
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　1月発行

【児童の利用できる事業所】



【児童発達支援】 【短期入所】

1 ソレイユ守谷 17 障害者支援施設　さくら荘

2 さとう重症心身障害児支援センター

3 コミュニケーション支援教室UB 【障害児相談支援】

4 こぱんはうす　さくら * 18 守谷市障がい者相談支援センター

5 ぽんてラボ 19 アネシス指定障害者相談支援事業所 *

6 コペルプラス守谷教室 20 さとう障がい相談支援事業所

21 相談支援センター　ダン・デ・らいおん

【放課後等デイサービス】

7 守谷市障がい者福祉センター

8 モリヤ・キッズ

9 放課後等デイサービス遊学館守谷教室

10 プラクティススクール　クアトロガッツ *

11 しとく館自立支援学習センター放課後デイ百合ケ丘教室 * ＝未掲載

12 ソレイユ守谷

13 さとう重症心身障害児支援センター ☆ その他の障サ連非加盟の事業所（2022年1月現在）

14 コミュニケーション支援教室UB 守谷市こども療育教室

15 こぱんはうす　さくら *

16 ぽんてラボ

※紹介ページが無い事業所は、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（守谷障サ連）　加盟事業所一覧　　【サービス別】



No. 1 】

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 〒 302-0104

開所日 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 5 名

看護師( )

ヘルパー（1）

医的ケア対応 （ 　） アレルギー対応

定員 10 名 送迎 なし

登録者数 14 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ なし

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 発達障がい 知的障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

14：00～ 10:00

15：00～ ～12：00

16：00～ 昼休み

17：00～ 13:00

18：00～ ～18：00

「ソレイユ守谷」は1時間の個別指導をおこなう施設で、運動
と療育を組み合わせた支援をおこなっています。
運動では、感覚統合運動や体づくり運動を中心におこなって
います。
療育では遊びの要素を存分に取り入れながら就学のための
土台づくりを丁寧におこなっています。
「ひとつひとつの出来た！を増やす、ひとりひとりの笑顔を増や
す」をモットーに日々子ども達と向き合っています。

個別支援（2名まで） 個別支援（4名）

個別支援（2名まで）

個別支援（2名まで）

個別支援（2名まで） 個別支援（6名）

個別支援（2名まで）

事業所PR

平日の活動内容 休日の活動内容

同一法人の

他事業

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 2歳～就学前

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ 1） 　　　介護福祉士（1） 　　　児童指導員（2 ）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（2） 　　　教員免許保有者（3）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担

　　　集団療育

守谷市 久保ヶ丘2-5-16

     保育士（4）

月曜日～土曜日・祝日
開所時間

10：00～19：00

日曜日・年末年始・GW・夏休み 9：00～18：00

名　　　　　（専従

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

【サービスの種類： 児童発達支援

ソレイユ守谷

特定非営利活動法人スカイスポーツクラブ取手

写真

2003年9月30日 2017年11月1日

0297-37-4745 0297-37-5264

木村　利男 木村　利男

https://www.soleilmoriya.com

soleilmoriya@jcom.zaq.ne.jp



No. 2 】

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 6 3 名、兼務　 3 名） 非常勤 3 名

看護師(2)

ヘルパー（１）

医的ケア対応 あり アレルギー対応 あり

定員 5 名 送迎 なし

登録者数 8 名 給食 あり

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 身体 知的 難病

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

8:30～ 13:30～

10:30～

10:45～ 15:00～

11:00～

12:00～

【児童発達支援】利用時間は１０：００から１６：００まで、療育
の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると市区
町村に認められた未就学児（主に重症心身障害児、医療的ケ
ア児）に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行いま
す。
【日中一時支援】利用時間８：３０から１０：００まで、１６：００
から１７：３０まで。休業日に利用する就学児童で希望者には、
入浴支援サービスを提供しております。また、日中一時支援
サービスと併用する事で、８：３０から１７：３０まで（１日９時
間）の施設利用が可能となります。

【自立訓練】筑波大学附属病院リハビリテーション部に在籍す
る、理学療法士の石川公久先生に小児リハビリの視点からア
ドバイザーとして助言・指導をいただいております。
【ご利用案内】当施設では、未就学児から就学児、さらに障害
者や高齢者になっても、保険制度の都合で環境が変わること
がなく、当施設を引き続きご利用することができます。また医師
や看護職員が常駐しているため、医療ケアが必要な児童も積
極的に受け入れております。さらに、下妻特別支援学校近くに
も、当法人の通所施設がありますので、就学児になっても支援
が可能です。施設見学をご希望の方は、相談支援員を通じて
お気軽にお問合せください。ご連絡をお待ちしております。

主活動、排泄（オムツ交換）、医療的ケア 排泄（オムツ交換）、降所

昼食/栄養注入、歯磨き（口腔ケア）

事業所PR

同一法人の

他事業

リハビリ、排泄（オムツ交換）医療的ケア 自由遊び、歩行練習、リハビリ体操、制作活動

朝の会（全体活動）、手遊び、大型絵本/紙芝居 おやつ、水分補給、医療的ケア

随時登所、バイタル測定、水分補給、歩行練習、体操 排泄（オムツ交換）、医療的ケア

生活介護 自立訓練（機能訓練） 放課後等デイサービス 日中一時支援

相談支援（児・者） 診療所（クリニック） 居宅介護支援 通所リハビリテーション

日中の活動

利用児に合わせた自立訓練

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 未就学児

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ １） 　　　介護福祉士（１） 　　　児童指導員（ ）

　　　精神保健福祉士（１） 　　　幼稚園教諭（1） 　　　教員免許保有者（　）

人工呼吸器管理、気管切開術後、胃ろう造設後、

てんかん発作時対応、喀痰吸引等
（管理栄養士や栄養士が常駐）

事業所状況

費用負担
２５０円/食

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市・その他 ５０円/食

　　　集団療育

名　　　　　（専従

（木曜と日曜・祝日を除く）月曜日～土曜日
開所時間 ８：３０～１７：３０

木曜日、日曜日、祝日、12/31～1/3

     保育士（１）

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（２）

　　　医師　(１)

【サービスの種類： 児童発達支援

さとう重症心身障害児支援センター

医療法社団　弘明会

写真

2004年4月1日 2019年3月1日

0297-21-1770 0297-21-1730

佐藤　弘茂 白鳥　由紀子

http：koumeikai.or.jp

sato-moriya@koumeikai.or.jp

守谷市 野木崎521-1

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
mailto:sato-moriya@koumeikai.or.jp


No. 3 】

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

開所日

休所日

職員総数 常勤 5 名、兼務　 名） 非常勤 18 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 なし

定員 10 名 送迎 なし

登録者数 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ なし

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 知的障がい 発達障がい 発達の遅れ

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

コミュニケー

ション障がい
難聴

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

　　　公認心理師（５）

【サービスの種類： 児童発達支援

コミュニケーション支援教室UB

コミュニケーション支援教室UB合同会社

写真

2019年7月1日 2019年7月1日

0297-47-8040 0297-47-8041

千本　秀樹 市毛　純子

なし

ubfriends294@gmail.com

〒３０２－０１０９ 守谷市本町249-5 梅野ビル2階

     保育士（６）

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（1） 　　　言語聴覚士（５） 　　　社会福祉士（３）

名　　　　　（専従

毎日（年末年始、研修日を除く）
開所時間 9:00～17:00

なし

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担
守谷、取手、つくば、つくばみらい市等

　　　集団療育 個別教材費

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ 1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（5）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（4） 　　　教員免許保有者（2）

各検査を含む

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 2歳～就学まで

平日の活動内容 休日の活動内容

同一法人の

他事業

放課後等ディサービス

9:00～12:00 個別療育・保護者相談 9:00～12:00 個別療育・集団療育

１４：００～１７：００ 個別療育・保護者相談 13：45～１７：００ 個別療育・集団療育

1回45分　　　1日10名利用 1回45分（個別）　　　1日10名利用

事業所PR

吃音や発音の心配、言語発達の遅れなどによりコミュニケー
ションが苦手なお子様に対して、言語聴覚士、心理師、保育士
等が各種検査及び練習を行います。相談をお受けして、ご家
族様や通園通学先の先生方とご一緒にお子様の発達・成長
を支援します。



No. 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 〒 302-0109

開所日

休所日

職員総数 常勤 4 2 名、兼務　 2 名） 非常勤 8 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 なし

定員 10 名 送迎 あり

登録者数 15 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 発達障がい 身体障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし 知的障がい

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

10:30 10:00

10:40 10:10

12:00 12:00

12:50 12:50

13:30 14:00

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【サービスの種類： 児童発達支援

ぽんてラボ

株式会社PONTE

写真

2017年8月7日 2020年7月1日

0297-38-5795 0297-38-5792

髙橋　剛 髙橋　剛

http://pontelabo.com/

info@pontelabo.com

守谷市 本町3498-1

     保育士（2）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

名　　　　　（専従

月曜～土曜・祝日
開所時間

平日　 10:30～13:30、14:00～17:00
土曜日10:00～14:00日曜、年末年始（12/30～1/3）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担
守谷市内全域・取手市及びつくばみらい市の一部 ￥50/日

　　　集団療育

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（7）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（　） 　　　教員免許保有者（2）

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 未就学児

平日の活動内容 休日の活動内容

同一法人の

他事業

放課後等デイサービス 就労移行支援 就労継続支援B型

『PONTE』はイタリア語で”橋”という意味です。
障がいを持ったお子様に不安のない環境を提供し、学校から
家庭、そして社会への架け橋となれるようにと名づけました。
歓びながら子育てができる社会、それをつくることが私たちの
使命だと考えています。
そのためにも、まずは子供たちとじっくりと向き合い、支えてい
きたいと考えています。

到着、検温、体調確認、手洗いうがい 到着、検温、体調確認、手洗いうがい

小集団療育・自由遊び 小集団療育・自由遊び

昼食 昼食

個別課題・小集団療育 個別課題・小集団療育

送迎開始 送迎開始

事業所PR



No. 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 〒 302-0127

開所日 水・木・金

休所日 土・日

職員総数 常勤 3 名、兼務　 名） 非常勤 0 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 あり

定員 １日 10 名 送迎 なし

登録者数 12 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ なし

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　 発達障がい 知的障がい 身体障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

　　心理ｶｳﾝｾﾗｰ(１)

　【コペルプラス守谷教室】では個別療育を専門とし、
ご希望に合わせて小集団療育（最大６名）も行っています。
ご家族様はマジックミラー越しにご覧いただけます。
　「できないことの訓練」ではなく、「楽しい遊び」！
　「いやでも頑張る」ではなく、「楽しいからやりたい」！
そんな療育を通して、自己肯定感を育みます。
　バラエティ豊かな認知課題・コミュニケーションと連動した言
葉の課題・SST・感覚統合・ABA理論をメインに、お子様が
もっている力を発揮できるよう全力でサポートいたします。
　体験申込や資料請求等、随時受け付けておりますので、
些細なことでもご相談くださいね♪

水・木・金の療育時間枠 土・日の療育時間枠

1日５コマの時間枠…１コマ１時間（療育５０分・フィードバック１０分）／ご都合の良い日時にご家族様と通所するスタイルです。

①１０：００-１１：００
②１１：１５-１２：１５
③１４：３０-１５：３０
④１５：４５-１６：４５
⑤１７：００-１８：００

①０９：００-１０：００
②１０：１５-１１：１５
③１１：３０-１２：３０
④１４：３０-１５：３０
⑤１５：４５-１６：４５

事業所PR

年齢（学年）

同一法人の

他事業

（　教材（粘土等）使用時考慮　）

０～６歳（未就学児）

（個性・興味に合わせた課題）

利用者の
対象

障がい種別
（実施後はHPにて公開）

事業所状況

費用負担
守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・取手市・他

　　　集団療育（最大６名）

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（２）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（　） 　　　教員免許保有者（１）

守谷市 松ヶ丘３丁目２０－２　２F

     保育士（２）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

名　　　　　（専従

水・木・金・土・日
開所時間

…９：３０-１８：３０

月・火・祝・お盆・年末年始 …８：３０-１７：３０

【サービスの種類： 児童発達支援

コペルプラス守谷教室

株式会社ブックエース

1986年4月2日 2021年10月1日

0297-21-5136 0297-21-5137

堀欠　慎吾 堀欠　慎吾

https://copelplus.copel.co.jp/school/moriya/

https://copelplus.copel.co.jp/school/moriya/
https://copelplus.copel.co.jp/school/moriya/
https://copelplus.copel.co.jp/school/moriya/
https://copelplus.copel.co.jp/school/moriya/
https://copelplus.copel.co.jp/school/moriya/
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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 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 6 2 名、兼務　 4 名） 非常勤 2 名

看護師(1)

ﾍﾙﾊﾟｰ（2）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 あり

定員 9 名 送迎 あり（迎えのみ）

登録者数 24 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 身体障がい 知的障がい 発達障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ 2021,2019年度 ）　　　　なし

他

15:00 9:00～

15:30 午前

15:50 12:00

16:10 午後

18:00まで 18:00までに

・遊びながら、日常生活動作の習得を目指しています。
・理学療法士も常駐しており、ご家族のご要望に合わせた支
援を行っています。
・祝日も開所しています。送りの送迎は行っておりません。ご家
族のご都合の良い時間にお迎えが可能です。
・見学も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。

各学校へお迎え ご家族にて送迎、検温、体調確認

到着、検温、体調確認 個別、集団活動

おやつ 昼食（各自、お弁当）

個別活動、集団活動 個別、集団活動

ご家族にてお迎え（ご指定時間） お迎え（ご指定時間）

事業所PR

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

平日の活動内容 学校休校日の活動内容

同一法人の

他事業

生活介護 就労移行支援 就労継続支援B型 日中一時支援

理学療法

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 小学１年生～高校３年生

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（1） 　　　介護福祉士（4） 　　　児童指導員（3）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（　） 　　　教員免許保有者（2）

（　食物・おやつ時考慮　　　）

事業所状況

費用負担

サービス費に含む

―

守谷市内のみ 50円/日

　　　集団療育 遠足代等実費

守谷市 板戸井1977番地の２

     保育士（　）

月曜～金曜・祝日
開所時間

15：30～18：00

土・日曜、年末年始（12/30～1/3）   9：00～18：00

名　　　　　（専従

　　　  強度行動障害支援者研修終了（3）

　　　作業療法士（　） 　　　理学療法士（1） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

守谷市障がい者福祉センター　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 2013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/
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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 〒 302-0102

開所日 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 2 2 名、兼務　 0 名） 非常勤 2 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 あり

定員 10 名 送迎 あり

登録者数 8 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 知的障がい 発達障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

15:00 9:00

15:30

15:50 午前

16:00 12:00

17：00～ 午後

16：30～ 送迎

事業所PR　　/　　活動の様子

モリヤ・キッズは、障がいをお持ちのお子様が日常生活におけ
る基本動作を習得し、生活習慣が形成できるよう支援をさせ
ていただく場所です。
お子様が学校や地域の中で、他の方と生活するために必要な
力を身に付けられるよう、個々の成長・発達に合わせた支援を
心がけております。
また、曜日によりダンス、SSTなど変化に富んだ集団プログラ
ムを実施しております。

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17
uFfmUDpTyd7CFetuIz8kGoVPEw&msa=0&ll=35.
97420500000001%2C139.97092499999996&
spn=0.026324%2C0.038581&z=16

おやつ 個別、集団活動

個別活動、集団活動 昼食（各自、お弁当）

送迎 個別、集団活動

平日の活動内容 学校休校日の活動内容

各学校へお迎え ご家族にて送迎

到着、検温、体調確認 検温、体調確認

同一法人の

他事業

自立（生活）訓練 生活介護 共同生活援助

利用者の

対象

障がい種別

年齢（学年） 小学１年生～高校３年生

専門職配置

（）＝人数
R4年1月現在

　　　児童発達支援管理者（ ） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（ ）

　　　精神保健福祉士（　）

（　　食物・おやつ時考慮　　　）

事業所状況

費用負担

迎えは学校のみ

守谷市、つくばみらい市、常総市 50円/日

　　　集団療育 遠足代等実費

　　　幼稚園教諭（ ） 　　　教員免許保有者（ ）

守谷市 松前台3-15-1

     保育士（ ）

月曜～金曜
開所時間

12：00～18：00

土・日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）  9：00～17：00

　　　その他（　　　　　　　　）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

名　　　　　（専従

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

モリヤ・キッズ

社会福祉法人　木犀会

写真

平成8年2月 2013年5月1日

0297-46-0113 0297-46-0114

米澤　一郎 米澤　一郎

http://www.mokusei-grp.jp/

moriya@mokusei-grp.jp

成人障害福祉サービスと同一建物内（別部屋）にて実施。

成人利用者の障がい種別は、高次脳機能障がい、精神障がいが多い。
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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 〒 302-0102

開所日 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 4 2 名、兼務　 2 名） 非常勤 4 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 あり

定員 10 名 送迎 あり

登録者数 29 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 身体障がい 知的障がい 発達障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

～15：30 ～10：00

15:40 午前

16:00 12:00

17:30 午後

15:00

16:30

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

放課後等デイサービス　遊学館守谷教室

株式会社　アイライフ

写真

2011年11月1日 2014年3月1日

0297-44-8333 0297-44-8444

三好　希 三好　希

http://www.yugakukan.co.jp

moriya@yugakukan.co.jp

　　　その他（　支援級補助員　）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

守谷市 松前台3-21-1　２階

     保育士（1）

月曜～金曜・祝日
開所時間

14：00～17：30

日曜、年末年始（12/31～1/3） 10：00～16：30

名　　　　　（専従

（　　おやつ時考慮　　　）

事業所状況

費用負担

サービス費に含む

守谷市・常総市・つくばみらい市 100円/日

　　　集団療育 イベント代、教材費等実費

専門職配置

（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（1） 　　　介護福祉士（1） 　　　児童指導員（6）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（1） 　　　教員免許保有者（2）

利用者の

対象

障がい種別
当事業所は2階の為、自足歩行で階段を昇降できる方となります。

年齢（学年） 小学1年生～高校3年生

同一法人の

他事業

平日の活動内容 学校休校日の活動内容

各学校へお迎え ご自宅へお迎え

検温、体調管理、片付け等 検温、体調確認、片付け等

おやつ 個別、集団活動

個別活動、集団活動 昼食（各自持参）

送迎 外出等

おやつ

送迎

事業所PR　　/　　活動の様子

遊学館では、「遊びを育み、学びを楽しむ」をモットーに療育活動を行っております。

子ども達の将来を見据え、「社会性を」を学んでもらえるよう、一人ひとりに合わせて丁寧な支援を目指しています。
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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 〒 ３０２－０１１０

開所日 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 4 4 名、兼務　 名） 非常勤 1 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 あり

定員 10 名 送迎 あり

登録者数 20 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 発達障がい 知的障がい 身体障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

15:00 10:00

15:10 10:20

16:45 12:00

17:00 13:00

17:25 14:30

17:30 15:00

事業所PR

＊し(志)が高く、とく(徳)のある人間を育む館＊

しとく館放課後デイでは、専門的なスキルを有した
スタッフが、自宅にいるような環境でお子様を安全
にお預かりします。また、発達の特性に合わせた個
別のメニューで学習をサポートするとともに、自立
を促すため、個性を活かしながら「こころ」と「からだ」
の発達を支援してきます。

ハッピータイム・制作活動 ハッピータイム・制作活動

帰りの挨拶 おやつ

送迎・お迎え 送迎・お迎え

始まりの挨拶 朝の会

宿題・学習支援（各自スタート） 学習支援

おやつ 昼食

平日の活動内容 学校休校日の活動内容

同一法人の

他事業

日中一時支援

利用者の

対象

障がい種別

年齢（学年） 小学校１年生～高校３年生

専門職配置

（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ １） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（２）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（　） 　　　教員免許保有者（２）

（食物/おやつ時考慮あり）

事業所状況

費用負担

サービス費に含む

昼食の注文可

守谷市及び近隣市町村 おやつ代１００円/日

　　　集団療育 諸経費１００円/日　各種イベント実費

守谷市 百合ヶ丘３丁目２８０９－１１５

     保育士（　）

月曜日～金曜日
開所時間

１４：３０～１７：３０

土曜日・日曜日・祝日 ０９：００～１５：００

名　　　　　（専従

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

しとく館自立支援学習センター放課後デイ百合ヶ丘教室

合同会社S・T・K

写真

2015年10月7日 2016年2月1日

０２９７－３４－１８１１ ０２９７－３４－１８００

稲田　浩昌 石川　直規

http://www.stkday.com

houkagoday1@wind.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 〒 302-0104

開所日 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 3 2 名、兼務　 1 名） 非常勤 5 名

看護師( )

ヘルパー（1）

医的ケア対応 （ 　） アレルギー対応

定員 10 名 送迎 なし

登録者数 66 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ なし

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 発達障がい 知的障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

14：00～ 10:00

15：00～ ～12：00

16：00～ 昼休み

17：00～ 13:00

18：00～ ～18：00

「ソレイユ守谷」は1時間の個別指導をおこなう施設で、運動
と療育を組み合わせた支援をおこなっています。
運動では、体の土台づくりに加えて学校体育種目の克服や独
自のルールでスポーツを楽しむ事を中心におこなっています。
療育では、遊びの要素を加えながら学習支援やコミュニケー
ション支援をおこなっています。
「ひとつひとつの出来た！を増やす、ひとりひとりの笑顔を増や
す」をモットーに日々子ども達と向き合っています。

個別支援（2名まで） 個別支援（4名）

個別支援（2名まで）

個別支援（2名まで）

個別支援（2名まで） 個別支援（6名）

個別支援（2名まで）

事業所PR

平日の活動内容 学校休校日の活動内容

同一法人の

他事業

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 小学校1年生～高校3年生

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ 1） 　　　介護福祉士（1） 　　　児童指導員（2 ）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（2） 　　　教員免許保有者（3）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担
守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・つくば市

　　　集団療育

守谷市 久保ヶ丘2-5-16

     保育士（4）

月曜日～土曜日・祝日
開所時間

10：00～19：00

日曜日・年末年始・GW・夏休み 9：00～18：00

名　　　　　（専従

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

ソレイユ守谷

特定非営利活動法人スカイスポーツクラブ取手

写真

2003年9月30日 2017年11月1日

0297-37-4745 0297-37-5264

木村　利男 木村　利男

https://www.soleilmoriya.com

soleilmoriya@jcom.zaq.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 〒 302-0117

開所日

休所日

職員総数 常勤 6 3 名、兼務　 3 名） 非常勤 3 名

看護師(2)

ヘルパー（１）

医的ケア対応 あり アレルギー対応 あり

定員 5 名 送迎 あり（迎えのみ）

登録者数 11 名 給食 あり

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 身体 知的 難病

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

15:00 10:30

11:00

11:30

16:00 12:00

～ 13:30

17:30 15:00

始まりの会（全体活動） 昼食/栄養注入、歯磨き（口腔ケア）

水分摂取、排泄（オムツ交換）、医療的ケア 自由遊び、歩行練習、リハビリ体操

【放課後等デイサービス】利用時間：放課後１５：００から１７：３０まで、
休業日１０：００から１６：００まで、学校教育法第一条に規定している学

校（幼稚園及び大学を除く）に就学しており、授業の終了後又は休業日

に支援の必要があると市区町村に認められた児童（主に重症心身障害

児、医療的ケア児）に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との

交流の促進、その他必要な支援を行います。

【日中一時支援】利用時間８：３０から１０：００まで、１６：００から１７：３

０まで。休業日に利用する就学児童で希望者には、入浴支援サービス

を提供しております。また、日中一時支援サービスと併用する事で、８：３
０から１７：３０まで（１日９時間）の施設利用が可能となります。

【自立訓練】筑波大学附属病院リハビリテーション部に在籍する、理学
療法士の石川公久先生に小児リハビリの視点からアドバイザーとして助

言・指導をいただいております。

【ご利用案内】当施設では、未就学児から就学児、さらに障害者や高齢

者になっても、保険制度の都合で環境が変わることがなく、当施設を引

き続きご利用することができます。また医師や看護職員が常駐している

ため、医療ケアが必要な児童も積極的に受け入れております。さらに、下

妻特別支援学校近くにも、当法人の通所施設がありますので、就学児に

なっても支援が可能です。施設見学をご希望の方は、相談支援員を通じ
てお気軽にお問合せください。ご連絡をお待ちしております。

随時降所（保護者お迎え） おやつ、排泄（オムツ交換）

事業所PR

同一法人の

他事業

（茨城県立伊奈特別支援学校の在校生は送迎あり） 水分補給、排泄（オムツ交換）、医療的ケア

おやつ ふれあい体操

随時登所 朝の会（全体活動）、主活動、歌

生活介護 自立訓練（機能訓練） 児童発達支援 日中一時支援

相談支援（児・者） 診療所（クリニック） 居宅介護支援 通所リハビリテーション

日中の活動

利用児に合わせた自立訓練

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 小学校１年生～高校３年生

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ １） 　　　介護福祉士（１） 　　　児童指導員（ ）

　　　精神保健福祉士（１） 　　　幼稚園教諭（1） 　　　教員免許保有者（　）

人工呼吸器管理、気管切開術後、胃ろう造設後、

てんかん発作時対応、喀痰吸引等
（管理栄養士や栄養士が常駐）

事業所状況

費用負担

伊奈特別支援学校

平日の放課後のみ

２５０円/食

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市・その他 ５０円/食

　　　集団療育

名　　　　　（専従

（木曜と日曜・祝日を除く）月曜日～土曜日
開所時間 ８：３０～１７：３０

木曜日、日曜日、祝日、12/31～1/3

     保育士（１）

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（２）

　　　医師　(１)

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

さとう重症心身障害児支援センター

医療法社団　弘明会

写真

2004年4月1日 2019年3月1日

0297-21-1770 0297-21-1730

佐藤　弘茂 白鳥　由紀子

http：koumeikai.or.jp

sato-moriya@koumeikai.or.jp

守谷市 野木崎521-1

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
mailto: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

開所日

休所日

職員総数 常勤 5 名、兼務　 名） 非常勤 18 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 なし

定員 10 名 送迎 なし

登録者数 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ なし

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 知的障がい 発達障がい 発達の遅れ

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

コミュニケー

ション障がい
難聴

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

　　　公認心理師（５）

【サービスの種類： 放課後等ディサービス

コミュニケーション支援教室UB

コミュニケーション支援教室UB合同会社

写真

2019年7月1日 2019年7月1日

0297-47-8040 0297-47-8041

千本　秀樹 市毛　純子

なし

ubfriends294@gmail.com

〒３０２－０１０９ 守谷市本町249-5 梅野ビル2階

     保育士（６）

　　　作業療法士（1） 　　　理学療法士（1） 　　　言語聴覚士（５） 　　　社会福祉士（３）

名　　　　　（専従

毎日（年末年始、研修日を除く）
開所時間 9:00～17:00

なし

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担
守谷、取手、つくば、つくばみらい市等

　　　集団療育 個別教材費

専門職配置
（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（ 1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（5）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（4） 　　　教員免許保有者（2）

各検査を含む

利用者の
対象

障がい種別

年齢（学年） 小学1年生～高校3年生まで

平日の活動内容 休日の活動内容

同一法人の

他事業

児童発達支援

吃音や発音の心配、言語発達の遅れなどによりコミュニケー
ションが苦手なお子様に対して、言語聴覚士、心理師、保育士
等が各種検査及び練習を行います。相談をお受けして、ご家
族様や通園通学先の先生方とご一緒にお子様の発達・成長
を支援します。

9:00～12:00 個別療育・保護者相談 9:00～12:00 個別療育・集団療育

１４：００～１７：００ 個別療育・保護者相談 13:45～17:00 個別療育・集団療育

1回45分　　　1日10名利用 1回45分（個別）　　　1日10名利用

事業所PR
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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 開校日：

休所日 休校日：

職員総数 常勤 4 2 名、兼務　 2 名） 非常勤 8 名

看護師( )

ヘルパー（　）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 なし

定員 10 名 送迎 あり

登録者数 45 名 給食 なし

サービス

対象地域
おやつ あり

療育種別 個別療育 その他

個別プログラム 　　　なし あり　（ ） 発達障がい 身体障がい

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし 知的障がい

第三者評価の受審  あり （ ）　　　　なし

14:30 9:00

15:30 10:00

15:40 10:10

16:00 12:00

16:30 午後

17:30 16:30

【サービスの種類： 放課後等デイサービス

ぽんてラボ

株式会社PONTE

写真

2017年8月7日 2020年7月1日

0297-38-5795 0297-38-5792

髙橋　剛 髙橋　剛

http://pontelabo.com/

info@pontelabo.com

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　作業療法士（ ） 　　　理学療法士（ ） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

守谷市 本町3498-1

     保育士（2）

月曜～土曜・祝日
開所時間

10：30～18：30

日曜、年末年始（12/30～1/3） 9：00～17：00

名　　　　　（専従

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所状況

費用負担
守谷市内全域・取手市及びつくばみらい市の一部 ￥100/日

　　　集団療育 システム利用料　￥100/日

専門職配置

（）＝人数
R4年1月現在

重複資格保有あり

　　　児童発達支援管理者（1） 　　　介護福祉士（ ） 　　　児童指導員（7）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　幼稚園教諭（　） 　　　教員免許保有者（2）

利用者の

対象

障がい種別

年齢（学年） 小学１年生～高校３年生

平日の活動内容 学校休校日の活動内容

同一法人の

他事業

児童発達支援 就労移行支援 就労継続支援B型

各学校へお迎え 送迎開始

到着、検温、体調確認、手洗いうがい 到着、検温、体調確認、手洗いうがい

宿題・個別課題・ICT学習 始まりの会、個別課題・ICT学習

事業所PR

『PONTE』はイタリア語で”橋”という意味です。
障がいを持ったお子様に不安のない環境を提供し、学校から
家庭、そして社会への架け橋となれるようにと名づけました。
歓びながら子育てができる社会、それをつくることが私たちの
使命だと考えています。
そのためにも、まずは子供たちとじっくりと向き合い、支えてい
きたいと考えています。

始まりの会、おやつ 昼食（各自、お弁当）

小集団療育・自由遊び 小集団療育、おやつ

帰りの会・送迎開始 帰りの会・送迎開始
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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 〒 302-0107

開所日 24時間営業

休所日

職員総数 常勤 27 名、兼務　 名） 非常勤 2 名

保育士()

ヘルパー（　）

）

医的ケア対応 なし （ 　） アレルギー対応 あり

定員 空床型 給食 あり

登録者数 15 名

サービス

対象地域
おやつ代 あり

知的障がい その他

自己評価結果

等の公表
　　　あり 　　なし

第三者評価の受審  あり （ 

利用に際して

の留意事項

6:30 13:00

7:00 14:00

9:10 17:00

9:30 18:00

12:00 21:00

作業（休日は余暇時間）

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。

朝礼　体操　荘内散歩 夕食

作業（休日は余暇時間） 余暇時間

昼食　休憩 就寝

）　　　　なし

朝食 入浴（原則として月・水・金・土曜日）

同一法人の

他事業

生活介護 指定特定相談支援 施設入所 日中一時支援事業

車椅子対応の施設ではございません。

午前の活動内容 午後の活動内容

起床

（　アレルギー対応食を提供　　　）

事業所状況

費用負担

1,420円（１日）

朝食：３３０円　昼食：５４０円　夕食：５５０円

特に定めなし 100円

利用者の

対象

障がい種別
食費は補助金が出る場合があります

年齢（学年） 定めなし（施設の構造は大人の方向けです）

専門職配置

（）＝人数
R4年1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（）

　　　精神保健福祉士（　） 　　　その他（

守谷市 大木129-2

     栄養士（　）

　　　作業療法士（　） 　　　理学療法士（　） 　　　言語聴覚士（　） 　　　社会福祉士（　）

名　　　　　（専従

年中無休
開所時間

【サービスの種類： 短期入所

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

sakurasou@smile.ocn.ne.jp

http://www.sakurasou.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 〒 302-0101

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

障がい種別 身体障がい 知的障がい

年齢（学年） 第三者評価の受審  あり （ ） なし

他

利用に際して

の留意事項
現在新規のご利用の受付を停止しています。

事業所PR

同一法人の

他事業

生活介護 就労移行支援 就労継続支援B型 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

利用者の
対象

精神障がい 発達障がい 難病

3歳～高校３年生

　　　介護福祉士 　　　 　　

サービス

対象地域
守谷市内のみ 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

藤沢　正樹

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　　　　（

【サービスの種類： 指定障害児相談支援

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

月曜～金曜・祝日
開所時間

9：00～17：00

土・日曜、年末年始（12/30～1/3）



No. 20 】

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 0 名

専門職配置 ）

支援体制

障がい種別 身体障がい 知的障がい

年齢（学年） 第三者評価の受審  あり （ ） なし

日中一時支援

利用に際して

の留意事項

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。

同一法人の

他事業

生活介護 自立訓練（機能訓練） 放課後等デイサービス 児童発達支援

居宅介護支援 計画相談支援 診療所（クリニック） 通所リハビリテーション

利用者の
対象

精神障がい 難病

未就学児～就学児

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： 指定障害児相談支援

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

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
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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 〒 302-0118

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

その他

障がい種別 知的障がい 発達障がい

年齢（学年） 第三者評価の受審  あり （ ） なし

日中一時支援 指定特定相談支援

同一法人の

他事業

生活介護 就労継続支援B型 共同生活援助 短期入所

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、お問合せ下さい。

事業所PR

ダン・デ・らいおんでは、児童から成人の方まで計画相談を
行っております。
ご家庭や学校等での悩み事やご不安な事が軽減出来るよう
に、丁寧に真摯に御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。

事業所MAP

利用者の
対象

身体がい 精神障がい

2歳〜18歳（高校3年生）

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

サービス

対象地域
茨城県南福祉圏域 費用負担

名　　　　　（専従

相談支援専門員　　　　（ 　　　介護福祉士 　　　 　　

【サービスの種類： 指定障害児相談支援

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://wellbee.biz/lion/dandelion.html

wellbee.info@wellbee.biz

土曜日・日曜日・祝日・お盆期間や年末年始

守谷市 立沢1001-1

月曜日から金曜日
開所時間 8：00～17：00


