
 

地域生活支援サービス 
①障害者デイサービスセンター事業 

デイサービスセンター等で、創作活動や機能訓練、食事・入浴等のサービスを行います。 

事業者名 事業所名 所  在 電 話 定 員 

(福)豊立会 
新町デイサービス
センター 玲光苑 

〒286-0031 
成田市新町 1037-63 

23-7158 20 人 

(福)千葉県聴覚

障害者協会 
らいおん香取 

〒287-0002 

香取市北 2-8-4 

0478-79-

6037 
― 

(福)千葉県聴覚

障害者協会 
らいおん千葉 

〒260-0854 

千葉市中央区長洲 1-33-14 

043-224-

7432 
― 

※ 新町デイサービスセンター 玲光苑については、障がい児の利用も可能となる場合があります。  

詳しくはお問い合せください。 

 

②地域活動支援センター 
  地域で生活する障がい者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を

行います。 
事業者名 事業所名 所  在 電 話 定 員 

成田地域生活支援

センター 

〒286-0118 

成田市本三里塚 226-13 
35-7771 (医)聖母会 － 

サザンカの里 
〒287-0216 

成田市南敷 461-5 
73-4695 (医)透光会 － 

 

③移動支援事業 

   社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の付き添いを支援しま

す(通院、通学・通勤を除く)。 

事業者名 事業所名 所  在 電 話 

(福)生活クラブ 
生活クラブ風の村 

介護ステーションなりた 

〒286-0841 

成田市大竹３７０ 
28-5544 

(福)豊立会 訪問介護事業所新町玲光苑 
〒286-0031 

成田市新町 1037-63 
23-7155 

(福)大成会 居宅介護ステーションりんご 
〒286-0122 

成田市大清水 206-1 
76-7652 

(NPO)あい愛 あい愛ホームヘルプ 
〒286-0117 

成田市三里塚光ヶ丘1-960 
35-6360 

(株)ヤックスケアサ

ービス 

ヤックスヘルパーステーショ

ン安食 

〒270-1516 

栄町安食 947-5 
37-8079 

(株)千葉総合介護サ

ービス 
千葉総合介護サービス 

〒286-0201 

富里市日吉台 4-6-14 
92-1720 

(有)パラダイスドリ

ーム 
訪問介護センタードリーム 

〒285-0927 

酒々井町酒々井 825-6 

043- 

481-6585 

(社)槇の実会 
障害者ヘルパーステーション

かいと 

〒289-2251 

香取郡多古町北中1309-160 

0479- 

76-5500 

(同)アドバンス・プ

ランニング 
ふたば福祉事業会 

〒270-1514 

印旛郡栄町酒直台 2-6-12 

0476- 

85-0838 



 

事業者名 事業所名 所  在 電 話 

(NPO)みのり福祉

会 

障がい者就労・生活さぽーと 

ピース 

〒284-0003 

四街道市鹿渡 900-3 1 階 

043-424-

1004 

居宅介護支援事業所ルート 
〒284-0027 

四街道市栗山 740 

043-308-

5808 

(福)印旛福祉会 地域生活支援センター一歩 
〒270-1616 

印西市岩戸 1721 
99-3033 

(株)コネクト 
希望のまち千葉ニュータウン

訪問介護事業所 

〒270-1337 

印西市草深 67-7 佐藤第一

ビル 201 

85-8237 

Tree(株) Leaf 
〒260-0027 

千葉市中央区新田町 35-8 

043-441-

8450 

 

④日中一時支援事業 

自宅で介護ができない場合、日中に施設を利用することができます。 

事業者名 事業所名 所  在 電 話 定 員 

(福)大成会 

不二学園 
〒286-0123 

成田市新駒井野 1-3 
35-2536 10 人 

かしの木園 
〒286-0122 

成田市大清水 206-1 
49-7600 4 人 

幸町ルーム 
〒286-0028 

成田市幸町 403 
37-4119 5 人 

(福)菜の花会 

しもふさ工房 
〒289-0105 

成田市中里 248 
96-1527 7 人 

アーアンドディだい

えい 

〒287-0236 

成田市津富浦５７３-１ 
73-6878 15 人 

ネクスト名木小 
〒289-0111 

成田市名木 1050 
85-5131 7 人 

(福)まごころ ビーアンビシャス 
〒286-0045 

成田市並木町２１９-２１ 
24-2131 15 人 

(NPO) グループ彩 生活工房 
〒286-0016 

成田市米野 207-1 
28-1818 5 人 

(福)印旛福祉会 

いんば学舎・花かご 
〒286-0004 

成田市宗吾 3-464-7 
28-8710 3 人 

いんば学舎・花かご 

第 2 たんぽぽ 

〒286-0846 

成田市松崎 2871-2 
29-5298 3 人 

(NPO)成田・地域でと

もに歩む会かたつむり 

成田・地域でともに

歩む会 かたつむり 

〒286-0048 

成田市公津の杜 2-1-5 

29-4905 

(月･水･木･土) 
12 人 

(医)透光会 (医)透光会ひだまり 
〒287-0216 

成田市南敷 461-5 
73-4695 ３人 

(NPO)桃李会 ぱすてる 
〒286-0018 

成田市吾妻 1-16-4 
37-3971 10 人 

(株)Fits 横濱 おもちゃ箱 
〒286-0111 

成田市三里塚 245-2 
40-5115 10 人 

成田市 

成田市のぞみの園 
〒286-0047 

成田市江弁須 96-3 
26-1131 7 人 

成田市あじさい工房 
〒286-0017 

成田市赤坂 1-3-1 
27-8211 20 人 



 

事業者名 事業所名 所  在 電 話 定 員 

(福)清郷会 

十倉厚生園 
〒286-0212 

富里市十倉 2443 
94-2101 7 人 

協和厚生園 
〒286-0202 

富里市日吉倉 1082-3 
93-1535 6 人 

日吉厚生園 
〒286-0202 

富里市日吉倉 1082-6 
92-5100 6 人 

ワークわく・きよさと 
〒286-0202 

富里市日吉倉 1080-16 
36-5321 4 人 

(同)三愛 三愛ワークス 
〒286-0211 

富里市御料 648-1 
85-6407 5 人 

(NPO)恵み野会 
在宅介護支援 

つくしんぼ 

〒286-0211 

富里市御料 1054-8 
91-3544 10 人 

(福)鼎 ワーク・かなえ 
〒285-0926 

酒々井町本佐倉 352-7 

043- 

496-4186 
5 人 

(株)美能 美能 
〒285-0900 

酒々井町酒々井字上宿 1588-1 

043- 

312-3107 
5 人 

(福)ロザリオの聖母会 聖ヨセフつどいの家 
〒287-0101 

香取市高萩 1100-2 

0478- 

79-6505 
2 人 

(NPO)木ようの家 木ようの家 
〒285-0014 

佐倉市栄町 7-15 

043- 

486-7686 
10 人 

(NPO)みのり福祉会 
障がい者就労･生活 

さぽーとピース 
〒284-0003 

四街道市鹿渡 900-3 1 階 

043- 

424-1004 
3 人 

(福)泰斗会 八街わらの里 
〒289-1107 

八街市八街は 3 

043- 

441-1100 
10 人 

(福)印旛福祉会 
地域生活支援センター

一歩 

〒270-1616 

印西市岩戸 1721 
99-3033 6 人 

(有)T.S システム 
児童デイサービス 

朋友会 憩の里さくら 

〒270-2324 

印西市中根 1954-8 
97-3800 10 人 

(福)印旛福祉会 いんば学舎・松虫 
〒270-1602 

印西市松虫 516 
98-2486 3 人 

(福)印旛福祉会 いんば学舎・陣屋 
〒270-1337 

印西市草深 923-3 
36-5425 3 人 

(NPO) 

大空福祉会 
第２パレット 

〒289-1608 

山武郡芝山町岩山 2349 

0479-77-

4178 
3 人 

 

⑤訪問入浴サービス事業 

自宅で入浴が困難な場合、定期的に訪問して入浴サービスを行います。 

事業者名 事業所名 所  在 電 話 備 考 

(福)豊立会 
訪問入浴介護事業所

玲光苑 

〒286-0031 

成田市新町 1037-63 
23-7158  

アースサポート(株) アースサポート成田 
〒286-0044 

成田市不動ヶ岡 2118-32 
24-0400  

(株)日本ヘルスケアステ

ーション 
ケアスタッフ成田 

〒286-0048 

成田市公津の杜3-1-1 2F 
27-2943  

(同)きぼう 訪問入浴きぼう 

〒289-2242 

香取郡多古町染井 183-

1-102 

0479-85-

5623 
 

(株)ニチイ学館 
ニチイケアセンター

北佐原 

〒287-0821 

香取市篠原ロ 1821-2 

0478-50-

3101 

大栄地

区のみ 


