
令和3年度　施設・事業所一覧

筑西市、結城市、桜川市

社会福祉法人慶育会　サポートセンターはぐくみ

施設入所/短期入所/共同生活援助/生活介護

就労継続支援B型/就労継続支援A型/自立訓練

就労移行支援/放課後等デイサービス/日中一時

この施設・事業所一覧は施設・事業所様宛への
アンケートを元に作成しております。令和3年5月
時点の情報になります。ご回答の無かった施設・
事業所様は、掲載しておりません。

社会福祉法人征峯会　相談支援事業所しらとり



NO.1 NO.2

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 施設入所 生活介護 就労継続B型 種別 施設入所 生活介護 短期入所

定員 50名 35名 20名 定員 50名 53名 4名

種別 日中一時 移動支援

定員 4名

NO.3 NO.4

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 生活介護 就労移行支援 日中一時 種別 共同生活援助 短期入所

定員 14名 6名 10名 定員 30名 4名

0296-52-7650 0296-52-7650

実施日時 ３６５日

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　共同生活援助（肢体・知的・精神）
　短期入所については日中活動利用者を主対象としています。
空き情報：GH１室のみ

特定非営利活動法人歩実

グループホーム　歩実

茨城県筑西市吉田636-20

0296-48-6001

茨城県筑西市吉田643-3

0296-48-6001

0296-57-5125

実施日時 生活介護と就労移行支援：平日9：00～15：00、
日中一時：指定休日以外8：00～17：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

0296-57-5126

事業所名

主な訓練又は作業内容・事業所PR

実施日時 施設入所：365日　17：30～8：30
生活介護：365日　8：30～17：30
（通所の方は、祝日を除く月～金曜日、9：00～16：
30）
短期入所：365日　24時間
日中一時：365日　8：30～17：30

　ご利用者様個々の障害状況に応じて、安心安全に過ごせる
よう生活全般（食事・排泄・入浴等）において必要な支援をして
います。また、身体機能の維持や拘縮予防等を目的に理学療
法士の指示に基づき機能訓練指導員が訓練を行っています。
また、日中活動として、カラオケ・トリムバレー・卓球バレー・麻
雀・スヌーズレン・遊びリ・映画鑑賞・塗り絵・玉のれん・書道・紙
すき等、ご利用者様個々の状態に合った活動を行っています。
　対象者（身体障害者・知的障害者（障害状況によりお受けで
きない場合もあります。））
空き情報として、現在、女性の方の空床が2床あります。
送迎に関しては、要相談。
※現在、コロナ感染予防対策から他事業所への見学、来園し
ての見学等は自粛させて頂いております。

実施日時 就労継続B型　月～金
時間　９時～１６時３０分

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　就労継続B型　作業内容　箱折　部品の検品・組立　アイロン
がけ　パンの製造・販売
　入所支援：空きあります。　就労継続B型：送迎は無　２万円
以上工賃を貰っている方多数います。コロナが落ち着いたらい
つでも見学できますので気軽に立ち寄ってください。

障害福祉多機能型事業所　歩実

特定非営利活動法人歩実

　生活介護・日中一時は作業訓練（軽作業）と生活訓練（介護）
を取り入れながら、のんびり過ごしていただいています。就労移
行支援は、農畜産系作業及び施設内工場での作業訓練が中
心で、施設外実習としては高齢介護施設での介護補助作業な
どの実績があります。
　日中一時支援は体験利用以外は施設利用者様を対象とさせ
て頂いています。就労移行支援は定員に空きがあります。送迎
は施設から１０㎞圏内で実施させて頂いています。

事業所名

0296-57-3400

0296-57-3454

事業所名 社会福祉法人　恒徳会

菫授園

筑西市門井1687-1

事業所名 社会福祉法人　恒徳会

障害者支援施設　すみれ園

筑西市門井1677-21



NO.5 NO.6

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 就労継続B型 日中一時 種別 就労継続B型 日中一時

定員 20名 定員 20名

NO.7 NO.8

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 生活介護 就労継続B型 日中一時 種別 就労継続B型 就労移行支援 自立訓練

定員 6名 14名 定員 20名 6名 8名

0296-54-5484

実施日時 平日月曜日～金曜日　8時30分～17時30分

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　お弁当、内職作業（部品の組み立て等）、施設外作業（病院環
境整備、農作業等）等
　就労移行支援利用者の直近2年間での就労者は15名です。

合同会社にこ

　焼き菓子製造販売、請負作業（軽作業）、クラフト品製造販売
又はアート講師補助等
　小規模でのんびりとやっております。一度ご見学にいらして下
さい。

事業所名 一般社団法人アイネット

就労支援サービス　イマココ

茨城県筑西市茂田1773-7

0296-54-5474

茨城県筑西市門井1863-1

0296-47-0186

0296-52-7650

実施日時 月～金　9:00-15:00
日中一時　15：00～17：30

主な訓練又は作業内容・事業所PR

0296-52-7650

実施日時 利用者様の意見を反させた事業所年間カレン
ダーに準ずる　　9：00～15：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　水耕栽培による野菜・花の生産販売、農作業（米・野菜の生
産販売）
　10ｋｍ圏内送迎あり　　月額平均工賃　10，000円

事業所名

特定非営利活動法人歩実

たまご

　アイスクリームの生産販売、直売所販売、農作業（野菜の生
産販売）
　10ｋｍ圏内送迎あり　　月額平均工賃　9，000円

事業所名 特定非営利活動法人歩実

植物工場 歩実

茨城県筑西市吉田641-16

0296-48-6001

茨城県筑西市吉田641-12

0296-48-6001

実施日時 利用者様の意見を反させた事業所年間カレン
ダーに準ずる　　9：00～15：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

事業所名

就労継続支援B型事業所 歩実



NO.9 NO.10

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 就労継続B型 就労移行支援 日中一時 種別

定員 12名 8名 定員

NO.11 NO.12

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別

定員 定員

就労継続A型

20名

実施日時 月火水木金　土は営業する場合あり
8：30～17：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　襖・障子張り替え　ネットショップ運営　施設内外軽作業　PC
業務
　利用者さん募集中　工賃時給８５１円　　令和２年度一般就労
実績２名

事業所名 株式会社スイッチ

スイッチ下館事業所

筑西市下中山561-25

0296-45-5095

0296-45-5096

就労継続B型

20名

実施日時 月曜日～金曜日
祭日営業　9時～16時

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　請負（内職）・シール貼り、ペン入れ
　送迎あり

ロメオ障害福祉サービス２号館

筑西市玉戸1353-8

0296-25-7711

0296-25-6699

事業所名 株式会社ケアプログレス

あやとりワーク筑西

茨城県筑西市下野殿1030-2

0296-54-5533

0296-45-4411

〇営業日　：月曜日～金曜日(土,日,祝日はお
休み)　その他 夏季、年末年始
〇営業時間：　10：00～14：00

平日（9：００～16：00）

筑西市玉戸1272－427

就労継続B型

30名

実施日時

事業所名 有限会社ロメオ

主な訓練又は作業内容・事業所PR

実施日時

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　タオルたたみ、ネジ梱包、組み込み、ペン組み立て、袋シール
貼

　農作業、清掃作業、外注様の内職、工芸品制作など
〇送迎あり
〇工賃は実作業時間に対し150円/H～
〇若干の空きあり

事業所名 有限会社ロメオ

ロメオ障害福祉サービス１号館

0296-48-7370

0296-48-7371



NO.13 NO.14

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別

定員 定員

NO.15 NO.16

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別 就労継続B型 特定相談支援

定員 定員 35名
実施日時 月～金曜日・8：30～17：15

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　カーテン部品組立、梱包用緩衝材作り、再生用樹脂製品の解
体、工業用箱拭き、農作物箱折り、精密機械用コネクター組立

個々に合った作業に取り組めるよう作業種類を多くしています。

実施日時 月曜日から金曜日　　　8：30～17：30

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　リサイクル　　農作業　　その他
　送迎は有り

事業所名 社会福祉法人　筑西市社会福祉協議会

まごころ

筑西市小林355

0296-22-3760

0296-25-5461

事業所名 社会福祉法人　あけの会

ふれあいの里中山園

筑西市寺上野834-6

0296-20-5800

0296-20-5810

就労継続A型

20名

実施日時 月曜日から金曜日、８:３０から１６:３０(軽作業
員の勤務時間は９:００から１４:１０)

主な訓練又は作業内容・事業所PR

施設内・外軽作業
　利用対象者は障害者手帳をお持ちの方です。現在若干の空
きがあります。送迎はしておりません。雇用契約を結びますの
で茨城県の最低賃金は保障いたします。去年の１月に開所しま
したが、企業実習を通して今現在２名の方が一般での就労をし
ております。

事業所名 合同会社アンドＭ

未来工房下館駅前

茨城県筑西市乙87武蔵屋ビル一階

0296-23-2001

0296-23-2002

就労継続A型

18名

実施日時 月曜日～金曜日　9：00～17：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　軽作業（シール貼り、ＰＣＲ検査キット袋詰め、フィルム貼り
等）、施設外（ホテル、工場の2か所あり）
　精神・知的・身体の方を受け入れています。今後更に作業内
容を増やしていく予定です。その人にあった作業を探していきま
す。まだ空きもありますので、お待ちしています。

事業所名 合同会社あか楽

就労継続支援Ａ型事業所　あか楽

筑西市二木成1470　アールスマンション1階

0296-47-6700

0296-47-6840

就労継続B型

30名



NO.17 NO.18

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別 就労継続B型 共同生活援助

定員 定員 20名 18名

NO.19 NO.20

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別

定員 定員

筑西市玉戸1018-35 玉戸モール内

0296-49-6225

0296-49-6386

実施日時 月曜〜土曜日　営業時間9:00〜18:00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

児童発達支援、放課後等デイサービス
・利用空きあり
・運動療育・学習支援

①売店
②弁当製造販売
③請負作業（ワッシャー掛け、部品組み立て、ネジの袋詰め等）
④自主製品（手作り布巾）

①主たる対象者：精神障がい者
②対象地域：筑西市、結城市、下妻市、桜川市
③登録者：13名（令和3年4月1日現在）
④平均作業工賃：月額9,275円（令和2年度実績）
⑤送迎：自宅から施設まで往復1時間以内の無料送迎あり。

就労継続B型

0296-48-9931

放課後等デイサービス

主な訓練又は作業内容・事業所PR

10名

実施日時 月曜日～金曜日　　9：00～16：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　軽作業
　グループホーム　男性１名空き・女性４名空き

事業所名 株式会社Infinite’Sky (インフィニット スカイ)

KidsRee（キッズリー）

事業所名 株式会社稲善

やまびこ作業所

筑西市下中山1149

２０名

実施日時 営業日：火曜から土曜日（8/13～8/16、12/29
～1/3、祝日を除く）
営業時間：8：30～16：30迄

合同会社ひまわりハウス

ひまわりハウス

事業所名

茨城県筑西市幸町三丁目31番2号　北棟１階

0296-54-6998

0296-54-6998

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　農作業、収穫
　今年は25種類以上の野菜を作りました。工賃アップ！まだ空
きあります。

特定非営利活動法人

天神の郷

筑西市木戸416-5

事業所名

0296-37-5755

実施日時 平日のみ　8：30～5：30

就労継続B型

20名



NO.21 NO.22

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別 施設入所 生活介護 共同生活援助

定員 定員 56名 105名 62名

種別 短期入所 日中一時 放課後等デイサービス

定員 4名 6名

NO.23 NO.24

住所 筑西市上平塚587－4 住所

TEL 0296－45－5057 TEL

FAX 0296－45－5075 FAX

種別 生活介護 就労継続B型 就労移行支援 種別 生活介護 日中一時

定員 60名 10名 6名 定員 30名
実施日時 月～金曜日　9：00～16：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　食事・排泄・入浴等日常生活の支援、クラフト作業、園芸作
業、機能訓練、音楽活動、創作活動等。
　対象利用者：知的障がい者　　サービス実施地域：筑西市、桜
川市、結城市　送迎有
　個々の要望、目標に叶った幅広い日中活動を提供していま
す。

筑西市茂田1740

0296-54-6720

事業所名 社会福祉法人　征峯会

ピアしらとり

0296-24-2078

主な訓練又は作業内容・事業所PR

株式会社

ドレミファソライズFC筑西

0296-45-5423

事業所名

事業所名 社会福祉法人　慶育会

つどい

0296-45-5422

　放課後等デイサービス：和太鼓活動、野菜の栽培・収穫体
験、ポニーとのふれあい活動等
　放デイについては4月オープンでまだまだ利用定員に空きが
あります。和太鼓等を通して心身機能の発達を促しつつ、協調
性を養っていきます。その他施設の資源を活用した収穫体験や
ポニーとのふれあい体験など普段体験できない活動を多数用
意しています。

放課後等デイサービス

茨城県筑西市甲281-1

実施日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

主な訓練又は作業内容・事業所PR

社会福祉法人　征峯会事業所名
障がい児・者通所支援センター　ライフサポートヒラソル

　生活介護：コンセプト「意思決定支援」午前中は4つの作業か
ら選択して活動し、その対価として施設内通貨を受けとり、午後
はその施設内通貨を使い、レクリエーションなどを楽しみます。
就労継続B型・就労移行：コンセプト「地域の役に立ちながら就
労を目指す」主にパン作りとクリーニング、除草や洗車などの外
作業の3つから適性に応じた作業をします。
　生活介護は20名くらいの空きがあります。
　就労継続B型の平均工賃は2万円です。
　就労移行の実績としてヨークベニマルへの就労があります。
全てのサービスで送迎をしています。現在、知的、身体、精神
の3障がいを受け入れています。

10名

実施日時 月曜～土曜　10時～19時　休業日　9時～18時
（月曜日は月最後の月曜のみ営業）

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　サッカー療育
　空きは全曜日あり、送迎は30～40分まで圏内

筑西市小塙861

0296-25-0833

0296-22-5973

実施日時 施設入所・短期入所・日中一時支援・GH：年中無休
生活介護：9:00～16:00（月曜日から金曜日）
放課後デイ：授業後15:00～18:00　長期休暇9:00～
17:00（月曜日から金曜日）



NO.25 NO.26

住所 住所 筑西市茂田1735-1

TEL TEL 0296-25-3430

FAX FAX 0296-25-3430

種別 種別 就労継続B型 就労移行支援 自立訓練

定員 定員 38名 6名 6名

種別 日中一時

定員 定員なし

NO.27 NO.28

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別 就労継続B型 共同生活援助

定員 定員 20名 15名

　移行支援・B型共に主に内職を行っております。今年度で４年
目を迎えた事業所です。移行支援・B型共にご自宅までの送迎
サービスがあります。過去に移行支援⇒一般就職、B型⇒A型
に就労された利用者様がおります。現在定員は満たせておりま
す。

0296-47-5888

実施日時

結城市結城13637

0296-47-5888

0296-35-6131

実施日時 月～金　９：００～１６：００　土日祝日休み（一部
開所の日あり）

主な訓練又は作業内容・事業所PR

就労継続B型

20名

障害福祉支援センターヴィラ結城

結城市上山川111

0296-35-6056

月～土　10：00～15：00（作業時間）

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　簡易加工（箱折り・小物部品加工・封筒折り、カード仕分け等）
　現在、紬の家あおやま　結城店では「魅力ある事業所」を目指
し、新たな取り組みに挑戦しております。今までは内職の仕事
のみであり工賃も低い現状でありましたが、男性向け作業とし
ての施設外作業、女性向け作業としての小物の制作・販売と
いった作業を今後取り入れ、同時に工賃の向上を目指していき
ます。実績としてはまだまだ浅い事業所ですが仕事の選択肢を
広げ、「働きたい」と思う魅力ある事業所を実現させていきま
す。

　現在当事業所においては身体・知的・精神　全てにおいて受
け入れが可能です。新しく小山にも事業所ができ小山店に異動
された利用者様もいらっしゃいますので、当事業所においても
利用定員に「空き」が出ております。３～５名は受け入れが可能
です。主に筑西・結城・一部小山地区の受け入れが可能です。
その他の地区も相談可です。送迎も無料で対応しております。

事業所名事業所名 合同会社青山

紬の家あおやま　結城店

事業所名 社会福祉法人　慶育会

白山成年館多機能型事業所りとれ

社会福祉法人　慶育会事業所名

筑西市茂田1758-2

0296-45-5066

0296-45-5066

生活介護

20名

実施日時

特定非営利活動法人セラヴィ

実施日時 平日（月～金曜日）　８：３０～１７：３０（サービス
提供時間　８：４５～１６：１５）

主な訓練又は作業内容・事業所PR

就労移行・・・ビジネスマナー、職場実習、作業訓練
自立訓練・・・必要に応じた訪問支援、生活に関する知識習得
（社会見学、調理等）
就労継続B型・・・作業訓練、機能訓練
　３事業とも作業は同じです。
　キャップ分別、委託作業（紙折り、緩衝材折り）、空き缶・ペット
ボトル
　分別、洗濯作業を行ってます。また、施設外作業として、豆腐
処理作業、農作業も実施。
　現在、３事業とも利用者の空きはあります。
就労移行以外は、市内を中心に送迎を行っています。（市内以
外については、要相談）

営業日は平日　月曜日～金曜日　営業時間　８
時半～１７時半
利用提供時間　９時～１６時

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　入浴・排泄及び食事の介助、洗濯及び掃除などの家事並び
に生活等に関する相談助言その他の日常生活上の支援・創作
的活動又は生産活動の機会の提供、健康管理、常用薬の管
理・服用・その他の個別リハビリ・身体機能または生活能力向
上のために行われる必要な援助をおこなっています。
　障害区分の重い方、身体機能や運動機能の低下がある方、
リハビリ等の提供が適している方々を主たる利用者像としてい
ます。空き状況は週５日希望の方１名、待ち人数は０名。送迎
は、片道３０分以内（要相談）で車椅子仕様車です。正看護師、
理学療法士、介護福祉士と知識を学んだスタッフが充実してお
り、専門性を生かしながら利用者の心身・身体状況を丁寧に把
握した上でサービスを提供しています。



NO.29 NO.30

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 就労継続B型 就労継続A型 就労移行支援 種別 就労継続B型 就労移行支援

定員 24名 10名 6名 定員 14名 6名

NO.31 NO.32

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 種別 生活介護 就労継続B型

定員 定員 6名 14名

　しいたけ栽培　建築資材梱包　青果検品梱包　玩具梱包等。
　3名程定員に余裕有　過去5年間毎年2名～5名一般就労移行
実績有。

社会福祉法人　結城市社会福祉協議会

結城市社会福祉協議会多機能型事業所

結城市大字小田林1166-1

0296-33-9700

0296-33-9701

結城市久保田1144

0296-45-5321

0296-45-5320

実施日時 365日年中無休　0955-1510

主な訓練又は作業内容・事業所PR

就労継続A型

20名

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　移行支援・B型共に主に内職を行っております。今年度で４年
目を迎えた事業所です。移行支援・B型共にご自宅までの送迎
サービスがあります。過去に移行支援⇒一般就職、B型⇒A型
に就労された利用者様がおります。現在定員は満たせておりま
す。

実施日時

事業所名 株式会社スマイル

スマイル

　就労継続Ａ型　印刷業務　　　就労継続Ｂ型　軽作業等
　就労継続Ｂ型を4月より10名増員しました。空き情報としまし
て、Ａ型8名、移行支援4名、Ｂ型3名です。また、令和2年度2
名・令和3年度1名の方が就労されてます。

実施日時

主な訓練又は作業内容・事業所PR

事業所名

結城市結城7201-1

0296-45-8168

0296-45-8169

(月)～(金)　　9：00～15：30

事業所名

茨城県結城市結城12121-1

0296-47-3214

0296-47-3215

月～金　８：３０～１７：３０

事業所名 一般社団法人地域自立サポートセンター

サポートセンターゆうき　ひまわり印刷工房

特定非営利活動法人あんびしゃす

ジョブライフＰＥＡＣＨ

実施日時 月曜日から金曜日　祝祭日及び年末年始（12
月29日から1月3日）を除く

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　花づくり事業（花苗の育苗・販売、前期：ｻﾙﾋﾞｱ・ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、
後期：ﾊﾟﾝｼﾞｰ・ﾋﾞｵﾗ）天然草木染事業（製造・販売）
　対象者：知的・身体・精神障害者（軽度の方）、空き情報：生活
１名、就労B：2名・送迎：有、工賃：月平均約1万弱



NO.33 NO.34

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 生活介護 就労継続B型 自立訓練 種別 施設入所 生活介護 短期入所

定員 30名 24名 6名 定員 50名 60名 5名

種別 共同生活援助 短期入所 日中一時 種別 日中一時

定員 38名 空床型 定員 5名

NO.35 NO.36

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 施設入所 生活介護 共同生活援助 種別 施設入所　障害児 施設入所　障害者 生活介護　成人寮

定員 40名 60名 4名 定員 30名 80名 100名

種別 短期入所 種別 生活介護　樹々 生活介護　つくし 共同生活援助

定員 2名+空床型 定員 30名 15名 50名

種別 短期入所　児童 短期入所　大人 日中一時

定員 6名 9名

0296－58－7871

事業所名 社会福祉法人　紫峰会

桜川市真壁町下谷貝1595-2

0296-55-0928

0296-55-0917

事業所名 社会福祉法人　上の原学園

上の原学園　福祉サポートセンター樹々

茨城県桜川市上野原地新田159-1

実施日時 日中９：００～１６：００、月～土。　　共同生活援
助6：00～22時、毎日。

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　生活介護は、内職作業・リハビリ活動他絵画音楽等文化活
動。就労B型は、ハンガー組み立て、岩塩選別、文房具組み立
て、外部事業作業、廃食油回収他リサイクル事業。パン製造販
売。
　　就労継続Ｂ型の「ばく」では、パン製造販売を行っており、2
万円から3万円の工賃を支給をしておりますが、現在5名の空き
があります。

0296-35-1330

指定障害者支援施設　桃香園

桜川市大国玉2513-10

0296－58－7870

事業所名事業所名 社会福祉法人　希望会

あすなろ園

茨城県結城市上山川202

社会福祉法人　恒徳会

実施日時 無休

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　主に身体障害者を対象とした日常生活の支援
　対象者は主に身体障害者　短期入所、通所生活介護に関し
ては送迎あり(条件により)

実施日時 施設入所　365日24H
生活介護　月～金　9：00～18：00

0296-75-2509

0296-75-2509

紫峰厚生園

実施日時 月曜日～金曜日　8:30～17:30　土曜日につい
ては事業所が決定した日に利用可能主な訓練又は作業内容・事業所PR

事業内容：日常生活及び夜間活動における支援、創作活動、ク
ラブ活動
　季節ごとの行事、利用者さんの希望による外出、旅行等
作業内容：野菜出荷用の段ボール箱折り、建設支障用防護管
洗浄作業
　入所の空きは現在ありませんが、生活介護、短期入所の空き
はあります。施設での送迎を行っていませんので保護者さんで
の送迎が必要となります。
　ゆとりある、穏やかなサービス提供という運営方針に沿って、
個々に合った支援を提供する事を心掛けています。

主な訓練又は作業内容・事業所PR

　生活介護:事業所により特色があります。上の原学園成人寮
では、野菜や花を栽培する活動や砂を袋に入れる受注作業を
行い、高齢の方や機能の低下がみられる方には情緒の安定を
図りながら身体機能向上に努める事を目的として機能訓練活
動を行っています。サポートセンター樹々でゃ、午前にバリ取り
等の内職活動や作業が難しい方はペグ刺し等の個別活動を行
い、午後はダンスや買い物学習等毎日楽しめる活動を計画し
ています。つくしでは、機能訓練の為の機器を設置し、高齢の
方や機能の低下がみられる方を対象として介護予防を目指し
た機能訓練的活動を行っています。車いすの方もご利用可能
です。
　送迎については、停留所形式で行っています。各事業にて形
態が異なりますので、ご利用の際にお問い合わせください。入
所施設では、空きがある場合もありますので、随時お問い合わ
せください。



NO.37 NO.38

住所 住所

TEL TEL

FAX FAX

種別 生活介護 就労継続B型 日中一時 種別

定員 12名 10名 定員

事業所名 社会福祉法人　桜川福祉会 事業所名 社会福祉法人　桜川市社会福祉協議会

さくらのおか 就労支援センター｢時計台｣

主な訓練又は作業内容・事業所PR 主な訓練又は作業内容・事業所PR

茨城県桜川市亀岡757-1 茨城県桜川市岩瀬1973-3

0296-70-8215 0296-75-1328

実施日時 国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までの
年末年始を除く月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時１５分

0296-70-8216

　創作活動やレクリエーション、作業活動（パンチ作業・組み立
作業等）等
　送迎無料（30圏内）、作業工賃支給

　花栽培、内職受注作業、運動指導（プール、ウォーキング
等）、外出活動　他
　対象（障害者）、空き有、送迎有、工賃（月10,000円程度）

就労継続B型

20名

実施日時 月、火、水、木、金（土日祝日除く）



NO.39 NO.40

住所 茨城県桜川市真壁町亀熊1464-1 住所 桜川市真壁町亀熊852

TEL 0296-55-4007 TEL 0296-54-2578

FAX 0296-55-4340 FAX 0296-54-2577

種別 施設入所 生活介護 就労継続B型 種別 施設入所 生活介護 共同生活援助

定員 40名 33名 27名 定員 50名 50名 19名

種別 短期入所 日中一時 移動支援 短期入所 日中一時

定員 空床型 2名 2名

①農業班
→お米の生産や畑での季節野菜、果物栽培、収穫、販売を
行っています。ご利用者様には、お米であれば田植えの準備
段階から携わっていただき、実際の田植えやその後の草取りな
ども行っていただいております。畑に関しては、野菜の苗植え
から草取り、収穫、品目によっては市場への出荷の仕事などに
も携わっていただき、農作業のやりがいを感じていただけるよう
日々支援を行っております。
②珈琲作業班
→昨年度から始まった作業班です。コーヒー豆の仕入れから焙
煎を専門のスタッフが行い、その後の豆の選別や軽量、ドリップ
パック作り、梱包までコーヒーを商品にするまでの工程にご利
用者様には携わっていただいております。
③パン作業班
→真壁町内に「溶岩窯パン工房マカパン」という店舗を構え、店
舗内で各種パンやピザ（土曜日限定品）、ラスク、フィナンシェ
やハイデザントなどの製菓まで、製造や販売、店舗内清掃まで
店舗にかかわるすべての業務に携わっていただいております。
④創作活動班
→楽しく充実した日中活動に参加したいというご要望のご利用
者様に対し、様々な創作活動や余暇活動、音楽などの文化的
な活動から、スポーツや身体機能維持のための運動、体操な
ど多岐にわたる活動プログラムを提供させていただいておりま
す。
⑤その他
→現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中断しており
ますが、工場や農場、病院の清掃など、施設外での作業、実習
がございます。
▼対象者：18歳以上の方
▼空き情報：施設入所に関しましては、若干の空きがございま
す。また生活介護、就労継続支援B型に関しましても空きがご
ざいますので、ぜひお問い合わせください。
▼送迎：要相談とはなりますが、送迎サービスを実施しておりま
すので、ご利用の際はご相談ください。
▼工賃：ご利用者様の作業状況により幅はございますが、数千
円から2万円強の方がいらっしゃいます。
▼就労実績：現在、新型コロナウイルスの影響があり昨年度か
ら今年度にかけて実績はございませんが、その前までは工場
やスーパー、介護保険施設、障害者支援施設などに就労して
いただくことができました。
▼その他
・当事業所の方針として、様々な形で働く場を提供させていただ
き、ご利用者様に働く喜びを感じていただくための支援の実現
及びご利用者様の高工賃の実現を目指して日々支援に取り組
ませていただいております。その中で近年、自主製品の製造、
販売に力を入れており、農業では自然栽培米「蝶とんぼ」を生
産し、消費者の方々に対し安心安全な農作物づくり目指してお
ります。またコーヒーやパン、製菓の製造も行っており、ご利用
者様の特性、強みを生かして様々な生産活動に取り組んでい
ただけるよう支援を行っております。
・創作活動班では、日々のプログラムに加えて、プロのインスト
ラクターによるオンライン体操なども行っており、楽しみながら
身体機能の維持向上のためのプログラムも提供させていただ
いております。

・創作活動～散歩、リズム体操、タオル体操、ダンス、制作活
動、季節行事。
・生産活動～屋外は野菜と果樹の栽培、植木剪定、除草、外注
作業、環境整備。室内はビニール製品のバリ取り、たたみ、検
品、シール貼りなどの室内内職作業。
・グループホームは３ホーム（男子２・女子１）。共同生活の中で
ルールやマナーを学び、各個人の生活の自立や助長を図りま
す。
・生活介護は創作活動と生産活動があります。創作活動は散
歩やリズム体操などの身体を動かす活動や個々の能力に応じ
たさまざまな活動を行い、心身の健康を図っています。生産活
動においては野菜の栽培から、剪定や除草などの環境整備ま
で幅広く活動する園芸作業班と内職作業を中心とした室内作業
班に分かれて活動しています。作業スキルのほか、あいさつや
規律など仕事に対しての基本的なスキルを身に付けます。同
法人の就労継続支援B型事業所である真壁授産学園へステッ
プアップしていく方もいらっしゃいます。作業工賃あり。通所送迎
あり（場所によっては要相談）。

※現在、新型コロナウイルス感染防止対策により、関係者以外
の方々の当事業所への来園はご遠慮いただいている状況で
す。そのため誠に申し訳ありませんが、今回の見学及び撮影に
おかれましても同様にご遠慮させていただきます。コロナ収束
後には見学再開予定です。（「事業所見学と動画公開はどちら
を希望しますか？」の項目はどちらも望みませんが、チェック表
が必須であった為、事業所見学にチェックを入れています。）
　他に打ち込む箇所がなかった為、こちらに記載させていただ
きました。ご了承ください。

実施日時 ▼営業日：月曜日～金曜日　※月によって土曜
日の営業もあり。
▼営業時間：９：００～１６：００
※現在新型コロナウイルス感染拡大により、営
業時間短縮措置として１５：００までとなっていま
す。

実施日時 ・施設入所、グループホーム、短期入所、日中
一時支援→毎日
・生活介護→月～金　9：00～16：00

主な訓練又は作業内容・事業所PR 主な訓練又は作業内容・事業所PR

事業所名 社会福祉法人　筑紫会 事業所名 社会福祉法人　筑紫会

真壁授産学園 真壁厚生学園


