
茨城県精神障害者支援事業者協会　法人一覧 2022年6月16日

54 会員

会員 法人名 代表者 法人TEL 　/ FAX 法人所在地　 / E-MAIL

1 特定非営利活動法人

あゆみ 佐藤

029-892-7801

029-892-7802

300-0522 茨城県 稲敷市 蒲ヶ山655

ayumi-hkk@ taupe.plala.or.jp恵子

理事長

2 社会福祉法人

明清会 市川

029-898-3661

029-898-3760

300-0213 茨城県 かすみがうら市 牛渡5513-1

hobikien@ cd.wakwak.com昇

理事長

3 特定非営利活動法人

らぽーる朋 松永

029-271-1450

029-219-7750

312-0012 茨城県 ひたちなか市 馬渡1141-6

ksfurei21@ ybb.ne.jp幹雄

代表理事

4 特定非営利活動法人

フリーダム 田口

0299-73-3821

0299-73-3821

311-3814 茨城県 行方市 天掛387

freedomstyle@ lion.ocn.ne.jp慶子

理事長

6 特定非営利活動法人

なごみ 菊地

0297-48-5533

0297-48-5533

302-0109 茨城県 守谷市 本町622番地2

nago622espo@ sand.ocn.ne.jp淳

理事長

8 社会福祉法人

はまぎくの会 有阪

029-264-1500

029-262-6200

311-1231 茨城県 ひたちなか市 柳沢2831

shien＠hartcare-hamagiku.com加奈子

理事長

9 医療法人

精光会 宮﨑

0297-87-3321

0297-87-3323

301-0902 茨城県 稲敷市 上根本3474

psy@ miyazaki.email.ne.jp優

理事長

10 社会福祉法人

ひだまり会 小菅

029-254-7814

029-257-7376

311-4163 茨城県 水戸市 加倉井町104番地

delighthome@hidamarikai.jp正博

理事長

11 医療法人

直志会 的場

0295-72-2371

非公開

319-3521 茨城県 久慈郡大子町 大字北田気76

info@fukuroda-hp.jp政樹

理事長

12 特定非営利活動法人

つばさ 古池

0296-52-2743

0296-52-2743

300-4525 茨城県 筑西市 寺上野字沖谷添2068-4

tikusei.tubasa@ bj.wakwak.com源造

会長理事

13 特定非営利活動法人

あすかユーアイネット 中村

0297-60-8281

0297-60-8288

301-0043 茨城県 龍ケ崎市 松葉3丁目12番２

aska@ asuka-npo.or.jp恵美子

代表理事
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14 医療法人

清風会 小池

0297-44-2000

0297-44-2072

306-0515 茨城県 坂東市 沓掛411

kirameki@ group-seifu.or.jp健

理事長

16 社会福祉法人

木犀会 木村

0296-73-6620

0296-73-6621

309-1703 茨城県 笠間市 鯉渕6266番地185

honbu@ mokusei-grp.jp秀樹

理事長

17 社会福祉法人

ゆっこら 杉江

0297-85-4301

0297-85-4306

301-0834 茨城県 龍ケ崎市 古城3204　2Ｆ

honbu@ yukkora.or.jp彰

理事長

18 株式会社

乙戸の杜 木村

029-875-8870

029-886-6602

300-0823 茨城県 土浦市 小松1丁目21-9

なし久子

代表取締役

19 社会福祉法人

町にくらす会 志井田

080-1277-2221

029-202-1666

312-0004 茨城県 ひたちなか市 長砂1561-4

kuinahead@ machikura.or.jp美幸

理事長

20 社会福祉法人

光風会 髙島

029-243-8595

029-243-8595

310-0912 茨城県 水戸市 見川一丁目1183番地の2Ｂ2

koufuukai@ mbn.nifty.com眞澄

理事長

22 特定非営利活動法人

ふれあい 武田

0280-48-5878

0280-48-5878

306-0044 茨城県 古河市 新久田271-1古河福祉の森会館内

fureai_jimukyoku5878@yahoo.co.jp健治

理事長

23 株式会社

佐瀬トータルケアセンター 佐瀬

0297-21-1525

0297-21-1525

302-0110 茨城県 守谷市 百合丘1丁目2050-120

sase_totalcare@ dream.ocn.ne.jp悦子

代表取締役

24 公益財団法人

報恩会 田中

029-293-7155

029-293-6062

311-3122 茨城県 東茨城郡茨城町 上石崎4698

ib7155sw@ishizaki-hp.jp芳郎

理事長

25 社会福祉法人

誠仁会 野村

0291-36-5684

0291-36-5691

311-1503 茨城県 鉾田市 徳宿1809-11

maple17317@ yahoo.co.jp達也

理事長

26 社会福祉法人

創志会 伊藤

029-875-5251

029-875-5341

300-2645 茨城県 つくば市 上郷7563-67

tsukuba@ sousikai.jp勝江

理事長

27 医療法人

日立渚会 大原

0294-52-4352

0294-52-4135

319-1221 茨城県 日立市 大みか町1-13-18

なし總一郎

理事長
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28 医療法人

霞水会 塚原

029-821-2200

029-821-2252

300-0064 茨城県 土浦市 東若松町3969

oasis.t.kousei@ iaa.itkeeper.ne.jp直人

理事長

29 医療法人社団

有朋会 栗田

029-298-0175

029-298-0812

311-0117 茨城県 那珂市 豊喰505

yuhokai@ yuhokai-kuritah.com裕文

理事長

30 特定非営利活動法人

がってん 張

0297-72-6046

0297-84-6991

302-8585 茨城県 取手市 寺田5139

fukurounosato@ r-ban.or.jp博一

代表理事

31 株式会社

コミュニティライフ プロモーションズ 小田

0297-20-6851

0297-20-6852

302-0105 茨城県 守谷市 薬師台1-13-1須賀商事ビル2階

zero-point@ colip.jp佳史

代表取締役

32 医療法人

仁愛会 松坂

0297-27-0721

0297-27-3402

303-0043 茨城県 常総市 内守谷町3770-7

なし尚

理事長

33 医療法人

圭愛会 岡田

0294-34-2103 

0294-33-1800

316-0012 茨城県 日立市 大久保町2409-3

info@ umegaoka.or.jp正樹

理事長

34 株式会社

岩井企画 片倉

0297-44-0275

0297-44-0276

306-0515 茨城県 坂東市 沓掛3682

kibou@ kxa.biglobe.ne.jp謙

代表取締役

36 社会福祉法人

亮和会 牧川

0280-30-1277

0280-30-1266

306-0235 茨城県 古河市 下辺見1451

info@ saffron2003.or.jp雅一

理事長

37 特定非営利活動法人

PLSスマイルクラブ 小林

0297-72-8335

0297-85-5334

302-0001 茨城県 取手市 小文間3717

hoho-emi@ amber.plala.or.jp知江

理事長

38 社会福祉法人

恵和会 池田

029-887-9833

029-887-7671

300-0333 茨城県 稲敷郡阿見町 若栗2585-1

keiwakai@intio.or.jp名緒子

理事長

39 医療法人社団

善仁会 床枝

0299-84-5727

0299-90-3662

314-0030 茨城県 鹿嶋市 厨5-1-2

koyamahp@ sopia.or.jp正行

本部事務局長

40 社会福祉法人

蒼天 根本

0299-77-5260

0299-77-5261

300-0743 茨城県 稲敷市 曲渕3-1

info@so-ten.org敏宏

理事長
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42 特定非営利活動法人

NPOウィッシュ 鈴木

0293-22-2999

0293-44-7011

318-0003 茨城県 高萩市 下手綱1480-7

carena8137@ yahoo.co.jp今朝美

理事長

43 株式会社

万壽 塚原

0297-79-4987

0297-79-4987

301-0018 茨城県 龍ケ崎市 米町4012-3菅谷ビル1階

manju290201@ gmail.com亨

代表取締役

44 株式会社

幸和義肢研究所 横張

029-875-7627

029-875-7628

305-0845 茨城県 つくば市 大白硲341-1

wic＠kowagishi.com和壽

代表取締役

45 一般社団法人

全国就労支援協会 山崎

029-875-5475

029-875-5485

300-0044 茨城県 土浦市 大手町16-12

信一郎

代表理事

46 合同会社

はぴねす 佐山

0291-37-4718

0291-37-5318

311-1414 茨城県 鉾田市 子生719-2

happiness.dream2017@gmail.com由美子

代表社員

47 医療法人社団

弘明会 佐藤

0297-21-1740

0297-21-1730

302-0117 茨城県 守谷市 野木崎521-1

sato-moriya@koumeikai.or.jp弘茂

理事長

48 株式会社

ウェルビー 菅谷

0297-20-0711

0297-20-0720

302-0118 茨城県 守谷市 立沢950-1

t.hosoda@wellbee.biz努

代表取締役

49 医療法人

イプシロン 高尾

029-303-1155

029-303-1160

310-0022 茨城県 水戸市 梅香1丁目2番50号

なし哲也

理事長

50 株式会社

Nanacoro 田辺

0297-71-3733

0297-71-3734

302-0024 茨城県 取手市 新町4-1-45-301

nanacoro.toride@gmail.com稜紀

代表取締役

51 株式会社

平山LACC 平山

03-5783-3571

03-5783-3572

108-0075 東京都 港区 港南1丁目8番40号 A-PLACE品川6階

sanae-kamei＠hirayamastaff.co.jp善一

代表取締役

52 社会福祉法人

ナザレ園 菊池

029-296-0316

029-296-1380

319-2103 茨城県 那珂市 中里361番地2

info@nazareen.or.jp義

理事長

53 合同会社

水戸就労ケアマネジメント 菅原

029-303-6222 310-0845 茨城県 水戸市 吉沢町45-120

mitocaremanagement@yahoo.co.jp大輔

業務執行社員
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54 株式会社

AQUA 石崎

0291-36-5684

0291-36-5691

311-1503 茨城県 鉾田市 子徳宿1809番地11

aqua290403@yahoo.co.jp加代子

代表取締役

55 株式会社

ガイア 浦

090-9973-4380 108-0073 東京都 港区 三田1丁目6番3-618号

ykanai.gaia@gmail.com勝則

代表取締役

56 特定非営利活動法人

クオーレ 須加野

029-295-1764 311-0105 茨城県 那珂市 菅谷4012番地

cuorenaka@outlook.jpまゆみ

理事長

57 特定非営利活動法人

高萩めだかの会 小林

0293-24-9008

0293-24-9009

318-0034 茨城県 高萩市 大字高萩字坂東塚763-10

hotmind@kjd.biglobe.ne.jp正次郎

理事長

58 一般社団法人

配慮者支援協会 小山

029-879-8140

029-879-8144

166-0012 東京都 杉並区 和田3-41-18-107

hairyo8140@gmail.com武芳

代表理事

59 株式会社

スマイル 島田

090-4076-9752 284-0027 千葉県 四街道市 栗山1051番地55

道明

代表取締役

60 合同会社

ALMA・I 峯岸

029-229-0429

029-229-1786

312-0052 茨城県 ひたちなか市 東石川3-1-7宮前ビル201号室

minegishi@alma-i.com賢史

代表
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