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事業所名 いきいきケアセンター ヨシタワールド介護事業部 事業所名 ヘルパーステーションシャローム ＳＯＭＰＯケア須賀川訪問介護

法人名 特定非営利活動法人ふくしま共生センター 有限会社ヨシタワールド 法人名 有限会社パブリック ＳＯＭＰＯケア株式会社

連絡先 0248-94-8155 0248-73-4909 連絡先 0248-94-5375 0248-63-7101

住所 須賀川市雨田字富岡57 須賀川市山寺道89-2 住所 須賀川市諏訪町9 須賀川市茶畑町6番地鴫原貸店舗 1号

サービス名 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 居宅介護、重度訪問介護、同行援護 サービス名 居宅介護、重度訪問介護 居宅介護、重度訪問介護

サービス内容 身体介護、生活援助 身体介護、生活援助 サービス内容 身体介護、生活援助 身体介護、生活援助

サービス提供地域 須賀川市、郡山市、石川町 須賀川市、鏡石町 サービス提供地域 須賀川市、鏡石町、安積町、玉川村 須賀川市、鏡石町、天栄村、郡山市、矢吹町

主な対象者 身体、知的、精神 身体 主な対象者 身体、知的、精神 身体、知的、精神

特記事項 喀痰吸引可能。
心と心がふれあうあたたかい介護を目指して

います。
特記事項

男性ヘルパー3名により幅広いｻｰﾋﾞｽ対応可

能。介護ﾀｸｼｰ事業の併設。急な通院等も対応

可能。

年齢層が幅広く、様々なご利用者様に対応が

できます。移動支援事業とも併せてご利用で

きます。

事業所名 ヘルパーステーションハッピー福島 須賀川市社会福祉協議会訪問介護事業所 事業所名 サポートセンタープラスワン あいケアサービス

法人名 ニューワーク情報サービス有限会社 社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会 法人名 合同会社プラスワン 有限会社美里建設

連絡先 0248-72-4045 0248-88-8213 連絡先 須賀川市丸田町272 0248-79-1335

住所 須賀川市陣場町41 須賀川市茶畑町71 住所 0248-94-8860 須賀川市雨田字愛宕前122

サービス名 居宅介護、重度訪問介護 居宅介護、同行援護 サービス名 居宅介護、同行援護 居宅介護

サービス内容 身体介護、生活援助 身体介護、生活援助 サービス内容 身体介護、生活援助 身体介護、生活援助

サービス提供地域 須賀川市、岩瀬郡、玉川村 須賀川市 サービス提供地域 須賀川市 須賀川市、鏡石町、玉川村

主な対象者 身体、知的、精神 身体、知的、精神 主な対象者 身体、知的、精神 身体、知的、精神

特記事項

月1回の定例会議を開催し情報交換、共有、技

術研修を行いスキルアップに取り組んでいま

す。

精神疾患をお持ちの方や男性利用者様の場

合、ヘルパー2人で対応することがあります。
特記事項

障がい者、高齢者のヘルパー事業を行ってい

ます。特に視覚障がい者のご相談が多いで

す。

心身の特性を踏まえて、能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるようサービスを

実施しております。
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【居宅系サービス】



事業所名 鏡石ヘルパーステーション 天栄村ホームヘルパーステーション 事業所名 ニチイケアセンター西川 ニチイケアセンター須賀川

法人名 社会福祉法人鏡石町社会福祉協議会 社会福祉法人天栄村社会福祉協議会 法人名 ニチイ学館 ニチイ学館

連絡先 0248-62-2106 0248-82-2836 連絡先 0248-63-7553 0248-63-1711

住所 鏡石町旭町161 天栄村下松本字富士見山15-1 住所 須賀川市新町111 須賀川市塚田13-1　ヨネクラビル2階

サービス名 居宅介護 居宅介護 サービス名 居宅介護、重度訪問介護 訪問入浴

サービス内容 身体介護、生活援助 身体介護、生活援助 サービス内容 身体介護、生活援助 訪問入浴の支援者による入浴支援

サービス提供地域 鏡石町 須賀川市、鏡石町、天栄村 サービス提供地域 須賀川市、鏡石町、天栄村、郡山市（田村町） 須賀川市、鏡石町、天栄村、郡山市

主な対象者 身体、知的、精神 身体、知的、精神 主な対象者 身体、知的、精神 身体

特記事項
住み慣れた自宅で安心して暮らせるよう支援

をしております。

利用者様がご自宅で安全・安心に生活できる

ように支援をしております。
特記事項

利用者様のお話を傾聴し、寄り添った支援を

心掛けています。

利用者様一人一人に寄り添った支援を心掛け

ております。

事業所名 ケアステーションふくしま24 丸光ケアサービス森宿

法人名 一般社団法人ＨＫ 丸光産業株式会社

連絡先 090-1495-6248 0248-63-8103

住所 須賀川市長禄町101-3 須賀川市森宿字狐石127-1

サービス名 重度訪問介護 訪問入浴

サービス内容 身体介護 身体介護

サービス提供地域 福島県全域 須賀川市

主な対象者 身体 身体

特記事項

ＡＬＳの方が主体。

自薦ヘルパーによる長時間の介護を行いま

す。

利用者様のお体に負担なく安心して入浴いた

だけるような支援を心掛けております。
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事業所名 須賀川共労育成園 障がい福祉サービス事業カノン 永遠の里 サポートセンター翠の家 柏城事業所（ウィル）

法人名 社会福祉法人牧人会 社会福祉法人福音会 特定非営利活動法人ひまわり福祉会 特定非営利活動法人翠の家 特定非営利活動法人翠の家

連絡先 0248-76-4155 0248-73-3441 0248-65-3626 0248-72-5721 0248-76-6191

住所 須賀川市吉美根字金子田14-2 須賀川市前田川字宿47 須賀川市畑田字長久キ9-5 須賀川市浜尾字鹿島21-1 須賀川市森宿字白石坂61-2

サービス名 生活介護、日中一時 生活介護 生活介護 生活介護 日中一時

活動内容

生産活動（作業）や運動、創作活動、レク

リエーション等の活動を提供しています。

生活介護では年１回の旅行や季節ごとの行

事があります。

箱折り、ｽﾄﾚｯﾁ、散歩、園芸、手工芸、書

道、ｶﾗｵｹ、DVD鑑賞、ﾌﾟｰﾙ、おやつ作り、

買物訓練。

・軽作業（空缶分別、割箸袋入れ）

・軽運動（散歩、体育館、踊り）

・畑作業、カラオケ、塗り絵　など

・日常生活訓練創作活動（歩行訓練、軽ス

ポーツ、調理実習など）

・クラブ活動（習字、音楽、動作法）

・おたのしみ行事（誕生会、交流会等）

・障がい者の日中預かり

・児童の放課後の預かり

・児童の長期休業中の日中預かり

サービス提供時間 9：00～15：30 9：00～16：00 9：30～15：30 10：00～16：00 8：00～18：00

休日 日、祝日、年末年始 土、日、祝日、夏季、冬季休暇 土、日、年末年始 土、日、祝日、お盆、年末年始

土、日、祝日

お盆、年末年始

※家庭の状況等により例外支援あり

定員 生活介護：30　日中一時：5 20 20 20 20

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的 知的 身体、知的、精神
身体、知的、精神

（比較的重度の方が多い）

身体、知的、精神

（当法人のサービス利用者が多い）

送迎の有無 有 有（市内、その他、相談可） 有 有（指定乗り場） 無（移動支援及び有償運送あり）

食事提供の有無 無（各自持参） 有（外注弁当、刻み食可） 有（弁当注文、持参可） 無（各自持参、弁当注文可） 無（各自持参、外食支援）

入浴の有無 無 有（一般浴にて対応） 有（週3日、介助可） 有（男女各週２回、リフト有） 無

車いす対応可否 不可 可 可 可 不可

特記事項

地域社会の一員として，自己選択・自己決

定に基づいた主体的な生活が送れるよう支

援します。

明るく、楽しく、元気よく安心、安楽な施

設となっています。

障害者が日常生活または社会生活を営むこ

とが出来るよう、入浴、排泄及び食事の介

護、軽作業・畑作業等の生産活動や創作活

動、散歩や軽運動等の余暇活動を行ってお

ります。

１年を通して工夫した行事を行い楽しく生

活訓練を実施しています。

【法人理念】利用者に寄り添った支援から

あふれる笑顔

移動支援の実施により利用者の利便に配慮

している。
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【通所系サービス】



事業所名 須賀川市デイサービスセンター しあわせ本舗

法人名 社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会 合同会社カーム

連絡先 0248-72-7411 0248-94-8130

住所 須賀川市茶畑町71 須賀川市浜尾字前田115-1

サービス名 生活介護 日中一時 日中一時

活動内容

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、

排泄、食事の介助を行うとともに、創作活

動または生産活動の機会を提供します。

介護保険制サービスと同様、運動やレクリ

エーション、季節行事や創作活動等を実施

します。

入浴、運動、ストレッチ、散歩、手工芸、

映画鑑賞、カラオケ、おやつ作り等を実施

します。

サービス提供時間 9：00～17：00 【月、木曜日のみ】9：30～15：45 9：00～15：15

休日
土、日、祝日、お盆、年末年始

※当施設カレンダーによる
月、木曜日以外

日、春分の日、秋分の日、

お盆休み（8月14日~16日）

年末年始休み（12月30日~1月3日）

定員 60 10 10

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的 身体、知的、精神 身体、精神

送迎の有無 有（須賀川市内） 有

食事提供の有無
有

（お弁当・おやつ代500円を利用料と徴収）
有

入浴の有無 有（温泉、機械浴あり） 有

車いす対応可否 可 可

特記事項

・車いす対応可ですが立位が保て移乗が可能な方に

限ります。

・利用者の意思決定を尊重し、他者とのやり取りを

行いながら自信をもって活動できるよう個別プラン

を立てて支援を行っています。

・地域資源を活用して活動を行っています。

・天然温泉使用。

・介護保険利用者と同じ空間・内容で一日

過ごすので交流の場になる。

・レクや運動、行事等内容も一週間ごとに

様々なものを実施。

地域交流や、季節ごとのイベント行事等を

行っています。共生型施設になり、高齢者

と一緒に活動や行事を実施しています。
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知的

（受給者証をお持ちの方は利用できますが、事

前に要相談）

宇津峰十字の里

社会福祉法人福音会

0248-79-3165

須賀川市下小山田字月夜田203

日中一時

各事業所までお問い合わせください

・常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排

泄、食事の介助を行うとともに、創作的活動ま

たは生産活動の機会を提供します。

・休日は、休日プログラムで実施。児童療育も

実施しています。

要相談

要相談
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有（原則須賀川市内、要相談）

有

有（要相談）

可

・車いす対応可ですが立位が保て移乗が可能な方に限り

ます。

・レスパイトの他、活動の体験や友人同士での生活体験

も行うことができます。

・個別のスケジュールの提示など、安心して過ごせるよ

う支援しています。

・月2回程度、児童療育を実施ています。



事業所名 コーポラスいちの まきびとホームすかがわ 事業所名 サザーンホーム グループホームヴィレッジ

法人名 社会福祉法人福音会 社会福祉法人牧人会 法人名 医療法人為進会 医療法人将文会

連絡先 0248-79-3009 0248-63-0080 連絡先 0248-73-6062 0248-72-7505

住所 須賀川市小作田字油田7-2番地（事務所） 須賀川市前川19　 ホーム笹平 住所 須賀川市滑川字西山78 須賀川市和田字六軒189

サービス名 共同生活援助 共同生活援助 サービス名 共同生活援助 共同生活援助

定員 男性：9　女性：9 男性：5　女性：8 定員 男性：6 男性：17　　女性：8

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的 知的 主な対象者 精神 精神

食事提供の有無 有 有（朝夕、休日の昼） 食事提供の有無 有（平日のみ朝夕提供） 有（平日は朝夕、休日は朝昼夕の提供）

車いす対応可否 不可 不可 車いす対応可否 不可 可

利用料金 4万7,000円～/月 4～5万/月 利用料金 4万/月 54,000円～/月

特記事項

ご利用者様の意思と人格を尊重し、ご利用者様の立

場に立った適切な共同生活援助の提供を確保する。

※利用料金はコーポラスいちの、たのし荘、横田

ホーム、さくら荘の中で、利用するグループホーム

によって変わります。

身近な場所（地域）において自立した生活ができる

ように支援します。

※利用料金はホーム笹平、イザヤの家、森宿ホーム

の中で、利用するグループホームによって変わりま

す。

特記事項
日中活動を通して地域での生活ができるよ

う入所生活の支援に努めます。

クリニック併設しており必要時は適宜に対

応できます。「主体は入居者様」であるこ

とを心がけ、各人に寄り添った支援ができ

るよう努めています。

事業所名 パインフォレスト ひまわり荘 事業所名 グループホーム天栄夢の丘

法人名 医療法人為進会 特定非営利活動法人ひまわり福祉会 法人名 一般社団法人　協働福祉事業団

連絡先 0248-73-4182 0248-94-6288 連絡先 0248-94-2593

住所 須賀川市滑川字池田91 須賀川市畑田字古内112 住所 岩瀬郡天栄村小川字植松４番地

サービス名 共同生活援助 共同生活援助 サービス名 共同生活援助

定員 男性：10　女性：10 男性：14　女性：2 定員 男性：5

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 空き状況 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 精神 知的、精神 主な対象者 身体、知的、精神

食事提供の有無 無 有 食事提供の有無 有

車いす対応可否 可 可 車いす対応可否 不可

利用料金 34,700円/月 67,600円/月 利用料金 27,000/月

特記事項
自立した生活を目指し入所生活が送れるよ

う支援に努めます。

入所者同士助け合いながら日々不安なく楽

しく生活できるように入所者の支援に努め

ています。

特記事項

天栄牧場内にあり、自然環境に恵まれた立

地にあり、日中の農作業もできます（賃金

支払い可能）

【入所系サービス】
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事業所名 事業所名 南東北春日リハビリテーション・ケアセンター 福島病院

法人名 法人名 医療法人社団三成会 独立行政法人　国立病院機構

連絡先 連絡先 0248-63-7263 0248-75-2131

住所 住所 須賀川市南上町１２３番地の１ 須賀川市芦田塚13

サービス名 短期入所 サービス名 短期入所 短期入所、療養介護

定員 男女合計6名程度 定員 3～4（空床型） 療養介護：164

空き状況 空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 主な対象者

遷延性意識児（者）、筋萎縮性側索硬化症等の運動

ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び

重症心身障害児（者）等

身体、知的

食事提供の有無 有 食事提供の有無 有 有

車いす対応可否 可 車いす対応可否 可 可

特記事項

車いす対応可ですが立位が保て移乗が可能な方に限

ります。レスパイトの他、活動の体験や友人同士で

の生活体験も行うことができます。個別スケジュー

ルの提示など安心して過ごせるように支援していま

す。

特記事項
日帰りでの体験利用も行っていますので、

随時ご相談ください。

重度心身障がい児（者）、医療的ケアが必要な方々

が利用しております。またレスパイト入院もお受け

しております。療養介護ではレクリエーションや行

事などの活動を行います。またミスト浴可能です。

事業所名 共同生活援助事業所たお須賀川 事業所名

法人名 法人名

連絡先 連絡先

住所 須賀川市台166 アルフェックスビル305 住所

サービス名 サービス名 短期入所

定員 定員 男性：２　女性：２

空き状況 空き状況

主な対象者 主な対象者

食事提供の有無 食事提供の有無

車いす対応可否 車いす対応可否

利用料金 52,000/月 利用料金 ―

特記事項 特記事項
ご利用中も安心して過ごしていただける様

支援に努めてまいります。
6

施設入所

宇津峰十字の里

社会福祉法人福音会

0248-79-3165

須賀川市下小山田字月夜田203

男性：28　女性：22

知的

有

可

車いす対応可ですが立位が保て移乗が可能な方に限りま

す。利用者の意思決定を尊重し他者とのやり取りを行いな

がら自信を持って活動できるよう、個別にプランを立てて

支援を行っています。

各事業所までお問い合わせください

共同生活援助事業所たお白石坂Ⅰ、Ⅱ メニーグレイス

一般社団法人そらちね 株式会社　芹沢ランド

0248-94-2816 0248-75-3611

須賀川市森宿字白石坂60-5 須賀川市芹沢町38

共同生活援助 共同生活援助（日中サービス支援型）

男性：9　女性：6 男性：１０　女性：１０

身体（軽度）、知的、精神 知的、精神

有（平日、休日、祝日に朝夕提供） 有

各事業所までお問い合わせください各事業所までお問い合わせください

不可 不可

51,000/月

100,000/月

【内訳】家賃：５万円、食費：３万円、

水道光熱費（日用品費含む）２万円

外食、買い物外出を定期的に行い、社会貢献として地域のごみ拾い、地域で暮らすことを踏ま

えて支援しています。必要な支援を必要な時に行うようにしています。

利用者一人一人に寄り添い、安心安全に暮らせる

よう生活援助や相談を提供できるよう支援に努め

ます。



事業所名 ＣＯＣＯＮＡＲＡ 障がい福祉サービス事業カノン ライジング・サン ワークショップすかがわ 工房アミーコ

法人名 合同会社ＣＯＣＯＮＡＲＡ 社会福祉法人福音会 ＮＰＯ法人共生かがみ 特定非営利活動法人ワークショップすかがわ 医療法人将文会

連絡先 0248-94-5906 0248-73-3441 0248-62-1980 0248-72-7766 0248-72-7510

住所 須賀川市芹沢町67-12 須賀川市前田川字宿47 鏡石町諏訪町１ 須賀川市長禄町77 須賀川市大町290

サービス名 就労Ａ型 就労Ｂ型 就労Ｂ型 就労Ｂ型 就労Ｂ型

活動内容
PCデータ入力、ネット販売に付随する作業

（清掃、撮影、出品）を実施しています。

施設内就労：柏屋の箱折り、ダンボール加

工。

施設外就労：法人内特養及び市委託事業所

清掃作業。

施設内就労：手芸、ウエス、米袋梱包等受

託作業。

施設内就労：カップはずし、米袋開け作

業。

施設外就労：老人保健施設オープンアーム

ズ清掃作業。

施設内就労：ネジ入れ、補強材糊付け、畑作業

ほか。

サービス提供時間 10：00～18：00 9：00～16：00 9：00～15：00 9：00～16：00 9：30～16：00

休日

日、祝日

（土については月8日休日になるよう営業日

にする場合がある）

土、日、祝日、夏季、冬季休暇 土、日、祝日 土、日、祝日 日、祝日

定員 20 20 20 20 25

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的、精神 知的 身体、知的 身体、知的 知的、精神

平均工賃

（前年度実績）
798円/時間 15,727円/月 10,203円/月 12,000円/月 7,938円/月

送迎の有無
有（須賀川駅、イオンタウン、メガステー

ジなどの市内主要部）
有（市内、その他、相談可） 有（原則町内） 無 有（郡山市、須賀川市、鏡石町）

食事提供の有無 無（弁当注文可） 有（外注弁当） 無（弁当注文可） 無 無（弁当注文可）

車いす対応可否 不可 不可 可 可 不可

特記事項

それぞれが思う『幸せ』の実現に向け一般

就労を目指すことを基に、個々に合わせた

支援を全力で提供し続けます。また、それ

ぞれ好きなことや得意なことを生かした作

業を提供しています。

明るく、楽しく、元気よく安心、安楽な施

設となっています。

みんな得意な作業をそれぞれの能力に応じ

て提供しています。

自己決定権を尊重し、チームで作業する能

力を育て自立を進めていきます。

通所により生産活動その他の活動の機会の提

供、就労に必要な知識及び能力向上の支援を行

う。

7

【就労系サービス】



事業所名 すばる作業所 いわせの家 らでぃっしゅ わんさかこんさい わんさかこんさい中田ファーム

法人名 特定非営利活動法人すばる 特定非営利活動法人翠の家 社会福祉法人プラナの森 社会福祉法人プラナの森 社会福祉法人プラナの森

連絡先 0248-72-4423 0248-65-3870 0248-94-2421 0248-94-7077 024-953-4081

住所 須賀川市東町56-9 須賀川市柱田字水押１ 須賀川市森宿字ウツロ田40-35 須賀川市芦田塚196 郡山市中田町上石字国見183-2

サービス名 就労Ｂ型 就労Ｂ型 就労Ｂ型 就労Ｂ型 就労Ｂ型

活動内容

施設内就労：柏屋の箱折り、建築部品の袋

詰め、エイブルの仕事、自主製品の作成、

販売等。

施設外就労：ゴールド物流のリサイクル製

品の清掃作業。

施設内就労：箱折り、割り箸検品、袋詰

め。

施設内就労：一般仕出し（弁当・給食・お

惣菜）、菓子製造、カット野菜、果樹の栽

培・販売、環境整備（除草等）、洗濯業

務。

施設内就労：野菜の袋詰め、梱包、手提げ

紙袋製作。

施設外就労：環境整備（伐木、除草、剪定

等）。

施設内就労：野菜、果樹の栽培、販売。

サービス提供時間 9：30～15：30 10：00～16：00 8：30～15：00 9：00～15：00 9：00～15：00

休日 土、日、祝日 土、日、祝日、お盆、年末年始 日、祝日　他 日、祝日　他 日、祝日　他

定員 20 20 20 10 10

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的、精神 身体、知的、精神 知的、精神 知的、精神 知的、精神

平均工賃

（前年度実績）
13,424円/月 5,000円/月 28,000円/月 11,000円/月 20,000円/月

送迎の有無 無 有（指定乗り場から） 有（要相談） 有（要相談） 有（要相談）

食事提供の有無 無 無（弁当注文可） 有（入所後50円/１食） 有（入所後50円/１食） 有（入所後50円/1食）

車いす対応可否 不可 不可 不可 不可 不可

特記事項

各個性にあった作業を行い働く喜びや仲間

を作り、地域の一員として地域に根付く力

をつける。

定期的な生活訓練を取り入れ、作業能力の

向上に加え生活面やその他の能力向上の支

援をしています。

衛生管理に物凄く重きを置いている事業所

になり、入所者の方々はいつの間にか清潔

になってしまっている事業所になります。

出来る事を自信をもって出来る様に支援

し、出来る事を増やしていきます。

今やれることをやりながら、出来ることを

探し、仕事の幅を広げていきます。

大自然の穏やかな環境の中、一人一人が農業に

生きる喜びを抱かせ、いきいきと生活出来るよ

う支援していきます。

8



事業所名

法人名

連絡先

住所

サービス名 就労Ｂ型 就労定着

活動内容

施設内就労：車の部品組み。

施設外就労：レストラン、売店、印刷梱包

作業

各就労先の仕事

サービス提供時間

休日

定員 34 20

空き状況

主な対象者

平均工賃

（前年度実績）
36,740円/月 -

送迎の有無 有（須賀川駅まで） -

食事提供の有無 -

車いす対応可否 -

特記事項

本人のありのままの姿を尊重し、自己決

定、自己実現、生き方、喜びを支援しま

す。

就職後のアフターフォローとして、定期的な面

談や相談、就労先企業とのやり取りなど、職場

に早く馴染み、安心して長く働くための支援を

致します。

9

就労に必要な知識及び能力向上のために必要な

訓練を行います。模擬店舗での作業を体験しな

がら接客や販売また事務職を想定した書類作成

など、希望の職種に合わせた作業内容をお選び

いただけます。

各事業所までお問い合わせください

身体、知的、精神

0

有（鏡石駅まで）

無

可

施設内就労：座学（接客、事務、ビジネスマ

ナー、パソコン、SST、面接等）模擬売場訓練

施設外就労：施設外支援、施設外における作業

体験

11：00～16：00

日

20

アビリティーズジャスコ鏡石センター

アビリティーズジャスコ株式会社

0248-94-2920

鏡石町桜岡375-9

就労移行就労移行 就労定着

各事業所までお問い合わせください

ワークセンター麦

社会福祉法人福音会

0248-79-4808

須賀川市小作田字足原内20

無 -

施設内就労：軽作業

施設外就労：企業実習

各就労先の仕事

9：00～17：00

土、日、正月、お盆

6 10

身体、知的、精神

18,000円/月 -

有（1食350円、弁当も可） -

可 -

2年間の有期限で、本人のアセスメントをと

り、本人に合った職業準備訓練を行い、就労先

を見つけます。

3年間の有期限で就職している方が、少しでも

長く、就職し続けるための、支援を行います。



事業所名 かるみあ須賀川 指定就労継続支援Ｂ型事業所　たお 牧場の恵 夢の丘協働作業所

法人名 株式会社かるみあ 一般社団法人そらちね 株式会社ハンドレッド 一般社団法人　協働福祉事業団

連絡先 0248-94-8880 0248-94-2816 0248-94-5739 0248-94-2581

住所 須賀川市中宿351 須賀川市和田字弥六内365-1 岩瀬郡鏡石町桜町２２５ 岩瀬郡天栄村小川字植松４番地

サービス名 就労移行 就労Ｂ型 就労B型 就労B型

活動内容
施設外就労：日本郵便㈱ゆうパック等、

DM封入投函作業等。

施設内就労：農業、加工、キッチンカー

施設外就労：アグリサポート、環境整備

施設内就労：牛の世話、農場、ペットのお

やつ

施設内就労：食料品製造、野菜加工品、野

菜植え付け、収穫、運搬

サービス提供時間 10：00～15：00 9：00～15：30 9：30～15：30 9：00～15：00

休日 日、祝日、年末年始、ＧＷ、お盆 土、日 土・日・祝日 土・日・祝日

定員 10 20 21 10

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 身体、知的、精神 知的、精神 精神 身体、知的、精神

平均工賃

（前年度実績）
5,000～10,000円/月（作業により変動） 各事業所までお問い合わせください 15,000円/月 15,000～20,000円/月

送迎の有無 有（須賀川駅まで） 有（須賀川駅まで） 有（鏡石駅、泉郷駅） 有

食事提供の有無 無（会社向かいにコンビニ有） 有 無（弁当注文可） 有（１食300円）

車いす対応可否 不可 不可 不可 不可

特記事項

ビジネスマナー、PC講座等就労基礎をしっ

かり学ぶとともにeスポーツや余暇活動も行

い、自分に合った就活ができます。施設外

就労を通じて色々な作業、業務を経験でき

ます。

夫々のできることを伸ばしていくサポート

を行い自らが自分の言葉で自分のおもいを

伝えられる環境を提供しています。

利用者の方の「なりたい姿」や「ありたい

姿」を引き出し、それを実現するお手伝い

を致します。

本人の希望に寄り添い、能力や特性を活か

すことが出来るよう支援を提供致します。
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事業所名

法人名

連絡先

住所

サービス名 児童発達支援 児童発達支援 日中一時

活動内容

健康チェック、トレーニング各種

（ビジョン、体幹）、個別課題、

季節に合わせた制作、個々に合わ

せた療育。

制作、外活動、宿題、映画、アニ

メ鑑賞、読書、絵を描くなど。

サービス提供時間 10：00～13：00 【平日】9：00～13：00 8：30～17：30

休日
土、日、祝日、年末年始、

学校の長期休暇

定員

空き状況

主な対象者 知的、精神

送迎の有無 無

食事提供の有無 無（おやつ提供、弁当持参） 無

車いす対応可否

特記事項

児童発達支援、放課後等デイサー

ビスの合間の時間を利用していま

す。

11

各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

発達障害の方にとってわかりやすい環境を提供し「できる、わかる」で自己

肯定感を高め、安心して過ごせるように配慮しています。希望者に家庭連携

支援を提供し家族支援に力を入れています。

当法人放課後等デイサービス利用者の

補完的サービス

本人、家族の希望や下校時間に合わせて活動内容検討します。

知的、精神

（放課後デイは全員、児童発達支援は9割が自閉症児）

知的、精神

（ADHＤ、自閉症児が多い）

有（鏡石町内） 無 有

無（おやつ提供） 無 無（各自持参）

不可 不可

0248-94-6566 0248-94-6960

【児童系サービス】

フェザー ライフエナジーチェチェコリ

ＮＰＯ法人地域サポートセンター鏡石 チェチェコリ合同会社

10（放課後デイ、児童発達支援合わせて） 10

岩瀬郡鏡石町旭町334番地 須賀川市森宿字狐石127-45

放課後等デイサービス 日中一時 放課後等デイサービス

視覚支援および構造化を用いた療育（自立課題、対面学習、グループ学習、

余暇活動、外活動、SST、IT学習）、健康チェック、学校の宿題。
余暇活動の見守り支援を行います。

健康チェック、トレーニング各種

（ビジョン、体幹）、個別課題、学

校の宿題、SSTを取り入れた集団活

動、制作。

14：00～17：00 17：00～18：00
【平日】14：00～17：30

【長期休暇】10：00～16：00

土、日、祝日、夏季休業、年末年始 土、日、祝日、年末年始

10（児童発達支援、放課後デイ、日中一時合わせて）



事業所名

法人名

連絡先

住所

サービス名 児童発達支援 児童発達支援 日中一時

活動内容

・健康チェック

・個別活動と集団活動、日常生活の

基本的動作の学習

・創作活動を通して手先の訓練

・日常生活における基本的な動作の指導

・集団生活への適応訓練

・レクリエーション行事

・利用者の自宅、通園先、事業所間の送迎

・相談及び援助

・見守り、社会に適応する為の日

常的な訓練

・創作的活動等の機会の提供

サービス提供時間 【月~木】9：00～13：00
【平日、園休業日】

9：30～12：30

【月～金】17：00～19：00

【第2、第4土】：10：00～16：00

休日
日・祝日・お盆（8/13～8/16）

年末年始（12/29～1/3）

定員 10（1日5名） 10

空き状況

主な対象者
身体、知的、精神

（発達障がい児が多い）

送迎の有無

有

（幼稚園、保育園、こども園、事業所、自

宅）

有（自宅～事務所）

食事提供の有無

車いす対応可否

特記事項

・基本的動作（食事、トイレ、靴脱

ぎ履き、片付け、順番など）

・個々に合わせたソーシャルスキル

を学ぶ

・感覚遊び、ジャスパー遊び・連絡

帳による相談支援

移動支援（余暇活動）との併用に

て外活動の提供が可能。
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不可 不可

・送迎なし、宿題やりません

・ゲーム機でないアナログゲームを楽

しみます

・ソーシャルスキルを個々に合わせて

支援します

長期休暇中は課題を行いますが見守り

のみです

構造化を用いた支援（視覚支援等）により、見てわかる環境での活動の

提供、各利用者の利用時間や個人差に合わせた活動の提供と本人の課

題、家族の希望に合わせた教材提供。

放課後デイでは発達障害児が多い。

知的、精神

（自閉症児が多い）

身体、知的、精神

（当法人の利用者が多い）

知的、精神

（発達障がい児が多い）

無 有（学校、事業所、自宅）

無（おやつ提供） 無 無（各自持参）

各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

27（1日7名） 5 放課後デイ、児童発達支援合わせて10

【平日】学校終了～17：30

【休日】14：00～17：30
8：30～18：00

【平日、学校休業日】

14：00～17：00

日、祝日、年末年始 日、祝日、年末年始
土・日・祝日・お盆（8/13～8/16）

年末年始（12/29～1/3）

・健康チェック

・個別活動と小集団活動、アナログ

ゲーム、知育ゲーム、ソーシャルスキ

ルなど個人に合わせた療育支援

・健康チェック

・見守り支援

・季節ごとの行事

・学校の宿題

・生活能力向上の為の訓練

・集団生活への適応訓練

・レクリエーション行事

・利用者の自宅、学校、事業所間の送迎

・相談及び援助

はっぴぃチャイルド にじいろ ライフサポートセンター　ルーチェ

社会福祉法人うつみね福祉会 有限会社パブリック

0248-72-1677 0248-94-8200

須賀川市和田字作の内67-1 須賀川市坂の上町９

放課後等デイサービス 日中一時 放課後等デイサービス



事業所名 らぽらぽら 須賀川市立たけのこ園 プレップスクール大黒教室

法人名 社会福祉法人ゆめみの里 須賀川市 株式会社アピックス

連絡先 0248-94-2709 0248-72-2238 0248-94-5530

住所 須賀川市上人坦144 須賀川市浜尾字鹿島156-1 須賀川市大黒町115-1

サービス名 放課後等デイサービス 児童発達支援 児童発達支援 放課後等デイサービス

活動内容

感覚統合、運動機能、

個人に合わせた療育や訓練の実施。

健康サポート、家庭連携などから両

親へのアドバイスなども実施してい

る。

健康チェック、運動、自由遊び、

自主課題、お集まり（うた、呼

名、おやつ）、感覚統合あそび、

自立課題、個別課題、小集団のか

かわり方の学び、自由遊び、お片

付け。

・健康チェック

・学校の宿題

・ＰＣを使った学習

・個人に合わせた療育やトレー

ニング

サービス提供時間 14：30～17：30
午前の部：9：30～12：30

午後の部：14：30～16：30
9：00～14：00

【平日】14：00～18：30

【学校休日】10：00～16：30

休日 土、日、祝日、年末年始 日、祝日、年末年始 日、お盆、年末年始

定員 10 10 15 10

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者
知的、精神

（自閉症が多い）
身体、知的、精神 身体、知的、精神

送迎の有無 有（原則、旧市内） 無 有

食事提供の有無 有 無（弁当持参） 無 有

車いす対応可否 不可 可 可

特記事項

事業所内だけではなく、家族や児童

への具体的なアプローチの方法や声

掛けのタイミングなども助言、指導

している。

子どもたちが未来に向かって一歩

一歩健やかに歩んでいくことがで

きるようにお子様と保護者様に寄

り添った支援を行っています。

小学生から高校生まで幅広い学

習指導が可能（公立学校教諭、

学習塾講師経験者が指導員であ

るため）。
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　無（弁当持参）

可

感覚統合を行ったり、季節に合わせて農業体験も取り入れています。言語の

先生もいます。安心して通っていただけるよう個々に合わせた療育を行い、

家族支援、関係機関との連係も行っています。

健康チェック、身辺自立、お集まり、ゲーム、製作などの集団活動、コミュ

ニケーションスキルや様々な運動面など個人に合わせた療育。

土、日、祝日、年末年始

各事業所までお問い合わせください

9：30～13：30

はるにれ園

社会福祉法人プラナの森

0248-94-8739

須賀川市森宿字狐石123-5

児童発達支援

10

知的、精神

（自閉症児が多い）

有（自宅、学校、幼稚園など）



事業所名 しゃぼん玉　ふわり

法人名 株式会社エヌズメディカルケア

連絡先 0248-72-0720

住所 須賀川市本町24

サービス名 日中一時 日中一時 放課後等デイサービス

活動内容 アイロンビーズ、折り紙等。 アイロンビーズ、折り紙等。

・健康チェック

・創作活動、季節の行事、レクリエー

ション

・感覚統合、ビジョントレーニング

・日常生活の基本動作を身につけ集団

生活に適応できるよう支援します

サービス提供時間

　【平日】17：30～18：30

　【土、休日】8：00～10：00

　　　　　　　16：30～17：30

　【平日】17：30～18：30

　【土、休日】8：00～10：00

　　　　　　　16：30～17：30

【平日】14：00～17：00

【長期休暇中の土曜日】

9：00～17：00

休日 日、祝日、年末年始

定員 10 10 10

空き状況 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的、精神

送迎の有無 有（学校まで）

食事提供の有無 無 無 無（各自持参）

車いす対応可否 不可

特記事項

子どもたちの困り感や特性を理解し、

一人ひとりの長所を広げていけるよう

支援していくと共に、さらに将来子ど

もたちが安心して社会に出て自立でき

るよう、職員一丸となって支援してい

きたいと思います。
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プレップスクール茶畑教室

株式会社アピックス

0248-76-7610

須賀川市茶畑町64-1

放課後等デイサービス

健康チェック、学校の宿題プリントや

カード等の課題。集団活動を通してコ

ミュニケーションスキルなどの訓練の

実施。

　【平日】放課後～17：30

　【学校休日】10：00～16：30

日、お盆、年末年始

各事業所までお問い合わせください

身体、知的、精神

有（学校や自宅）

無（各自持参）

可

10 10

・トイレ前に段差があるため数歩の歩行が可能な方のみ。

・本人、家族の要望に合わせて活動します。

プレップスクール丸田教室

株式会社アピックス

0248-76-2377

須賀川市茶畑町64-1

放課後等デイサービス

健康チェック、学校の宿題プリントや

カード等の課題。集団活動を通してコ

ミュニケーションスキルなどの訓練の

実施。

【平日】放課後～17：30

　　【学校休日】10：00～16：30

日、お盆、年末年始

各事業所までお問い合わせください

知的、精神

有（学校や自宅）

無（各自持参）

可

・トイレ前に段差があるため数歩の歩行が可能な方のみ。

・本人、家族の要望に合わせて活動します。



事業所名 Fine ベストキッド須賀川校たんぽぽ ベストキッド須賀川校あさがお

法人名 Akasakaケアガーデン合同会社 株式会社ネクサス 株式会社ネクサス

連絡先 0248-94-4607 0248-94-7676 0248-94-7076

住所 須賀川市東町62-9 須賀川市館取町82-2 須賀川市影沼町253番地

サービス名 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス

活動内容

・芸術活動、宿題

・個人に合わせた対人活動

・ボードゲームを使った小集団活動

・ルールのある集団活動

・パソコン操作

・調理プログラム

・SST

・健康チェック

・学校の宿題

・運動

・療育相談

・健康チェック

・学校の宿題

・外出時の集団活動

・ソーシャルスキルトレーニング

や様々な運動など個人に合わせた

療育

・認知機能トレーニング

・健康チェック

・学校の宿題

・外出時の集団活動

・ソーシャルスキルトレーニン

グや様々な運動など個人に合わ

せた療育

・認知機能トレーニング

サービス提供時間
【学期中】学校終了～17：30

【休暇中】11：00～17：30

【平日】13：30～17：30

【学校休日】9：30～15：30

【平日】14：30～17：30

【学校休日】10：00～17：00

【平日】14：30～17：30

【学校休日】10：00～17：00

休日 日、祝日、年末年始、お盆 土、日、お盆、年末年始 土、日、お盆、年末年始

定員 10 10 10 10

空き状況 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください 各事業所までお問い合わせください

主な対象者 知的、精神
知的、精神

（自閉症児が多い）

知的、精神

（自閉症児が半数）

送迎の有無 有（迎えのみ） 有（自宅まで） 有（自宅） 有（自宅）

食事提供の有無
有

（おやつ提供、土曜の昼食提供）
無（各自持参、おやつ提供有） 無（各自持参、おやつ提供有）

車いす対応可否 可 可 可

特記事項

・ボードゲームを使ってコミュニケーショ

ンを図る

・本人の希望とご家族の要望に沿った内容

の提供

・おやつ時にお金を使ってやり取りする

・自閉症スペクトラム、ADHDがあり、知

的障害を伴わない利用者多数あり

本人、家族の希望や下校時間に合わ

せて活動内容や送迎先を検討しま

す。

多彩なソーシャルスキルトレーニ

ングと個々に応じた認知機能ト

レーニングを行っています。

多彩なソーシャルスキルトレー

ニングと個々に応じた認知機能

トレーニングを行っています。
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不可

・おやつの時にお金を使ってやり取り

します。

・保護者の遅い迎えにも対応します。

・保護者の相談を実施します。

ひだまりの庭

社会福祉法人プラナの森

0248-94-7622

須賀川市弘法坦15-1

日中一時

・散歩、DVD鑑賞、宿題の実施、芸術

活動等行います。

・放課後等デイサービス利用者が多い

です。

7：40～18：30

土、日、祝日、年末年始

5

有（おやつ提供、弁当持参）

各事業所までお問い合わせください

知的、精神

有（迎えのみ学校や児童館、自宅など）



事業所名

法人名

住所

連絡先

営業時間

休日

対象者

対象種別

相談員数

市町村委託の有無

特記事項
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障がい者、児

9：00～17：00

土日祝日、年末年始

身体、知的、精神

1人

あり（鏡石町）

8：30～17：15

土日祝日、年末年始

身体、知的、精神、難病

5人

あり

（須賀川市、鏡石町、天栄村）

8：30～17：30

土日祝日、年末年始

0248-76-4165

障がい者

あり

（須賀川市、鏡石町、天栄村）

須賀川市、鏡石町、天栄村からの

委託を受け、障がいのある本人や

家族からの相談（一般相談）に対

応します。

地域において自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよ

う関係機関との連携を図りつつ利

用者の意思及び人格を尊重した支

援の提供に努めます。

土日祝日、12/29～1/3

8：00～17：00

2人

身体、知的、精神

0248-62-2106

ご利用者の皆様が、まわりの方々

との関りを通じて尊重され、自信

を持って生活していくことができ

る様に必要な調整及びサービスの

提供を行います。

0248-94-7095

障がい者

身体、知的、精神

2人

あり

（須賀川市、鏡石町、天栄村）

ご本人、ご家族に寄り添った支援

を心掛けています。

顔の見える関係作りに努め、地域

で安心して生活できるよう支援さ

せていただきます。

0248-79-3165

障がい者、児

地域で安心して生活ができるよう

支援します。

【相談支援事業所】

相談事業所Almond

社会福祉法人福音会

須賀川市下小山田字月夜田203

福島県岩瀬地域相談センターすかがわ

社会福祉法人牧人会

須賀川市吉美根字金子田14-2

※委託相談支援事業所では、計画相談だけでなく生活上の困りごと、障がいに対する心配

ごと、福祉サービスの利用に関すること等の相談にも応じます。

鏡石町社会福祉協議会相談支援事業所

社会福祉法人鏡石町社会福祉協議会

鏡石町旭町161

須賀川市社会福祉協議会相談支援事業所

社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会

須賀川市八幡町135



事業所名

法人名

住所

連絡先

営業時間

休日

対象者

対象種別

相談員数

市町村委託の有無

特記事項
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身体、知的、精神

2人

なし

相談員2名で運営しております。

利用者様に寄り添い、安心して

サービスを受けていただけるよう

に頑張って参りたいと思います。

0248-63-1192

8：00～17：15

日、祝日

相談センタープラスワン

合同会社プラスワン

須賀川市丸田町272

0248-94-8860

障がい者

8：30～17：00

障がい者、児

須賀川市上人担144

0248-94-2707

土日祝日、年末年始

8：30～17：30

土日祝日、年末年始

知的、精神

1人

なし

障がい児の特化した事業所のため

学校やこども園、各事業所と連携

を取り利用者様及びご家族様に寄

り添ったきめの細かい支援を心掛

けています。

障がい児

なし

児童に関しては事業所、学校等、

成人に関しても事業所、病院等、

関係機関と連携して取り組んでお

ります。

須賀川市大字小作田字仲田23-1

0248-94-7307

土日祝日、年末年始

身体、知的、精神

2人

8：30～17：15

障がい者、児

身体、知的、精神

1人

なし

利用者やご家族のご意向に基づ

き、適切なサービスが多様な事業

所から総合的かつ効率的に提供さ

れるよう支援しています。

須賀川市森宿字ヒジリ田54-4

相談支援事業所ひだまり

社会福祉法人うつみね福祉会

相談支援事業所いなんくる

社会福祉法人ゆめみの里

アピックス相談支援事業所

株式会社アピックス



事業所名

法人名

住所

連絡先

営業時間

休日

対象者

対象種別

相談員数

市町村委託の有無

特記事項

須賀川市森宿狐石127-45

0248-94-6960

相談支援事業所点まる

チェチェコリ合同会社

障がい者、児

身体、知的、精神

8：30～17：30

土日祝日、お盆、年末年始

個別の相談内容に寄り添いなが

ら、日常生活を整える役割を心が

け、適切なサービス提供に繋げら

れるよう支援していきます。
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1人

なし


