
冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

社会福祉法人

筑峯学園
つく ほう がく えん

福祉型障害児入所施設

障害者支援センター未来

グループホームほっとハウス

相談支援事業所

児童発達支援事業すたーと
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福祉型障害児入所施設・経過的生活介護・経過的入所施設 筑峯学園

児童福祉法に基いて、福祉サービスを必要とする障害児の養育を行ないます。集団生活のなかでの生
活、遊び、学習、労働教育、労働等を通して、障害の軽減を図り、心身ともに健やかで豊かな人間に
成長発達できるように育成・援助を行っていきます。また、日常生活能力の獲得や基本的社会能力の
獲得に向けて取り組み、それぞれの利用児・者に合った自立を目指していきます。
子どもたちは、日々の生活の中で、利用者、職員と関わり成長していきます。季節の行事やキャンプ、
運動会、冬の宿泊学習を行なっています。また、チャレンジアートフェスティバル（つくば市）、マ
ラソン大会、ソフトボール等の社会的参加に取り組んでいます。
人の話を聞ける、自分の主張も伝えられる、思いやりのある強く優しい人に育ってほしいと思ってお
ります。みんなの未来が明るいものになるよう保護者の皆様と力をあわせてまいりたいと思います。

TEL 029-867-0025 （代表）

定員：40名

開設：1923（大正12）年4月

認可：1971（昭和46）年9月

4月 お花見

5月 子どもの日まつり

6月

7月 七夕まつり・夏季キャンプ

8月 夏休み外出

9月 運動会

10月

11月 収穫祭・蛍駅伝

12月 クリスマス会・餅つき

1月 初詣

2月 冬季スキー旅行

3月 チャレンジアート
フェスティバル(舞台発表)

6:00 起床、洗面

6:30 体操

6:50 朝食

8:00 通学児童登校

8:30 職員引継ぎ

9:00 掃除、作業・学習活動

12:00 昼食

13:00 作業・学習活動

15:00 おやつ

15:40 通学児童帰園

16:30 余暇、就寝準備

18:00 夕食、夕の集い

19:30 学習、余暇

20:00 夜回り

21:00 就寝

日 課 年 間 行 事
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ごあいさつ

筑峯学園は、祖父・岡野豊四郎が大正12年に連関調和教育法を提唱して、

知的に障害を持つ子達の為に「筑波学園」を現在地に設立したのを前身と

し、その後「筑峯寮」、「筑峯学園」と名称を変更し、現在に至っており

ます。社会的理解、援助も少なかった大正12年に障害児教育に取り組み、

生活教育を核にしての施設づくりに取り組んだ創設者の熱意の基は、知的

障害児が適切な教育を与えられない状態で放置されていることに対する義

憤と使命感があり、この状態に対して「不公平」「人道上軽々ニ附スベキ

大問題」として障害があろうとしても人間として相当の能力を附与したい

と同時に知的障害児が生涯を安定して暮らせる社会づくりが構想にあった

といわれています。

理事長

岡 野 光 宏

沿革

筑波山の山すその温暖な自然に恵まれた環境のもと現在は、福祉型障害児入所施設、障害者

支援センター未来（就労継続B型、生活介護）、グループホーム、相談支援事業、児童発達

支援事業の５つの事業を行っております。今後も障害を持つ人達のため、家族の福祉のため、

社会的ニーズに応えて未来を切り拓く福祉事業を行っていく所存であります。皆様のご理解

とご支援をお願い致します。

1923年 岡野豊四郎が連関調和教育法を提唱して、現在地に【筑波学園】を設立

1952年 施設名称変更【筑峯寮】認可となる

1955年 児童寮舎新築

1964年 筑波町立山口小学校より教員1名派遣を受け特殊学級授業を開始

1971年 施設名変更【社会福祉法人筑峯学園】認可となる

2006年 短期入所事業、就労移行支援事業、生活介護事業開始

2008年 ほっとハウス作谷新築、相談支援事業開始

2010年 障害者支援センター未来 就労継続支援B型事業開始

2011年 障害者支援センター未来 就労移行支援事業休止

2014年 ほっとハウス平沢新築

2019年 日中サービス支援型事業ほっとハウス平沢Ａ、児童発達支援事業すたーと 開始

岡野豊四郎

昭和25年ころの学園

学園の教室で学ぶ子どもたち
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ほっとハウス

年 間 行 事

入居者が地域における共同生活住居において、健康で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、入居者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ又は食事の
介助、外出、通院や相談、その他の日常生活の援助を適切に行います。季節の行事や買物、ボーリング
やカラオケ、釣りなどの余暇活動にも、入居者の要望を踏まえて行なっています。

6:30 起床

7:30 朝食

8:30 障害者支援センター未来へ
出勤

17:00 帰宅

17:30 入浴・団欒

18:30 夕食

19:30 入浴・団欒

21:00 就寝

日 課

4月 お花見

5月 バーベキュー

6月 買い物外出

7月 七夕会

8月 夏休みレクリエーション

9月 十五夜

10月

11月 収穫祭・蛍駅伝

12月 クリスマス会

1月 書き初め

2月 節分

3月 チャレンジアート
フェスティバル(舞台発表)

ほっとハウス平沢Ａ

事業開始 定員 住所・電話

ほっとハウス
（共同生活援助）

作谷 2008(平成20)年4月1日

17名
Ａ棟：6名
Ｂ棟：5名
Ｃ棟：6名

〒300-4204
茨城県つくば市作谷2915-1

TEL ０２９－８６９－０９３２

平沢 2014(平成26)年4月1日
9名

Ｂ棟-1：4名
Ｂ棟-2：5名 〒300-4213 

茨城県つくば市平沢1255-62

TEL ０２９－８８６－３９３２ほっとハウス平沢Ａ
（日中サービス支援型）

2019(令和元)年5月1日

20名
Ａ棟-1：9名
Ａ棟-2：9名
短期入所：2名

グループホーム 共同生活援助

グループホーム 日中サービス支援型
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多機能型事業所 障害者支援センター未来

年 間 の 行 事 と 活 動

TEL 029-867-5515 （直通）

就労継続支援Ｂ型事業：
定員15名
事業開始:2010(平成22)年4月1日
生活介護事業：
定員40名
事業開始：2006(平成18)年10月1日

年間行事 未来学校の活動内容

4月 筑波山登山 自己紹介

5月 ゆうあいスポーツ大会参加 ストレッチ・ソフトボール

6月 未来カレーフェスティバル

7月 夏季旅行（第1班） 交通ルールを覚えよう

8月 残暑見舞い作り

9月 夏季旅行（第2班） 調理レクリエーション

10月 スポーツレクリエーション

11月 収穫祭 作業班活動

12月 忘年会・餅つき 年賀状作り

1月 初詣・冬季スキー旅行 書き初め

2月 工場・社会科見学

3月 チャレンジアートフェスティバル
作品出品

チャレンジアートフェスティバル
作品展見学

多機能型事業所・障害者支援センター未来では、利用する障害者に対して労働できる環境を整え、労働
できるように取り組み、社会の一員として生活できるように支援していきます。
筑波山の麓の大自然の中、約10ヘクタールの田んぼ、畑、山林などで活動しています。「つくほう米」
や野菜の生産、「つくほうの森」の開拓整備など自然の中の活動を通して四季を肌で感じながら、毎日
健康に過ごせるよう支援しています。また、2泊3日の夏季旅行や冬季スキー旅行、社会学習の機会を
「未来学校」として設けるなど、課外活動も目的を持って行っています。

9:45 出勤、朝会、清掃

10:00 午前の作業活動

12:00 昼食、休憩

13:00 午後の作業活動

15:30 休憩、帰宅準備

16:00 帰宅活動

日 課

活 動 内 容

【就労継続支援Ｂ型事業】
農作業（稲作、畑、原木椎茸）、
果樹作り、果樹加工、炭焼き、木
工芸、七宝焼、製菓

【生活介護事業】
日常生活訓練、コミュニケーショ
ン訓練、農作業などの軽作業、製
菓、製パン、創作活動、レクリ
エーション、和紙作り、薪作り



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

すたーと

発育や成長に不安や心配のある未就学児（２歳～６歳）のお子さまを対象に、将来の自立へ向けて
支援をおこなっていきます。児童分野での支援をしてきた職員により、高い専門的な知識・技能で１人
１人に合った支援計画を作成し、自然豊かな環境下での心身共にのびのびとした療育を目指します。

児童発達支援事業

9:00 登園、体調チェック、朝の会

10:00 室内での体を使った遊び

11:00 テーブルに向かっての活動
（粘土・製作・音楽）

11:30 昼食（給食またはお弁当）

13:00 集団活動、サーキット運動

14:00 おやつ

14:30 帰りの会、お片づけ

15:00 お迎え

１ 日 の 流 れ

定員 １０名

対象 ２歳～小学校入学前の
発育や成長に心配のあるお子さま

営業日 月～金曜日
（祝日、年末年始、お盆中はお休み）

時間 ９：００～１５：００

利用料

児童発達支援は障害児通所給付費の
対象となるサービスです。
受給者証を取得すれば、利用料の９割
が給付され、１割の自己負担でサービ
スが受けられます。

まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。

☎０２９－8６７－００２５

お子さまと一緒に見学・体験をしていた
だきます。お子さまの様子・保護者の方
のご希望をお伺いし、提供できるサービ
スについてご説明をいたします。

お住まいの市町村の保健福祉課にて
受給者証申請の手続きをおこなってください。

お子さまの個性や保護者の方のご希望に
合わせた個別支援計画をご提案いたします。
ご納得いただければ、お申込みいただき、
ご利用開始となります。

受給者証が届きましたら、筑峯学園
までご連絡ください。
正式な契約手続きを行ないます。

ご 利 用 ま で の 流 れ概 要

電話にて
お問合せ

１

見学・体験
面接

２

受給者証の
申請手続き

３

サービス
提供開始

５

利用契約

4

事業開始：20（令和元）年7月1日

TEL 029-867-0025 （代表)
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相談支援事業所

相談支援事業所では、専門員が福祉サービスの紹介や利用の調整など障害をお持ちの方々の生活全般
における様々な相談支援を行なっています。筑峯学園では地域社会で誰もが自分らしくより豊かな生
活を目指しています。気軽に相談できる拠点としてまた地域への情報発信地として、一緒に考え、共
に学び、成長できる場でありたいと思っています。茨城県の委託を受け一般相談支援事業、つくば市
の委託を受け、特定相談支援事業・障害児相談支援事業を行なっています。

一般相談支援事業
（県指定）

施設や病院に長期入院等していた障害者が地域での生活に移行するために、住居の確

保や新生活の準備等について支援します。また、居宅で一人暮らしをしている障害者につ

いて緊急時における連絡、相談等のサポートを行ないます。

特定相談支援事業
（市指定）

障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス

利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。

障害児相談支援事業
（市指定）

利用者及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な

指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供を確保します。

TEL 029-867-5881 （直通）

事業開始：2008（平成20）年4月1日

相 談 支 援 内 容

障害者や障害児及びそのご家族などからのご
相談に応じ、必要な情報提供や助言および関
係機関との連絡調整を行ないます
【主なご相談内容】
福祉サービスの利用援助
社会資源を活用するための支援
社会生活力を高めるための支援
障害者やその家族の権利の擁護の為に必要
な支援

専門機関の紹介

障害者や障害児の心身の状況や置かれている
環境を勘案し、利用するサービスの内容を定め
たサービス等利用計画を作成します。
又サービスが適切であるかどうか一定期間ご
とに評価し、計画の見直しや変更を行ないます

児童から成人まで身体・知的・精神の障害、
発達障害や難病をお持ちの方及びそのご家
族・関係機関など

つくば市及び近隣の市町村

基本相談支援

計画相談支援

対象となる方

実施地域

無料です

ご利用費用



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

短期入所事業・日中一時支援事業

TEL 029-867-0025 （代表)

地域支援

アクセス

つくばエクスプレス「つくば駅」より車で約30分

ＪＲ常磐線「土浦駅」より車で約30分

常磐自動車道「土浦北ＩＣ」より車で約20分

圏央自動車道「つくば中央ＩＣ」より車で約30分

社会福祉法人 筑峯学園
〒300-4213  
茨城県つくば市平沢655-4

TEL: 029-867-0025
FAX: 029-867-1968
Mail    sat@tsukuhou.or.jp
HP       http://www.tsukuhou.or.jp

地域にて生活している障害児・者を対象に、短期入所事業、日中一時支援事業等を実施して生活等を
援助・支援しています。児童施設との併設型の事業ですので、集団の中での生活や遊び、作業活動等
を通して成長を促していきます。お住まいの市町村で受給者証の交付を受け、当園で契約が完了して
からご利用となります。

事業運営の為に寄附金の募集をしております。当法人の活動にご理解をいただき、さらなる福祉の充実の為に、
皆様のご支援をお願いいたします。

ご支援のお願い

＜お振込先＞ 筑波銀行つくば北支店
【店番号】206 【種目】普通預金 【口座番号】46341
【口座名義】社会福祉法人筑峯学園 本部会計 理事長 岡野光宏

事業開始 定員 概 要

短期入所事業
（併設型）

2006（平成18）年10月1日 8名

宿泊を伴うサービスです。
障害をお持ちの方をご家庭で養育されているご
家族の方が、様々な理由で養育ができない時な
どに、一時的に当学園でお預かりします。利用
者個々の障害特性やニーズの把握に努め、保護
者との連携を図りながら支援を進めていきます。

日中一時支援事業 2006（平成18）年10月1日 8名

日帰りのサービスです。
障害児・者の日中における活動の場を確保し、
日常的に介護している家族の一時的な休息を図
ることなども目的とします。


