
【訪問系のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 〒 住所 地区 電話

社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会 自立支援事業所 居宅介護 309-1611 笠間4364-2 笠間 0296-73-5650

社会福祉法人　尚生会
指定居宅介護支援事業所
介護センターかさま

居宅介護
重度訪問介護 309-1613 石井2253-1 笠間 0296-70-1331

社会福祉法人　木犀会 指定訪問介護事業所　ゆう

居宅介護
行動援護
同行援護
（移動支援）

309-1703 鯉淵6612-213 友部 0296-71-9002

セントケア茨城株式会社 セントケア友部 居宅介護 309-1717 八雲1-1-1
YNKﾋﾞﾙ2Ｆ 友部 0296-70-5631

ＮＰＯ　コスモス ＮＰＯ　コスモス 居宅介護
重度訪問介護 309-1716 湯崎1048-13 友部 0296-73-5541

有限会社　ともべ看護ケアセンター ケアライフ下郷 居宅介護 309-1703 鯉渕6526-432 岩間 0296-78-5659

株式会社ＡＤＡＣＨＩ福祉サポート ピアサポートともべ 居宅介護 319-0202 下郷4536-115 岩間 0299-57-6731

【日中活動系のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 〒 住所 電話

社会福祉法人城北福祉会 佐白の館 生活介護 309-1604 大渕524-1 笠間 0296-72-9346

社会福祉法人朝日会 愛の里 生活介護 309-1601 大橋12 笠間 0296-72-8131

有限会社　森田屋縫製 森田屋 就労継続支援Ｂ型 309-1613 石井444 笠間 0296-72-0704

特定非営利活動法人　ハイム ニコニコハウス 生活介護 309-1613 石井2075-2 笠間 0296-72-0446

株式会社　かつらぎ 就労支援センターかつらぎ 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 309-1611 笠間2764-3 笠間 0296-72-9369

株式会社Feeld リライブ 自立訓練（生活） 309-1611 笠間1593-1 笠間 0296-72-1102

合同会社キラリ ひげのＤｅｌｉ 就労継続支援Ａ型 309-1611 笠間市笠間1090-3 笠間 0296-71-4475

地域活動センター「光
（koo）」

生活介護
自立訓練（生活）

笠間焼工房「陽（yoo）」 就労継続支援Ｂ型

障害者支援事業所　さくら 生活介護 309-1614 寺崎161-1 笠間 0296-73-5507

ひまわり館 生活介護 309-1703 鯉淵6271-25 友部 0296-71-3133

茨城福祉工場 就労継続支援Ａ型 309-1703 鯉淵6550 友部 0296-77-8155

あいふぁーむ茨城 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 309-1717 旭町153-4 友部 0296-77-8505

渡辺福祉サポート株式会社 障害者日中活動支援センター 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 309-1703 鯉淵6342-29 友部 0296-78-5105

特定非営利活動法人
茨城自立支援センター ともにーアレス 就労継続支援Ａ型 309-1717 旭町字旭崎550-1 友部 029-291-4154

特定非営利活動法人
茨城依存症回復支援協会 自立支援センターこいぶち 就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活） 309-1703 鯉淵6266-63 友部 0296-78-5287

株式会社DCL チャレンジ 就労継続支援Ｂ型 309-1705 東平2-6-3 友部 0296-71-7716

株式会社DCLF ネクスト 就労継続支援Ｂ型 309-1717 旭町468-30 友部 0296-71-5755

特定非営利活動法人　双葉園 双葉園 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 309-1714 仁古田1135-1 友部 0296-73-5511

医療法人社団　聖嶺会 かさま障がい者サポートセンター 自立訓練（機能） 309-1736 八雲2-12-14 友部 0296-77-7211

特定非営利活動法人　たくみ ひばり 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 309-1705 東平2-14-35

YKﾋﾞﾙ1F102号 友部 0296-73-5581

笠間市障害者福祉センター
「たけのこ」

就労継続支援Ｂ型 309-1704 美原3-2-11 友部 0296-77-0730

笠間市障害者福祉センター
「あおぞら」

就労継続支援Ｂ型 319-0202 下郷5139-1 岩間 0299-45-7889

社会福祉法人やまびこの里福祉会 かしの木　笠間 就労継続支援Ｂ型 319-0206 安居3140 岩間 0299-45-6001

特定非営利活動法人　喜友会 スマイル笠間かがやき 就労移行支援
就労継続支援Ｂ型 319-0208 市野谷911 岩間 029-251-5882

株式会社ＡＤＡＣＨＩ福祉サポート 就労支援センターともべ 就労継続支援Ｂ型 319-0202 下郷4536-115 岩間 0299-57-6731

㈱茨城プラネッツ福祉センター self-a・プラネッツ友部 就労継続支援Ａ型 309-1705 東平2-12-2
Ｆ/Ｋビル３階 友部 0296-71-7303

㈱八重櫻 障がい者生活介護あゆむ 生活介護 309-1706 鴻巣136-1 友部

有限会社　ともべ看護ケアセンター デイサービスともべケアセンター 生活介護 309-1703 鯉渕6526-432 友部 0296-71-9638

　笠間市内　障害福祉サービス事業所一覧【サービス毎】

高次脳機能

依存症患者

社会福祉法人光風会 309-1616 赤坂17-6 笠間 0296-71-4416

社会福祉法人　木犀会

社会福祉法人自立奉仕会

社会福祉法人
笠間市社会福祉協議会



　笠間市内　障害福祉サービス事業所一覧【サービス毎】

【居宅系のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 〒 住所 電話

佐白の館 施設入所支援
短期入所 大渕524-1

グループホーム花風 共同生活援助 大渕405-1

施設入所支援
短期入所

共同生活援助

株式会社　かつらぎ
障がい者グループホーム
かつらぎホーム

共同生活援助 309-1611 笠間2764-3 笠間 0296-72-9369

株式会社Feeld レリーフ 共同生活援助 309-1611 笠間市笠間1593-1 笠間 0296-72-1102

社会福祉法人光風会 グループホーム「颯（soo）」 共同生活援助 309-1611 笠間1550-1 笠間 0296-71-4416

ケアホーム　かさま 共同生活援助 309-1614 寺崎161-1 笠間 0296-73-5508

ケアホームクローバーともべ 共同生活援助 309-1703 鯉淵6266-143 友部 029-212-8324

渡辺福祉サポート株式会社 渡辺福祉サポートセンター 共同生活援助 309-1703 鯉淵6342-29 友部 0296-78-5105

特定非営利活動法人
茨城依存症回復支援協会 ビレッジダッシュ 共同生活援助 309-1703 鯉淵6266-63 友部 0296-78-5287

合同会社　たねの声 グループホーム　うたた寝 共同生活援助 309-1738 大田町215-37 友部 0296-77-2932

特定非営利活動法人
茨城自立支援センター グループホーム　ともにーの家 共同生活援助 309-1717 旭町545-7 友部 029-291-4154

社会福祉法人やまびこの里福祉会 グループホーム　かしの木 共同生活援助 319-0206 安居3140 岩間 0299-45-6001

株式会社ＡＤＡＣＨＩ福祉サポート グループホームともべ 共同生活援助 319-0202 下郷4536-115 岩間 0299-57-6731

【児童のサービス】
法人名 事業所名 サービス名 身 知 精 難 児 〒 住所 電話

社会福祉法人　木犀会 ひまわりキッズ館 放課後等デイサービス 309-1703 鯉淵6271-25 友部 0296-71-3133

特定非営利活動法人　たくみ ひばりキッズ 放課後等デイサービス 309-1705 東平2-14-35
YKﾋﾞﾙ1F102号 友部 0296-73-5581

特定非営利活動法人　双葉園 双葉園 放課後等デイサービス 309-1714 仁古田1135-1 友部 0296-73-5511

こどもプラス笠間教室 児童発達支援
放課後等デイサービス 309-1722 平町1927 友部 0296-71-2545

こどもプラス笠間きっず 児童発達支援
放課後等デイサービス 309-1611 笠間1773 笠間 0296-70-0007

一般社団法人アットホームパル アクティブパル 児童発達支援
放課後等デイサービス 309-1736 八雲1-1-1

YNKﾋﾞﾙ2Ｆ 友部 0296-73-6733

特定非営利活動法人　瑞享会 はばたき学園　笠間 放課後等デイサービス 309-1732 中市原1350 友部 0296-73-5107

笠間市 笠間市児童発達支援事業所「まろん」 児童発達支援
保育所等訪問支援 309-1704 美原三丁目2-11 友部 0296-73-4721

㈱茨城プラネッツ福祉センター アストロ友部 放課後等デイサービス 309-1705 東平2-12-2
F/Kビル２階 友部 0296-71-7308

児童発達支援あていんぷらすわん 児童発達支援 319-0202 下郷4148-1 岩間 0299-56-7731

あていんぷらすわん 児童発達支援
放課後等デイサービス 319-0209 泉1572-3 岩間 0299-57-1394

一般社団法人　クオリティ・オブ・ライフ クオリティ・オブ・ライフ　岩間支援教室 児童発達支援
放課後等デイサービス 319-0203 吉岡252-1 岩間 029-957-2563

高次脳機能

依存症患者
（精神）

社会福祉法人城北福祉会 309-1604 笠間 0296-72-9346

社会福祉法人朝日会 愛の里 309-1601 大橋12 笠間 0296-72-8131

社会福祉法人　木犀会

株式会社サンクチュアリ

合同会社　健幸


