日曜・祝日・土曜（その月の暦による）

【サービスの種類： 就労継続支援B型

レジーア

特定非営利活動法人　鼎

写真

2011年6月27日 2012年5月1日

029-744-9885 029-744-9886

笹沼　大輔 笹沼　大輔



No. 37 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 5 4 名、兼務　 1 名） 非常勤 1 名

定員 20 名 有無

登録者数 名 あり

サービス

対象地域

前年度平均工賃 知的障がい 精神障がい 発達障がい

送迎  あり （ 高次脳機能障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

共同生活援助

【サービスの種類： 就労継続支援B型

Zero　Point

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真

2012年5月22日 2014年7月1日

0297-20-6851 0297-20-6852

小田　佳史 立山　さくら

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台１－１３－１

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（1） 　　　精神保健福祉士（1） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(1)

名　　　　　（専従

月～土
開所時間

午前8時30分～午後5時30分

日曜・祝祭日

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（1 ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 無料

守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、坂東市他

主な仕事

（作業）の
内容

清掃、デザイン、軽作業、コンビニ

その他

14,400 円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳（原則）

）　　　なし

利用に

際しての

留意事項

事業所PR

単なる「内職」だけではなく、プロフェッショナ
ルな「清掃業」や「デザイン業」での作業を通
じて、様々な経験を積み、就職や自活生活に
向けた「次につながる」取り組みができます。
福祉的な就労を希望される場合でも、高い工

賃が得られるような「強み」を見出します。
令和4年度の目標平均工賃は20,000円！！

同一法人の

他事業

就労移行支援 就労定着支援 自立(生活)訓練 宿泊型自立訓練

相談支援

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp


No. 39 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0109

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 3 名、兼務　 0 名） 非常勤 2 名

定員 20 名 有無

登録者数 16 名 あり

サービス

対象地域

前年度平均工賃 知的 精神

送迎  あり （ 

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

○製菓・製パン作業
全国的に有名な教室の師範の資格を持つ職員が、本格的な
お菓子やパンの作り方を、丁寧に指導させていただきます。未
経験の方でも大丈夫です。作ったお菓子やパンは毎週金曜
日、12:00から13:00に守谷市役所で販売しております。
○受注作業
「繰り返し同じ作業を行う方が落ち着く。」と言った方にぴった
りです。化粧品のサンプルの貼り付けやDM封筒入れ等の軽
作業が中心となり、コミュニケーションをとりながら仕事が出
来ます。
○請負作業
草刈りや清掃、ポスティング等、事業所から離れての作業とな
ります。少しずつ体を動かしていくので、良い運動にもなりま
す。
お気軽にご相談下さい。お待ちしています。

同一法人の

他事業

共同生活援助 生活介護 放課後等ディサービス 短期入所

指定特定相談支援 指定障害児相談支援 日中一時支援

）　　　なし

利用に

際しての

留意事項

〇ご利用希望の方には、見学、体験利用をお願いしています。

連絡ノート代　150円（初回、交換時）

15,000 円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18～65歳（原則）

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

仕出し弁当代 430円　希望者のみ

守谷市、つくばみらい市、取手市（旧取手市地区）

常総市（旧水海道地区）、その他相談に応じます

主な仕事

（作業）の
内容

製菓・製パン、受注、請負作業

その他

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　　サービス管理責任者（１） 　　　介護福祉士（1） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 本町３４８７－１

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

月～金曜日・祝日
開所時間

9:00～１５：００

土・日曜日、年始

【サービスの種類： 就労継続支援B型

D-works

株式会社　ウェルビー

写真

2004年3月18日 2020年9月1日

０２９７－３４－１０６６ ０２９７－３４－１０７７

井上　裕樹 井上　裕樹

https://www.wellbee.biz

d-works@wellbee.biz

至つくばみらい

至常総 国道２９４号線

● 至取手

至新大利根橋・北柏

D-works

乙子立体

交差点

https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
mailto:d-works@wellbee.biz
mailto:d-works@wellbee.biz
mailto:d-works@wellbee.biz
mailto:d-works@wellbee.biz
mailto:d-works@wellbee.biz
https://www.wellbee.biz/
mailto:d-works@wellbee.biz


No. 40 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0109

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 3 名

定員 14 名 有無

登録者数 10 名 あり

サービス

対象地域

前年度平均工賃 身体障がい 知的障がい 精神障がい

送迎  あり （ 難病

バリアフリー

対応
 あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

事業所PR

『PONTE』はイタリア語で”橋”という意味です。
障がいを持った人たちに不安のない環境を提供し、
社会との架け橋となれるようにと名づけました。
障がい者施設っぽくないは私たちにとって誉め言葉。
真剣にオシャレに真面目にそして安全に。
『ぽんてヴィータ』はみんなが楽しく
わくわくするような事業所を目指しています。

同一法人の

他事業

児童発達支援 放課後等デイサービス 就労移行支援

）　　　なし

利用に

際しての

留意事項

レクリエーション活動実費

円（月額）

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳から65歳

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

給食代 430円

守谷市内全域・取手市及びつくばみらい市の一部

主な仕事

（作業）の
内容 その他

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　）

守谷市 本町3498-1

　　　強度行動障害支援者研修終了(1)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了(3)

名　　　　　（専従

月曜～金曜・祝日
開所時間

9：30～14：30

土・日曜、年末年始（12/31～1/3）

【サービスの種類： 就労継続支援B型

ぽんてヴィータ

株式会社PONTE

写真

2017年8月7日 2021年1月1日

0297-21-3908 0297-21-3904

高橋　剛 小島　利江子

http://pontevita.net/

info@pontevita.net

http://pontevita.net/
http://pontevita.net/
http://pontevita.net/
http://pontevita.net/
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
mailto:info@pontevita.net
http://pontevita.net/
mailto:info@pontevita.net


No. 42 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 2 名、兼務　 2 名） 非常勤 1 名

定員 名 有無

登録者数 名 あり

サービス

対象地域

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 精神障がい 発達障がい 高次脳機能障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 知的障がい

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

共同生活援助

【サービスの種類： 就労定着

Zero　Point

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真

2012年5月22日 2018年12月1日

0297-20-6851 0297-20-6852

小田佳史 米本亜紀子

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　 　サービス管理責任者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( ) 　　　強度行動障害支援者研修終了(1)

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（1） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月～金
開所時間 午前8時30分～午後5時30分

日曜、祝祭日

名　　　　　（専従

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎 無料

守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、坂東市他

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし その他

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18歳～65歳（原則）

）　　　なし

事業所PR

最大3年間の期間を活用し、就職後に継続して就労し続ける
ことができるように、ご本人と企業の間に立ってサポートしま
す。ご自身の業務内容や会社や社内の人間関係等に対して
「悩むこと」や「困ること」があったとしても、早い段階でアプ
ローチして、長期に「欠勤」することや「退職」という最終選択
をする前に、対策できること、実践できることを一緒に探って
行きます。
Zero Point以外の事業所を経て就職した方でも利用可能で
す。

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

就労移行支援 宿泊型自立訓練 就労継続支援B型 自立（生活）訓練

相談支援

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
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法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0109

開所日

休所日

職員総数 常勤 1 1 名、兼務　 名） 非常勤 2 名

定員 18 名 有無

登録者数 15 名 なし

サービス

対象地域
なし

プログラム内容

個別プログラム 　　　あり（

送迎  あり （ 精神障がい 身体障がい 知的障がい

バリアフリー

対応
 あり （ 

医的ケア対応  あり （ 

アレルギー対応  あり （ 
第三者評価の

受審
 あり （ ）　　　なし

問い合わせ

【サービスの種類： 地域活動支援センター

エスポワール

特定非営利活動法人　なごみ

写真

2007年2月23日 2007年4月1日

0297-48-5533 0297-48-5533

菊地　淳 宅間　里美

http://nagomi753nozomi.jp

nago622espo@sand.ocn.ne.jp

守谷市 本町622-2

　　　強度行動障害支援者研修終了( )

　　　社会福祉士（　） 　　　精神保健福祉士（　） 　　　栄養士( )      　介護職員初任者研修終了( )

名　　　　　（専従

月曜日～金曜日
開所時間

9：30～15：30

土・日、祝日、お盆休み、年末年始（12/29～1/4） 水曜日（9：30～14：00）

専門職配置

（）＝人数
R4年4月現在

重複資格保有あり

　　サービス管理責任者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　看護師( )

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

種類 金額等

送迎

給食

　　　集団プログラム 個別プログラム

）　　　なし その他 利用料6,000円　保険料3,000円

）　　　なし

利用者の

対象

障がい種別
）　　　なし

）　　　なし 年齢 18～65歳（原則）

）　　　なし

利用に

際しての

留意事項

同一法人の

他事業

事業所PR

エスポワールでは、まず家から一歩外へ出て
活動する居場所として役割を果たしています。
軽作業（室内作業）や駅の清掃作業もありま
すが、まずはエスポワールへ行くことから始
め、徐々に施設のイベントや調理実習などに
参加し、仲間作りをして楽しみませんか？また
個別相談も行っています。
何か少しでもお力になれればと思います。
いつでも見学や体験をお待ちしております！

0297-48-5533
ご連絡お待ちしております。

地図・アクセス

http://nagomi753nozomi.jp/
http://nagomi753nozomi.jp/
http://nagomi753nozomi.jp/
http://nagomi753nozomi.jp/
mailto:nago622espo@sand.ocn.ne.jp
mailto:nago622espo@sand.ocn.ne.jp
mailto:nago622espo@sand.ocn.ne.jp
mailto:nago622espo@sand.ocn.ne.jp
mailto:nago622espo@sand.ocn.ne.jp
http://nagomi753nozomi.jp/
mailto:nago622espo@sand.ocn.ne.jp
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法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0101

開所日

休所日

職員総数 常勤 1 1 名、兼務　 0 名） 非常勤 0 名

専門職配置 ）

支援体制

なし

その他

身体障がい 知的障がい

第三者評価の受審  あり （ ） なし

他

【サービスの種類： 指定特定相談支援（計画相談）

守谷市障がい者相談支援センター　ひこうせん

社会福祉法人　日本キングス・ガーデン

写真

1980年4月10日 2017年7月1日

0297-45-4320 0297-45-9802

藤沢　正樹 大澤　心悟

http://www.kings-garden.or.jp/

守谷市 板戸井1977番地の２

名　　　　　（専従

相談支援専門員　　　　（ 　　　介護福祉士 　　　 　　

主任相談員 行動障害支援体制 要医療児者支援体制 精神障害者支援体制

月曜～金曜・祝日
開所時間

土・日曜、年末年始（12/30～1/3）

就労継続支援B型

サービス

対象地域
守谷市内のみ 費用負担

利用者の
対象

障がい種別 精神障がい 発達障がい 難病

年齢 18歳～65歳（原則）

同一法人の

他事業

生活介護 就労移行支援

障がい福祉サービスや生活面のことなど、お気軽にご相談く
ださい。

守谷駅発　関東鉄道バス　　北守谷公民館行　終点　徒歩１分

　北守谷公民館　隣接

事業所PR

9：00～17：00

放課後等デイサービス

日中一時支援 指定障害児相談支援 施設入所 共同生活援助

利用に際して

の留意事項



No. 45 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0107

開所日

休所日

職員総数 常勤 3 1 名、兼務　 2 名） 非常勤 名

専門職配置 ）

支援体制

身体障がい 知的障がい

第三者評価の受審  あり （ ） なし

事業所PR

相談支援事業所さくらは皆様に寄り添いながら最適な事業所
の紹介、支援計画の作成を行います。まずは一度お電話くださ
い。メールでの相談も可能です。訪問させていただきます。直
接お越しいただきお話をお聞きすることもできます。名前の通
り春は桜がとてもきれいです。気軽にご相談ください。

＜地図＞

施設入所支援事業

利用に際して

の留意事項
特にありません。気軽にご相談ください。

短期入所事業

年齢 18歳～65歳（原則）

同一法人の

他事業

生活介護事業 日中一時支援事業

利用者の
対象

障がい種別 精神障がい

守谷市 大木129-2

　　　 　　

サービス

対象地域
守谷市内のみ（原則として） 費用負担 無し

主任相談員 行動障害支援体制 要医療児者支援体制 精神障害者支援体制

相談支援専門員　　　　（

月曜～金曜
開所時間   9：00～17：00

土・日曜、祝日、年末年始、お盆期間

名　　　　　（専従

【サービスの種類： 指定特定相談支援（計画相談）

相談支援事業所　さくら　

社会福祉法人　筑桜会

写真

昭和４８年３月 平成２６年４月

0297-48-6288 0297-48-6289

桜井　啓一 新田　友美恵

http://www.sakurasou.biz/

sakurasou@smile.ocn.ne.jp

http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp
http://www.sakurasou.biz/
mailto:sakurasou@smile.ocn.ne.jp


No. 46 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 1 1 名、兼務　 名） 非常勤 名

専門職配置 ）

支援体制

身体障がい 知的障がい

第三者評価の受審  あり （ ） なし

事業所PR 地図・アクセス

障がいをお持ちのご利用者様が自宅で安心して、“その人らし
く”日常生活を営めるよう支援しております。
障害児相談支援事業所、障害者居宅介護事業所と同じ敷地
にある訪問看護ステーションとも綿密に連携を取りながら、多
方面からのサポートをしております。

居宅介護支援

デイサービス 小規模認可保育園

利用に際して

の留意事項

訪問介護

年齢

同一法人の

他事業

指定障害児相談支援 訪問看護

利用者の
対象

障がい種別 精神障がい

守谷市 薬師台2-16-3

　　　 　　

サービス

対象地域
取手市・守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市 費用負担

主任相談員 行動障害支援体制 要医療児者支援体制 精神障害者支援体制

相談支援専門員　　　　（

月～土曜・祝日
開所時間 8：30～17：30

日曜・年末年始（12/30～1/3）

名　　　　　（専従

【サービスの種類： 指定特定相談支援（計画相談）

アネシス指定障害者居宅介護支援事業所

株式会社佐瀬トータルケアセンター

写真

平成15年10月設立 2014年12月25日

0297-21-1525 0297-21-1525

小谷　泉 小谷　泉

http://care-net.biz/08/sasetotal/

sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp

・アネシス訪問看護ステーション

・アネシス居宅介護支援事業所

・アネシス訪問介護事業所

・アネシス障害者居宅介護事業所

・アネシス障害者相談支援事業所

http://care-net.biz/08/sasetotal/
http://care-net.biz/08/sasetotal/
http://care-net.biz/08/sasetotal/
http://care-net.biz/08/sasetotal/
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp
http://care-net.biz/08/sasetotal/
mailto:sase_totalcare@dream.ocn.ne.jp


No. 47 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0117

開所日

休所日

職員総数 常勤 1 1 名、兼務　 名） 非常勤 名

専門職配置 ）

支援体制

身体障がい 知的障がい

第三者評価の受審  あり （ ） なし

日中一時支援

事業所PR

障害児の計画相談だけでなく、障害者の方も、身体、知的、精
神障がい、指定難病の方の計画相談も行っています。法人とし
て、身体に障害を持ちの方に特化した事業展開を行ってること
もあり、医療的ケア等が必要な方の相談や情報提供ができる
という強みがあります。地域の社会資源にも精通しており、相
談内容に応じて適切な対応が可能です。どうぞ気軽にご相談
ください。

児童発達支援

居宅介護支援 指定障害児相談支援 診療所（クリニック） 通所リハビリテーション

利用に際して

の留意事項

放課後等デイサービス

年齢 18歳～65歳（原則）

同一法人の

他事業

生活介護 自立訓練（機能訓練）

利用者の
対象

障がい種別 精神障がい 難病

守谷市 野木崎521-1

　　　 　　

サービス

対象地域

守谷市、取手市（旧藤代町の地域を除く）、つく
ばみらい市、常総市（旧石下町の地域を除く）、
坂東市（旧猿島町の地域を除く）、その他

費用負担

実施地域以外の地域の居宅等を訪問しての指定計画相談

支援及び指定利用者相談支援を提供した場合、公共交通機

関利用の時に定める運賃。事業所の自動車を使用した場合

は移動距離（㎞）×40円

主任相談員 行動障害支援体制 要医療児者支援体制 精神障害者支援体制

相談支援専門員　　　　（ 　　　介護福祉士

（木曜と日曜・祝日を除く）月曜日～土曜日
開所時間 9：00～18：00

木曜日、日曜日、祝日、12/31～1/3

名　　　　　（専従

【サービスの種類： 指定特定相談支援（計画相談）

さとう障がい相談支援事業所

医療法社団　弘明会

写真

2004年4月1日 2017年3月11日

0297-21-1740 0297-21-1730

木村　美智子 木村　美智子

http：koumeikai.or.jp

sato-moriya@koumeikai.or.jp

http：koumeikai.or.jp
http：koumeikai.or.jp
http：koumeikai.or.jp
http：koumeikai.or.jp
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp
http：koumeikai.or.jp
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp


No. 48 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 302-0105

開所日

休所日

職員総数 常勤 2 0 名、兼務　 2 名） 非常勤 0 名

専門職配置 ）

支援体制

精神障がい 発達障がい

第三者評価の受審  あり （ ） なし

宿泊型自立訓練

午前8時30分～午後5時30分
日曜、祝祭日

名　　　　　（専従

【サービスの種類： 指定特定相談支援（計画相談）

アーモンド

株式会社コミュニティライフプロモーションズ

写真
0297-20-6851 0297-20-6852

土居　江利 横田　理恵

www.colip.jp

zero-point@colip.jp

守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

　　　精神保健福祉士 　　

サービス

対象地域

守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市、龍ヶ
崎市、牛久市、常総市、坂東市他

費用負担

主任相談員 行動障害支援体制 要医療児者支援体制 精神障害者支援体制

相談支援専門員　　　　（ 　　　作業療法士

月～金
開所時間

同一法人の

他事業

就労移行支援 就労定着支援 就労継続支援B型 自立（生活）訓練

共同生活援助

利用者の
対象

障がい種別 高次脳機能障がい 知的障がい

事業所PR

Zero Pointのご利用を検討されている方、お気軽にお問い
合わせください。

年齢 18歳～65歳（原則）

利用に際して

の留意事項

http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
mailto:zero-point@colip.jp
http://www.colip.jp/
mailto:zero-point@colip.jp


No. 49 】

法人名

法人設立年月日 開設年月日

電話番号 FAX番号

管理者名 担当者名

ホームページ

メールアドレス

所在地 〒 ３０２－０１０８

開所日

休所日

職員総数 常勤 1 1 名、兼務　 名） 非常勤 1 名

専門職配置 ）

支援体制

知的 身体

第三者評価の受審  あり （ ） なし

事業所PR

ダン・デ・らいおんでは、成人から児童の方まで計画相談を
行なっております。
ご家庭や学校等での悩み事や不安な事が軽減できるよう
に、丁寧に真摯にご対応させて頂きます。

まずは、お電話にてお気軽にご相談ください。

就労継続支援B型

短期入所 指定障害児相談支援 日中一時支援

利用に際して

の留意事項
ご希望に応じて、土日祝日も対応致します。一度、お問い合わせ下さい。

放課後等ディサービス

年齢 18歳～65歳（原則）

同一法人の

他事業

共同生活援助 生活介護

利用者の
対象

障がい種別 精神

守谷市 立沢１００１－１

　　　 　　

サービス

対象地域
茨城県南福祉圏域 費用負担 なし

主任相談員 行動障害支援体制 要医療児者支援体制 精神障害者支援体制

相談支援専門員　　　　（ 　　　　介護福祉士

月～金曜日
開所時間 8:00～17:00

土・日曜日、祝日、お盆期間や年末年始

名　　　　　（専従

【サービスの種類： 指定特定相談支援（計画相談）

相談支援センター　ダン・デ・らいおん

株式会社　ウェルビー

写真

2004年3月18日 2018年4月1日

０２９７－３４－０７６６ ０２９７－３４－０７６０

飯村　直樹 飯村　直樹

https://www.wellbee.biz

wellbee.info@wellbee.biz

https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
mailto:wellbee.info@wellbee.biz
https://www.wellbee.biz/
mailto:wellbee.info@wellbee.biz

