茨城県内における介護保険適用除外施設（平成２９年９月２６日現在）
〇指定障害者支援施設

≪介護保険法施行規則第１７０条第１項，第２項７号，８号≫

※障害者支援施設の入所者については，「生活介護」の支給決定を受けている者が対象となるものであり，入所者の全てが適用除外者となるわけではありません。

事業所名

事業所番号

所在地

電話番号

指定年月日

設置者

ありすの杜

0810100172 水戸市下入野町1924-1

029-304-4666

平成19年4月1日 社会福祉法人 勇成会

茨城県立あすなろの郷

0810100198 水戸市杉崎町1460

029-259-3121

平成21年4月1日 茨城県

水戸市身体障害者生活支援施設い
0810100412 水戸市河和田町655
こい

029-255-5720

平成22年4月1日 水戸市

第二若葉園

0810100438 水戸市上国井町3116番地の47

029-239-7171

平成22年4月1日 社会福祉法人 栄寿会

若葉園

0810100453 水戸市上国井町南原3285-8

029-239-7326

平成22年4月1日 社会福祉法人 栄寿会

日立市大みかけやき荘

0810200162 日立市大みか町6-17-50

0294-53-2331

平成24年4月1日 日立市

障害者支援施設 さくら苑

0810300079 土浦市神立町字前原443-4

029-832-3550

平成19年4月1日 社会福祉法人 青洲会

尚恵成人寮

0810300145 土浦市菅谷町1430-1

029-831-8005

平成22年10月1日 社会福祉法人 尚恵学園

尚恵厚生園

0810300210 土浦市神立町1791

029-831-1686

平成22年10月1日 社会福祉法人 尚恵学園

青嵐荘 蕗のとう舎

0810400069 古河市尾崎5708

0280-76-7733

平成20年4月1日 社会福祉法人 芳香会

青嵐荘療護園

0810400119 古河市上大野735番地1

0280-98-2781

平成21年7月1日 社会福祉法人 芳香会

青嵐荘つくし園

0810400127 古河市尾崎323

0280-77-3838

平成20年4月1日 社会福祉法人 芳香会

知的障害者授産施設 しろがね苑

0810500124 石岡市鹿の子4丁目16番52号

0299-22-3215

平成23年10月1日 社会福祉法人白銀会

光風荘

0810500132 石岡市谷向町13番23号

0299-22-5811

平成19年4月1日

光風荘アネックス

0810500140 石岡市谷向町13-23

0299-22-5848

大雅荘

0810500157 石岡市三村2595番地の2

0299-24-0731

平成20年4月1日 社会福祉法人 陽山会

はーとふる・ビレッジ

0810500165 石岡市三村2595-1

0299-36-1313

平成20年4月1日 社会福祉法人 陽山会

障がい者支援施設一天龍ケ崎

0810800318 龍ケ崎市白羽四丁目4番地66

0297-86-7727

平成28年4月1日 社会福祉法人 一行会

障害者支援施設 かしわ学園

0811100064 常総市坂手町1231-3

0297-27-1419

平成21年4月1日

常総広域障害者支援施設「常総ふれ
0811100148 常総市大生郷町1880
あいの杜」
常陸太田市内田町字亀田３１６８番
障害者支援施設 ピュア里川
0811200039
地

0297-27-5016
0294-74-1901

社会福祉法人 常陸青山
会
社会福祉法人 常陸青山
平成19年4月1日
会

社会福祉法人 かしわ学
園
常総地方広域市町村圏事
平成19年7月1日
務組合
社会福祉法人 やまぶきの
平成23年4月1日
里

障害者支援施設 愛正園

0811400035 高萩市下手綱1951-26

リバティ若栗

0811400050 高萩市大字若栗字井戸上125番地1 0293-28-0321

平成23年10月1日 社会福祉法人親交会

ひまわり荘

0811500065 北茨城市関本町福田1871-1

0293-46-3457

平成20年4月1日 社会福祉法人 ときわの杜

障害者支援施設はまなす荘

0811500073 北茨城市関本町福田1873-1

0293-46-0636

平成22年7月1日 社会福祉法人 ときわの杜

佐白の館

0811600048 笠間市大渕字金沢524-1

0296-72-9346

平成19年4月1日

愛の里

0811600071 笠間市大橋一丁田12

0296-72-8131

平成21年4月1日 社会福祉法人 朝日会

茨城県立リハビリテーションセンター 0811600121 笠間市鯉淵６５２８－２

0296-77-0626

平成20年4月1日 茨城県

障害者支援施設 ときわ学園

0811700145 取手市本郷3-2-2

0297-72-3366

平成24年4月1日 社会福祉法人 筑桜会

めふきの苑

0811800036 坂東市長谷3134番地

0297-35-7111

平成22年4月1日

博愛学園

0811800051 坂東市沓掛4419番地

0297-44-2220

慈光青年寮

0811800119 坂東市生子1617

0280-88-0301

平成20年4月1日 社会福祉法人 慈光学園

暁厚生園

0811800127 坂東市沓掛334

0297-44-0022

平成19年7月1日

慈光良児園

0811800267 坂東市生子1617

0280-88-0301

平成24年4月1日 社会福祉法人 慈光学園

ケアセンター 輪

0811900422 牛久市久野町554番

029-875-5226

平成27年4月1日 社会福祉法人銈光会

つくば根学園

0812000115 つくば市小和田366番地

029-867-1200

平成24年4月1日

ラ・フィーネつくば根

0812000123 つくば市小和田476-1

029-867-3699

0293-23-6373

平成18年11月1日 社会福祉法人 愛正会

社会福祉法人 城北福祉
会

社会福祉法人 修倫福祉
会
社会福祉法人 清風福祉
平成24年4月1日
会

社会福祉法人 清風福祉
会

社会福祉法人 つくば根
学園
社会福祉法人 つくば根
平成20年4月1日
学園

事業所名

事業所番号

所在地

電話番号

指定年月日

設置者
社会福祉法人 にいはり福
祉会

みもり園

0812000149 つくば市水守859-4

029-850-9030

平成21年4月1日

つくば総合福祉センター

0812000321 つくば市水守1189-5

029-867-7171

平成19年6月1日 社会福祉法人 健誠会

筑峯学園

0812000545 つくば市平沢655-4

029-867-0025

平成24年4月1日 社会福祉法人筑峯学園

障害者支援施設オークスヴィレッヂ

0812100071 ひたちなか市佐和788-13

029-285-2214

平成24年3月1日

ＫＵＩＮＡ

0812100147 ひたちなか市長砂1561番地4

029-202-2221

鹿島更生園援護寮

0812200038 鹿嶋市平井1129-10

0299-82-1278

障害者支援施設 中台育心園

0812200061 鹿嶋市大字中烏山431-20

0299-69-2222

平成22年4月1日 社会福祉法人みのり会

鹿島育成園 育成寮

0812300051 潮来市大賀438-4

0299-66-3439

平成23年8月1日

鹿島育成園 児童寮

0812300119 潮来市大賀438-4

0299-66-3439

障害者支援施設 さくら荘

0812400026 守谷市大木129-2

0297-48-6288

平成23年4月1日 社会福祉法人 筑桜会

慈雍厚生園

0812500049 常陸大宮市野口1635

0295-55-2727

平成22年6月1日 社会福祉法人 仁川会

やまびこ厚生園

0812500056 常陸大宮市国長993

0295-56-2254

平成22年4月1日 社会福祉法人 慈徳会

障害者支援施設 幸香枝花の村

0812500080

0295-54-4890

平成22年4月1日

美春の郷

0812500189 常陸大宮市野上1926-1

0295-57-1002

常陸華の里

0812500270 常陸大宮市野上字篠ノ沢1788番1

0295-54-4888

なるみ園

0812600047 那珂市飯田2529-1

029-295-9100

平成21年10月1日 社会福祉法人 実誠会

すみれ園

0812700052 筑西市門井1677-21

0296-57-5125

平成20年4月1日 社会福祉法人 恒徳会

ピアしらとり

0812700128 筑西市小塙861

0296-25-0833

平成19年4月1日 社会福祉法人 征峯会

白山成年館

0812700201 筑西市茂田字北原1735-1

0296-24-8989

平成23年4月1日 社会福祉法人 慶育会

菫授園

0812700243 筑西市門井1687-1

0296-57-3400

平成22年4月1日 社会福祉法人 恒徳会

白山学園

0812700623 筑西市茂田1756-2

0296-22-4078

平成24年4月1日 社会福祉法人 慶育会

しらうめ荘

0812800019 かすみがうら市中志筑2409-1

0299-59-5973

平成21年4月1日 社会福祉法人 川惣会

ほびき園

0812800043 かすみがうら市牛渡5513-1

029-898-3661

平成19年4月1日 社会福祉法人 明清会

しらゆり荘

0812800076 かすみがうら市中志筑2409-1

0299-59-5290

平成21年4月1日 社会福祉法人 川惣会

神栖啓愛園

0812900157 神栖市知手3653-1

0299-96-1831

平成21年4月1日

あいの家

0813100062 東茨城郡茨城町小幡北山2766番37 029-292-8228

平成20年4月1日 社会福祉法人 梅の里

涸沼学園 集まれガッツ村

0813100070 東茨城郡茨城町上石崎4698-2

029-293-7401

平成20年4月1日

涸沼学園

0813100237 東茨城郡茨城町上石崎4698-2

029-293-7401

障害者支援施設 ひぬま荘

東茨城郡茨城町大字下石崎字鷲巣
0813100260
029-240-8755
2837番1

平成24年11月1日 社会福祉法人 梅寿会

第二幸の実園

0813300027 那珂郡東海村石神内宿2382-1

029-306-0068

平成20年4月1日 社会福祉法人 愛信会

幸の実園

0813300035 那珂郡東海村石神内宿1213

029-282-0644

平成20年4月1日 社会福祉法人 愛信会

虹の里

0813800059 稲敷郡美浦村受領957

029-840-4115

平成22年4月1日 社会福祉法人 美しの森

あじさい学園寮

0814200036 結城郡八千代町平塚4799-1

0296-48-3880

平成21年4月1日 社会福祉法人 共生社

紫峰厚生園

0817100035 桜川市真壁町下谷貝1595-2

0296-55-0928

平成21年4月1日 社会福祉法人 紫峰会

上の原学園

0817100050 桜川市上野原地新田159-1

0296-75-2509

平成24年4月1日

上の原学園成人寮

0817100068 桜川市上野原地新田159-1

0296-75-3894

桃香園

0817100076 桜川市大国玉2513-10

0296-58-7870

平成20年4月1日 社会福祉法人 恒徳会

真壁授産学園

0817100084 桜川市真壁町亀熊1464-1

0296-55-4007

平成20年4月1日 社会福祉法人 筑紫会

真壁厚生学園

0817100100 桜川市真壁町亀熊852

0296-54-2578

平成20年4月1日 社会福祉法人 筑紫会

常陸大宮市大字野上字篠の沢
1771-1

社会福祉法人 オークス・
ウェルフェア
社会福祉法人 町にくらす
平成19年4月1日
会
社会福祉法人 鹿島更生
平成22年4月1日
園

社会福祉法人 鹿島育成
園
社会福祉法人 鹿島育成
平成24年4月1日
園

社会福祉法人二十一世紀
会
社会福祉法人 二十一世
平成22年4月1日
紀会
社会福祉法人 二十一世
平成27年1月1日
紀会

社会福祉法人 神栖啓愛
園

社会福祉法人 茨城補成
会
社会福祉法人 茨城補成
平成24年4月1日
会

社会福祉法人 上の原学
園
社会福祉法人 上の原学
平成23年8月1日
園

事業所名

事業所番号

所在地

電話番号

指定年月日

設置者

あさひの家

0817200025 鉾田市上太田464-1

0291-37-4811

平成19年4月1日 社会福祉法人 勇成会

ユーカリの里

0817200033 鉾田市上太田465-1

0291-37-1037

平成19年4月1日 社会福祉法人 勇成会

たまりメリーホーム

0817400013 小美玉市上玉里50-124

0299-26-8808

平成20年4月1日 社会福祉法人 敬山会

あけぼの荘

0817400039 小美玉市上玉里45-7

0299-26-1377

平成24年4月1日 社会福祉法人 聖隷会

〇医療型障害児入所施設
事業所名

≪介護保険法施行規則第１７０条第２項１号≫
所在地
電話番号

水方苑

高萩市下手綱

愛正会記念 茨城福祉医療センター 水戸市元吉田町1872-1

0293-24-6661
029-353-7171

〇指定発達支援医療機関（当該指定に係る児童発達支援及び治療を行う病床に限る）
事業所名
所在地
電話番号
独立行政法人国立病院機構 茨城
那珂郡東海村照沼825
029-282-1151
東病院

〇救護施設 ≪介護保険法施行規則第１７０条第２項５号≫
所 在 地
施設の名称
設置主体

電 話

≪介護保険法施行規則第１７０条第２項２号≫

認可年月日

もくせい

(福)北養会

水戸市東原3-2-7

029(303)7373

平成20年12月15日

慈翠舘

(福)滴翠会

石岡市半ノ木11461

0299(24)2871

昭和53年4月1日

那珂市中里322-2

029(296)1732

昭和42年4月15日

0299(82)1276

昭和33年12月15日

ナザレ園
救護寮鹿島更生
園

(福)ナザレ園

(福)鹿島更生園 鹿嶋市大字平井1129－10

〇療養介護を行う施設 ≪介護保険法施行規則第１７０条第２項９号≫
事業所名
所在地
事業所番号
茨城県立あすなろの郷

0810100198 茨城県水戸市杉崎町1460

電話番号
029-259-3121

指定年月日

設置者

平成24年4月1日 茨城県

茨城県水戸市元吉田町字一里塚東
愛正会記念 茨城福祉医療センター 0810101725
029-353-7171
1872番地

平成26年3月29日 社会福祉法人 愛正会

芳香会病院 青嵐荘療育園

0810400077 茨城県古河市上大野698

0280-98-2782

平成24年4月1日 社会福祉法人 芳香会

水方苑

0811400084 茨城県高萩市下手綱1951-15

0293-24-6661

平成24年4月1日 社会福祉法人 愛正会

独立行政法人 国立病院機構 茨城
0813300068 茨城県那珂郡東海村照沼825
東病院

029-282-1151

平成24年4月1日

独立行政法人 国立病院
機構 茨城東病院

