
※利用期間 １８カ月

（症状に応じて延長あり）

自立訓練（機能訓練）は、身体に障害がある方が

社会復帰に向けてリハビリテーションを受けるこ

とができる福祉サービスです

身体障害者手帳がある

又は

難病等対象者   

自立訓練（機能訓練）サービスを活用した事例を紹介します

10歳代
ADL全介助

頚椎完全損傷（C5/6)

関節可動域練習

筋力強化練習

寝返り、移乗など
動作練習

機能訓練サービス

自動車運転

自立

復学

40歳代
左片麻痺

杖歩行

右半球広汎性脳梗塞

体力強化・筋トレストレッチ

独歩へ向けた歩行練習

公共交通機関利用の練習

電車を使用しての通所利用

就労訓練（軽作業・脳トレ）

機能訓練サービス

就労継続支援

B型施設利用

就労

仕事に戻るには

体力が戻ってない？

高次脳機能障害も

あるので、継続的な

支援が必要では？

社会復帰を

望んでいるので

社会に向けた

リハビリが必要では？

茨城県では、より身近な地域で自立した日常生活や 

社会生活を送ることができるために必要な訓練や相談等を 

受けることができる自立訓練（機能訓練）サービス事業所を推進します 

茨城県 機能訓練サービス等強化推進事業 



以下の事業所で自立訓練（機能訓練）サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。（2018 年 12 月現在）

事業所名 住所 連絡先 

県北
複合福祉施設 一想園 日立市田尻町 2-8-10 0294-43-0990 

機能訓練センター フリューゲル 常陸大宮市上町 357-4 0295-58-6311 

県央 かさま障がい者サポートセンター 笠間市八雲 2-12-14 0296-77-7211 

県西
青嵐荘療育園通所事業所 古河市上大野 698 0280-98-2782 

訓練サポートセンター ライフ 常総市豊岡町丙 2894-28 0297-21-5035 

県南

取手市障害者福祉センターあけぼの

サポートセンターきずな PLUS

訓練サポートセンターライフつくば

取手市寺田 4723  番地

つくば市花畑 2-12-2 第 4 つくば 105 号室

つくば市上横場 2455-5

0297-74-5157

029-886-7703

029-846-7117

Functional Training Center つくば市竹園 2-8-16 第 1小竹園ビル１F 029-875-8215

さとう障がい者支援センター 守谷市野木崎 521-1 0297-21-1770 

しらゆり荘 かすみがうら市中志筑 2409-1 0299-59-5290 

鹿行 もみやまリハビリテーションセンター 鉾田市樅山 497 0291-37-3850 

（今後開設予定）

らいおんハート自立訓練センター      日立市内

【頭部外傷】 【高次脳機能障害】 【復学】

•身体機能および高次脳機能障害の回復がみられ、休学していた専門学校へ復学をした。

【第２号被保険者】 【介護保険サービス併用】

•介護保険での通所サービスを利用していたが社会復帰希望のため計画変更。バランス、体力向上により小走り可、就労継続B型
利用となった。送迎サービスについては引き続き介護保険制度を利用。

【事故】 【体幹障害】 【高次脳機能障害】 【一人暮らし】

•金銭管理や就労練習を行い、一人暮らしの生計が再構成された。

【二分脊椎】 【両下肢麻痺】 【特別支援学校卒業後】 【自宅生活】

•特別支援学校卒業後、家屋調査・動作評価を行い自宅生活動作の指導でより安定した生活を獲得したため、今後の地域生活を考
えることができるようになり、生活介護へつながった。

【筋ジストロフィー】 【介護保険認定者】

•介護保険サービスを利用していたが、自立する必要があり、訓練で体の使い方を習得し、自立してできることが増えた
ため留守番ができるようになりお世話のサービスが不要になった。

【左片麻痺】 【自動車運転】 【復職】

•装具・車いすを使用せずに歩行できるようになり、車の運転、復職へつながった。
※本事例は平成30年3月まで実車での運転訓練を行っていた県立リハビリテーションセンターの事例です。
※車の運転については、以下の事業所の一部でドライブシミュレータを導入し訓練を行うほか、今後近隣の自動車教習所と連携を
図りながら、実車での運転訓練が行える体制を目指していきます。

これらの事例は

実際にあった支援内容

をもとに作成しました

事業所の詳しい情報は、茨城県ホームページからご覧いただけます 

一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会 電話 029-306-7765 メール reha-info@irpa.jｐ 

このチラシは「平成 29年度理学療法士及び作業療法士等研修等事業」により作成しました（2017.12） 

茨城県 機能訓練サービス 検索

以下の事業所で自立訓練（機能訓練）サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。（2018 年 12 月現在）

事業所名 住所 連絡先 

県北
複合福祉施設 一想園 日立市田尻町 2-8-10 0294-43-0990 

機能訓練センター フリューゲル 常陸大宮市上町 357-4 0295-58-6311 

県央 かさま障がい者サポートセンター 笠間市八雲 2-12-14 0296-77-7211 

県西
青嵐荘療育園通所事業所 古河市上大野 698 0280-98-2782 

訓練サポートセンター ライフ 常総市豊岡町丙 2894-28 0297-21-5035 

県南

取手市障害者福祉センターあけぼの

サポートセンターきずな PLUS

訓練サポートセンターライフつくば

取手市寺田 4723  番地

つくば市花畑 2-12-2 第 4 つくば 105 号室

つくば市上横場 2455-5

0297-74-5157

029-886-7703

029-846-7117

Functional Training Center つくば市竹園 2-8-16 第 1小竹園ビル１F 029-875-8215

さとう障がい者支援センター 守谷市野木崎 521-1 0297-21-1770 

しらゆり荘 かすみがうら市中志筑 2409-1 0299-59-5290 

鹿行 もみやまリハビリテーションセンター 鉾田市樅山 497 0291-37-3850 

（今後開設予定）

らいおんハート自立訓練センター      日立市内

【頭部外傷】 【高次脳機能障害】 【復学】

•身体機能および高次脳機能障害の回復がみられ、休学していた専門学校へ復学をした。

【第２号被保険者】 【介護保険サービス併用】

•介護保険での通所サービスを利用していたが社会復帰希望のため計画変更。バランス、体力向上により小走り可、就労継続B型
利用となった。送迎サービスについては引き続き介護保険制度を利用。

【事故】 【体幹障害】 【高次脳機能障害】 【一人暮らし】

•金銭管理や就労練習を行い、一人暮らしの生計が再構成された。

【二分脊椎】 【両下肢麻痺】 【特別支援学校卒業後】 【自宅生活】

•特別支援学校卒業後、家屋調査・動作評価を行い自宅生活動作の指導でより安定した生活を獲得したため、今後の地域生活を考
えることができるようになり、生活介護へつながった。

【筋ジストロフィー】 【介護保険認定者】

•介護保険サービスを利用していたが、自立する必要があり、訓練で体の使い方を習得し、自立してできることが増えた
ため留守番ができるようになりお世話のサービスが不要になった。

【左片麻痺】 【自動車運転】 【復職】

•装具・車いすを使用せずに歩行できるようになり、車の運転、復職へつながった。
※本事例は平成30年3月まで実車での運転訓練を行っていた県立リハビリテーションセンターの事例です。
※車の運転については、以下の事業所の一部でドライブシミュレータを導入し訓練を行うほか、今後近隣の自動車教習所と連携を
図りながら、実車での運転訓練が行える体制を目指していきます。

これらの事例は

実際にあった支援内容

をもとに作成しました

事業所の詳しい情報は、茨城県ホームページからご覧いただけます 

一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会 電話 029-306-7765 メール reha-info@irpa.jｐ 

このチラシは「平成 29年度理学療法士及び作業療法士等研修等事業」により作成しました（2017.12） 

茨城県 機能訓練サービス 検索

以下の事業所で自立訓練（機能訓練）サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。（2019 年 3 月現在）

県北
複合福祉施設 一想園 日立市田尻町 2-8-10 0294-43-0990 

機能訓練センター フリューゲル 常陸大宮市上町 357-4 0295-58-6311 

県央
かさま障がい者サポートセンター 笠間市八雲 2-12-14 0296-77-7211 

県西
青嵐荘療育園通所事業所 古河市上大野 698 0280-98-2782 

訓練サポートセンター ライフ 常総市豊岡町丙 2894-28 0297-21-5035 

県南

取手市障害者福祉センターあけぼの

サポートセンターきずな PLUS

訓練サポートセンターライフつくば

取手市寺田 4723  番地

つくば市花畑 2-12-2 第 4 つくば 105 号室

つくば市上横場 2455-5

0297-74-5157

029-886-7703

029-846-7117

Functional Training Center つくば市竹園 2-8-16 第 1 小竹園ビル１F 029-875-8215

さとう障がい者支援センター 守谷市野木崎 521-1 0297-21-1770 

しらゆり荘 かすみがうら市中志筑 2409-1 0299-59-5290 

鹿行 もみやまリハビリテーションセンター 鉾田市樅山 497 0291-37-3850 

ナザレ園デイサービスセンター   那珂市中里 342-7 029-296-3711

事業所名 住所 連絡先 

（今後開設予定）

らいおんハート自立訓練センター      日立市内

このチラシは「平成 30 年度理学療法士及び作業療法士等研修等事業」により作成しました（2019.3）


