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 【事業所概要】
☆事業開始　　　　　平成３０年１０月１日

☆職員配置　　　　　相談支援専門員　４名

☆対象者　　　　 　　どの障がいに関わらず、障がいのある方や、そのご家族からの相談に応じます

２．地域の相談支援体制の強化の取り組み

３．地域移行、地域定着の促進の取り組み

４．権利擁護、虐待の防止の取り組み

５．協議会運営の取り組み

１．総合的、専門的な相談支援の実践

※基幹相談支援センターではサービス等利用計画
は作成しておりません

令和２年７月１日現在

　　　　　【事業所の特性等】
小山市障がい児者基幹相談支援センター
は、小山市にお住いの障がいを持つ方や
そのご家族の為の相談窓口です。　生活
の中での困り事や悩み事があった時に
は、お気軽にご相談下さい。来所やお電
話での相談のほか、ご自宅等へお伺いす
る事もできます。またFAXやメールでの相
談も受け付けています。
尚、サービス利用のための「サービス等
利用計画」は作成しておりませんのでご
注意ください。

※施設写真（外観）
カラーの写真のほうが目立ちます

【基幹相談支援センター】

小山市障がい児者基幹相談支援センター

小山市中央町２－２－２１

小山市保健福祉センター内（１階）

ＴＥＬ/ＦＡＸ　０２８５－２３－５０５０

E-mail  oyamakikansoudan@gaea.ocn.ne.jp

〒３２３－００２３

☆事業実施エリア　小山市全域

☆費用　　　　　　　　相談にかかる費用は無料です

☆活動内容等

☆営業日/時間　   月曜日から金曜日（午前８：３０～午後５：１５　年末年始祝祭日を除く）



指定障害児相談支援、指定特定相談支援

♪お子さまの日常生活全般に関する相談をします

♪地域の障害福祉サービス事業所等の情報提供をします

9：00～16：30

☆サービス内容

☆活動内容

【事業所の特性等】

お子さま、保護者の方に寄り添い、適切な支援を受けられ
るよう、共に考えながら相談、計画作成等行っています。

地域と協働し、お子さまの社会参加を支援していけるよ
う、相談支援を行ってまいります。

♪支援利用計画の作成及び評価をします

♪訪問による継続的なモニタリングをします

♪その他必要な支援、相談、助言を行います

☆サービス提供時間

☆事業実施エリア 小山市、下野市の全域

9：00～17：00

【事業所概要】

☆事業開始 平成24年11月1日

☆職員配置 相談支援専門員　4名（常勤専従１名・常勤１名・非常勤２名）

　特定非営利活動法人発達支援飛翔のもり
　指定相談支援事業所フリージア

　〒323-0012　小山市羽川925-4

　　電話　　0285-39-6012

　　FAX　　0285-39-6018

　　E-mail　furijia@jeans.ocn.ne.jp

　　HP　 　 http://www.rizumuen.com/

【相談支援事業所】

令和２年７月１日現在

☆対象者 障がい児、知的障がい者、精神障がい者・身体障がい者等

☆営業日・時間 月曜日～土曜日（祝祭日、年末年始を除く）

◆電車



【指定特定相談支援事業所】

　特定非営利活動法人　小山そよかぜ

小山すずらん
　

〒３２３－００２６
小山市本郷町２－８－２１

ＴＥＬ　０２８５－３７－６６７２
FAX　０２８５－３７－７１１３

メールアドレス
oyamasuzuran@d011.dant2.jp

令和２年７月１日現在

【事業所概要】
■事業開始　　　平成26年6月1日
■職員配置　　　相談支援専門員3名（男性1名、女性2名）非常勤を含む
■対象者　　　　精神障害者および知的障害者　（18歳以上）
■営業日　　　　月・火・水・金・土　（木・日・祝日は休み）
■時間　　　　　９：００～１６：００
■事業実施エリア　小山市および近隣地区
■サービス内容　・相談による支援
　　　　　　　　・福祉サービスの紹介、施設紹介・見学
　　　　　　　　・福祉サービスの利用にあたってのサービス利用計画の作成
　　　　　　　　・定期的なサービスの見直し、定期的な面談の実施

■費用　　　　　相談・計画作成　無料

【事業所の特性等】
当事業所では、障がいのある方のニーズや悩
みを聞き取り、一人ひとりに適した障がい福
祉サービス等の利用についてのご案内をして
います。
また、他事業所（居宅サービス・就労系サー
ビス）の利用に関しても、紹介、見学、支援
計画の作成を行っています。
小山市在住者への支援が中心ですが、近隣地
区在住者への支援も行いますので、お気軽に

お問い合わせください。



●費　用　　  　　利用料：厚生労働大臣が定める額
●提供地域  　　小山市（通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もあります）

【事業所特性】

障がい福祉サービスの利用や余暇活動、
日常生活などの相談に応じ、障がいを問わ
ず福祉サービスを利用したい方のサービス
等利用計画の作成を行います。ご希望の
方は事業所へ連絡頂き来所での相談を承
ります。来所が難しい場合にはご自宅へ訪
問させていただく事も出来ます。いつでも
お気軽にご相談ください。

　　　　　　　　　　 ２．サービス利用計画作成後の便宜の供与

　　　　             の事業者等との連絡調整を行います。また福祉サービス等の実施状況や利用
                     サービス利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、福祉サービス等

　　　　　　　　　　 者の状況について定期的に再評価を行い、サービス利用計画の変更、支給決
　　　　　　　　　　 定の更新申請等に必要な援助を行います。

※地図

令和２年７月１日現在

【指定特定相談支援事業】

【指定一般相談支援事業】
 

サンフラワーライフ
〒３２３－０８０８　小山市大字出井２１５１－１１

ＴＥＬ：０２８５－２２－３７－８１９５
ＦＡＸ：０２８５－３７－９９０６

ＭＡＩＬ：　sunflower@sensinkai.or.jp
ＨＰ：　http//www.sensinkai.or.jp/
　　　　　　ご連絡：午前９時～午後６時

※施設写真（外観）

　　　　　           総合的かつ効率的に提供されるよう配慮してサービス利用計画を作成します。

※小山市障がい児者基幹相談支援センター１名出向、下野市障がい者相談支援センター１名

【事業所概要】
●事業開始　　　平成１４年１０月1日
●職員配置　　　４名（管理者１名、相談支援専門員３名）

●サービス内容　指定特定相談支援　指定一般相談支援
●活動内容　　　１．サービス等利用計画の作成
                     利用者様のご家庭を訪問して、利用者様の心身状況、その置かれている環境
　　　　　　　　　　 等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、

●対 象 者 　　　障がいの種別に関わりなくご相談に応じます
●営 業 日　 　　月曜日から金曜日（夏季、冬季休業あり）
●実施時間  　　午前９：００～午後６：００



令和２年７月1日現在

【事業種別名】

　

相談支援事業所　いっきゅう

〒323-0808　小山市出井759-24

電話　0285-22-4126

ＦＡＸ　0285-25-5155

※施設写真（外観）

カラーの写真のほうが目立ちま

す

　　　　　　　  【事業所概要】
　

☆事業開始　　平成27年5月

☆対象　　　　障害の種別や年齢等に関わりなくご相談に応じます

☆営業日　　　月～金曜日　　９時～1７時

☆業務内容　　総合的な相談支援業務

　　　　　　　地域のネットワークづくり　　　等

【事業所の特性等】

　福祉サービスの説明や日常生

活の困り事・悩み事など様々な相

談をお受けします。

　常に本人に寄り添い、関係機関

と連携し、丁寧な支援を行いま

す。

※地図

い

っ



　[法人名]

　[住所]

　[電話]

　[FAX]

　福祉サービスを利用される方に対し、サービス等利用計

画、および障害児支援利用計画を作成します。また、定期

的に振り返り（モニタリング）を行い、必要に応じて計画

の変更や、関係機関との調整を行います。

　

　将来の目標や、抱えている困り事は、1人1人異なるた

め、関係機関と連携しながら、丁寧な対応を心がけており

ます。ご本人やご家族様が、安心していきいきと生活でき

るよう、支援させて頂きます。

モニタリング、関係機関との連絡・調整

【地図】

　☆活動内容等
サービス等利用計画、および障害児支援利用計画の作成

小山市、下野市

　☆費用
 ただし法人内規定により、事業実施エリア外への訪問時は、交通費を頂く場合があります

障害児通所支援を利用される方（障害児）

【事業所の特性等】

　☆職員配置

　☆対象者

　☆営業日・時間

相談支援専門員３名（精神保健福祉士、社会福祉士等　／男性１：女性２）

障害福祉サービスを利用される方（障害者）

月曜日～土曜日　9:00～17:30

0285-20-0282

令和２年７月1日現在

無料（自己負担なし）

【指定特定相談支援事業所】

【指定障害児相談支援事業所】

【指定一般相談支援事業所】

相談支援事業所おやま

医療法人　朝日会

〒323-0014　小山市喜沢660

0285-22-1198

 【事業所概要】

 ただし祝日、および8月15日、10月12日（法人創立記念日）、12月30日～1月3日を除く

　☆事業開始

　☆事業実施エリア

平成18年10月1日

管理者1名



の作成及び個別支援計画書を作成していきます。

事業所の特性等

　当事業所は、障がい児・者が地域で自立した

生活を営むことのできるよう本人のニーズに寄り

添い様々な情報提供を初め、自己決定に必要な

提案、助言、支援を行い、サービス等利用計画

丁寧な支援を行っていきます。

　常に本人に寄り添い、各関係機関と連携し、

　また、当事業所は小山市社会福祉協議会が設置

ようお願いいたします。

利用計画がありましたなら、ご利用いただけます

発達支援、放課後等デイサービス及び訪問介護の

しておりますので、サービス利用計画の中で児童

■事業開始 ■職員配置　相談支援専門員１名（女性）

　平成２７年４月

 　障がい児・者（障がいの種別や年齢等に関わりなくご相談に応じます）

 　月～金曜日　　８時３０分～１７時１５分

 　日常生活全般に関する相談、福祉サービス等の情報提供、サービス利用計画の作成等

事 業 所 概 要

■対象

■営業日時

■内 容

令和２年７月１日現在

相談支援事業所

さくら

〒323-0827　　小山市神鳥谷９３１番地３

　　　　電話　　０２８５－２２－９５６９

　　　　ＦＡＸ　０２８５－２２－２９４０



　　　　　 〒３２９－０２０５　　小山市間々田７５０－１

              　 TEL   ０２８５－４５－７１９９

                 FAX   ０２８５－４５－８４３７

                 Mail   ittosya@gamma.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 業 概 要

　■事業開始　平成２６年８月

　■職員配置　管理者(兼務)　相談支援専門員　　

　■対象　障害のある方、そのご家族のご相談に応じます。

　■営業日　月～金曜日　　　　■営業時間　８：３０～１６：３０

　■業務内容　基本相談、計画相談支援等

 　　基本相談

　　　障害福祉に関する様々な内容について相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。

　　　また、市町村や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。

　　計画相談支援

　　　障害のある方のご希望を伺いながらサービス等利用計画案を作成します。支給決定後に福祉

　　サービス事業者等との会議や連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成します。

　　その後、定期的にサービスの利用状況等を伺い、変更が必要な場合にはサービス等利用計画

　　の改善を行います。

　　　　　　　　　　　　　事業所の特性等

　 相談支援事業所「すまいる」では相談支援専門員が、

  障害のある方、そのご家族の日常生活上の相談、福祉

  サービス利用相談をお受けしております。

  日常生活についてのお困りごと、悩み、福祉サービス

  利用について等のご相談について親身に伺い、ご希望

  の生活の実現に向けて支援していきます。

  お気軽にご連絡ください。

社会福祉法人　　彰義重政会

【 相談支援事業所　すまいる 】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   令和２年７月１日現在



1）サービス等利用計画の作成

対象　　　身体障害児者、知的障害児者、

サービス提供地域

2）モニタリング

営業日 　月～土曜日　（日・祝日と年末年始

サービス提供時間

E-mail　soudanmidori@kohnan-hp.jp

事業所の特性

※地図

当事業所は、病院・介護老人保健施設・有料

老人ホーム等を併設しています。地域で暮ら

す事を支援し生活できる様に体制を整えてい

くお手伝いが出来ると考えています。ご利用

者さんと一緒に相談しながら計画を立ててい

きます。

事業所概要

事業開始　平成２６年　７月　１日 活動内容

支援目標に対しての進捗状況を確認するととも

に必要に応じて計画の見直しを行います。ま

た、その結果に基づき、計画の変更や関係者と

の連絡調整・情報交換等を実施します。

                 １２月３０日～１月３日まで休業）

午前8時30分から午後５時30分まで

令和2年7月1日現在

職員配置　管理者　兼　相談支援専門員　１名

　           
利用者本人やご家族の来所による面談または訪

問を行い、心身の状況や生活環境を理解したう

えで、福祉サービス等が 総合的かつ効率的な提

供をされるよう配慮した サービス等利用計画を

作成します。

 精神障害児者

              小山市、野木町、栃木市、結城市

【相談支援事業所】
お気軽にお問い合わせください。

・家で介護を受けたい。

・どうしていいかわからないで悩んでい

る。

・外出に付き添ってほしい。

・学校卒業後の支援を知りたい。

・福祉制度で何が利用できるの？

医療法人　光風会

相談支援事業所　みどり
〒329-0214　栃木県小山市乙女795

　（介護老人保健施設晃南内）
電話080-1382-0528
FAX　0285-45-8291

相談支援事

業所みどり



令和２年７月１日現在

【相談支援事業所】

相談支援事業所わくわくおやま

医療法人アスムス

〒323-0022　小山市駅東通り３－９－６

ＴＥＬ　０２８５－２４－６５７５

　ＦＡＸ　０２８５－２０－０２５５

ホームページ：www.asmss.jp

※施設写真（外観）

カラーの写真のほうが目立ちま

す

 　　　　　　　　　【事業所概要】

☆事業開始　　　　　平成２６年４月

☆職員配置　　　　　相談支援専門員　１名

☆対象　　　　　　　身体・知的・精神障がい者　　障がい児

☆サービス内容　　　指定特定相談支援・指定障がい児相談支援

☆事業実施エリア　　小山市　　　（※エリア外については要相談　）

☆営業日・時間　　　月～金曜日　８時３０分～１７時３０分

　　　　（８月１4日～８月１７日、１２月２９日～１月３日、祝祭日を除く）

　　【事業所の特性等】
医療法人アスムスでは、30年前から病気や障がいが

あっても充実した人生がおくれるよう、自宅で療養す

る方々へ訪問診療・訪問看護をおこなっています。

医療機関、関連事業所との連携をはかり、利用者や家

族に寄り添った相談支援業務をおこないます。

訪問看護ステーションに併設されており、医療依存の

高い方の相談にも対応します。また、認定栄養ケアス

テーションで訪問栄養指導を始めましたので食支援も

合わせて行えます。

年齢、性別や疾病、障がいを問わずご相談ください。

※地図



令和2年7月1日現在

【指定特定相談支援事業所】
　　ソーシャルファーム小山
　　　　相談支援センター
　〒323-0807　小山市城東2-8-19
　TEL：0285-39-6270
　FAX：0285-39-6271
　E-mail：sfoyama-info@kyoudou.net

※施設写真（外観）

カラーの写真のほうが目立ちま

す

 

 事業所概要

■ 事業開始日：平成28年4月

■ 職員配置： 1 名 （相談支援専門員・社会福祉士）

■ 対象：お子さんの療育を希望される方、福祉サービスの利用を希望さ

れている障がいをお持ちの方。

■ 開所日：月曜日～金曜日（祝日も開所）　８：３０～１７：３０

■ 業務内容：サービス等利用計画の作成に加え、障害を持つ方が安心し

て地域で暮らせるよう相談支援対応等を行います。

事業所の特性等

　ソーシャルファーム小山相談支援センターでは、障害福祉

サービスの利用を希望される方、お子さんの療育を希望され

る方を対象に相談支援事業を行っています。

　指定特定相談支援事業では、利用したいサービスや事業所

選定の相談、サービス等利用計画の作成、見直し（モニタリ

ング）を行います。

　おひとりおひとりが自分に合ったサービスを受け、地域で

安心して生活するお手伝いができるよう関係機関と連携して

相談支援を行っています。

※地図



令和２年７月１日現在

【指定特定相談支援事業所】

友井タクシー介護ステーションふれあい

〒323－0025　小山市城山町2-12-25

電話　0285-30-0840　　Ｆａｘ　0285-30-0844

ＨＰ　http://www.tomoi.jp/

事業所概要

■事業開始　　　　平成２４年８月
■職員配置　相談支援専門員２名
■対象　　　福祉サービスを利用または利用しようとしている方

■営業日　　月～金曜日　９：００～１８：００

■業務内容　サービス利用計画の作成・利用者の生活全般に係る　

　　　　　　相談業務



ハーヴェストウォーク

　Ｒ４ 新４
ＢＰ

　　　至小山駅

■実施エリア　小山市、下野市、上三川町、野木町、茨城県結城市、筑西市、古河市

【事業所の特性】

　　　　　　　　　モニタリング、「サービス等利用計画」の見直し
〇その他の活動　　各サービス提供事業所、医療機関、行政等との連絡調整会議の開催

〇相談支援　　　　障害者やその家族等からの障害福祉サービスの利用や生活等に関する一般的な

　　イオン小山店

高岳街道　　至東京

　　　　　　※ 当事業所は、栃木県「いちごハートねっと事業」の会員施設です。
　　　　　　　 地域の生活のしづらさを抱える人に対応する『おこまり福祉相談窓口』を設置し、
　　　　　　　 どのようなご相談にも丁寧に応じます。

　　　　　　　　　相談支援

【事業所概要】

【指定特定相談支援事業所】

E-mail:tsumugi@bird.ocn.ne.jp

ＴＥＬ／ＦＡＸ　0285－25－8111

〒323－0811　栃木県小山市犬塚87－7

ライフサポートセンターきぬ

社会福祉法人つむぎ

令和2年7月1日現在

　 障害のある方やそのご家族からの相談に丁寧

 に応じ、ご要望や意向に沿った計画相談支援を

■営業日・時間　月曜日～金曜日　8：00～17：00
　　　　　　　　　　　　（ただし国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。）

　　　　　　　　　　　　（上記以外の地域の方は要相談）

■対象者　知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者

■事業開始　平成26年1月

■職員配置　管理者１名、相談支援専門員2名

【活動内容等】

■費用　厚生労働大臣の定める額

 し、質の高いサービス提供に努めます。

〇計画書等作成　　障害福祉サービス利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成と、利用後の

 行っています。

 　ご利用者様が、常に自分らしく、いきいきと

 地域で生活していけるよう、各関係機関と連携 つむぎの郷

ライフサポート

センターきぬ



令和2年7月1日現在

社会福祉法人パステル

ライフサポートセンター
ゆいねっと

住所　小山市乙女６２５－２
TEL　0285-39-6088   FAX　0285-39-6188

E-mail　info@fukushi-pastel.jp

※施設写真（外観）

カラーの写真のほうが目立ちま

す

 　　　　　　　　　【事業所概要】
☆事業開始　平成２6年２月
☆職員配置　管理者・相談支援専門員（4名）
☆対象者　知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児など
☆営業日　時間　月曜日～土曜日　８：３０～１７：３０
☆事業実施エリア
　　小山市、野木町、栃木市、古河市（その他の地域）
☆サービス内容
　・指定一般相談支援　　・指定特定相談支援
　・指定障害児相談支援
☆費用
　　利用料：厚生労働大臣が定める額

　　【事業所の特性等】
１ ～ひとりで悩まないで～
１
障害をお持ちの方の相談をお受けし、地域
でも安心した生活が送れるよう、日々の相
談業務を行っています。気軽に話のできる
関係の中で、皆さまの気持に寄り添いなが
ら、より良い生活に向けたサポートができ
るように取り組んでいきます。
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令和 2年7月1日現在

　

社会福祉法人ソフィア会

【相談支援事業所・ライフサポートゆめ】
　

〒323-0015　小山市三拝川岸127-1

TEL・FAX　　　0285-37-6123

Email：　 able_net@navy.plala.or.jp

　

        　【事業所の特性等】

障がい者の自立や社会参加を支援するため、ま
た、障がいのある方、そのご家族のために困って
いることの相談や福祉サービスの利用方法、必
要な情報提供を行います。
施設利用のためのサービス等利用計画の作成を
行います。

※施設写真（外観）
カラーの写真のほうが目立ちます

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【事業所概要】

　 ・事業開始　　     2009年　 4月　おはようの家開所
　　　　　　　　　　      2010年　 生活介護事業開設
　                          2015年　 2月　相談支援事業所　「ライフサポートゆめ」開設
　
　 ・職員配置　　　   相談支援専門員  常勤1名　非常勤1名
　
　 ・対象者　　 　    　障がいのある方が対象になります。

　 ・開所日　　 　　    月～金曜日　第一土曜日（祭日はお休み）　　8時30分～17時30分

 　・事業実施エリア　小山市・その他近隣地区

　 ・サービス内容　　 福祉サービス利用開始の相談、施設紹介、見学、サービス等利用計画の作成
など

　 ・費用　　　　　       無料

※地図


