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柏市内の相談支援事業所一覧 
 

福祉サービスの利用やその他の様々な相談に対応する市内の相談支援事業所です。 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 事業所名 受付 住所・電話・FAX 

 

北部地域 
地域生活支援拠点あおば 

地域生活相談センターシャル 

平日 8:30～18:30 

★緊急時は平日以外・時

間外も２４時間相談受付 

柏市高田三勢 1087-5 

TEL：０４－７１２６－０１２７ 

FAX：０４－７１９７－５１９０ 

中央地域 

地域生活支援拠点たんぽぽ 

たんぽぽセンター 

平日 8:30～17:15 

★緊急時は平日以外・時

間外も２４時間相談受付 

柏市柏下 93-2 

TEL：０４－７１６０－１２３９ 

FAX：０４－７１３６－１５６３ 

権利擁護あさひ 平日 8:30～18:00 

柏市篠籠田 1401-89いちごハイム１階 

TEL：０４－７１４０－１８９０ 

FAX：０４－７１４０－１８９１ 

 

南部地域 
地域生活支援拠点ぶるーむの風  

ぶるーむの風相談室 

平日 8:30～18:00 

★緊急時は平日以外・時

間外も２４時間相談受付 

柏市中原 1817－1 

TEL：０４－７１２８－４１３５ 

FAX：０４－７１２８－４１３６ 

 

東部地域 
地域生活支援拠点しょうなん 

サポートセンター沼南 

平日 8:30～17:15 

★緊急時は平日以外・時

間外も２４時間相談受付 

柏市大津ヶ丘 2-19-5 

TEL：０４－７１９１－３３９１ 

FAX：０４－７１９１－２４００ 

 

 

 

  

              ・福祉サービスの利用に関すること  

・障害に関すること      ・セルフプランの作成 

・日常生活における困りごと  ・余暇に関すること  

・行政手続き支援       ・家族に関する悩み 

・虐待・権利擁護について    ・就労に関すること 

次ページ以降の 

「◇柏市指定相談支援事業所一覧◇」 

をご参照下さい。 

福祉サービス利用のための 

計画案を作成する事業所を探している 

◇柏市委託相談支援事業所◇ 

○地域で身近な相談ができるように指定相談支援事業所のうち５箇所に相談支援事業

を委託しています。 

○各事業所の「地域生活コーディネーター」がご相談に対応します。 

○セルフプランの作成支援，指定相談支援事業所が見つからない方や単独で探すのが困

難な方の相談にも対応します。 

※介護保険対象の方は，地域包括支援センターにご相談ください。 

福祉サービス利用以外にも 

いろいろなことを相談したい 

相談できる内容 
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◇柏市指定相談支援事業所一覧◇ 
 

 障害福祉サービス，地域相談支援，障害児通所支援を申請する際に，サービス等利用計

画案，障害児支援利用計画案を作成する柏市指定の相談支援事業所です。 

 地域定着支援は地域で一人暮らしをしている障害者を対象とした相談や緊急時の支援を

行い，地域移行支援は入所施設や精神科病院から地域生活に移行するために相談や体験を

行います。 

 

 対応できる相談種別 成人(身：身体障害 知：知的障害 精：精神障害) 児：児童 

           地域定着支援：定着 地域移行支援：移行  

 

【北部地域：相談支援事業所】 

 
事業所名 

対応できる 

相談種別 
住所 電話・FAX 

 
１ 

地域生活支援拠点あお
ば・地域生活相談セン
ターシャル 

身・知・精・
児(発達障
害) 
定着・移行 

〒277-0861 

柏市高田三勢１０８７ 
－５ 

TEL ０４－７１２６－０１２７ 

FAX ０４－７１９７－５１９０ 

 
２ 

リトルペガサス地域支
援部 

知・精・児 
〒277-0861 

柏市小青田８０番地２

東６０街区４ 

TEL ０４－７１５７－０３０３ 
FAX ０４－７１５７－０３０４ 

３ 相談支援事業所みらい 児 
〒277-0885 

柏市西原６－７－３２ 
TEL ０４－７１００－０６９９

FAX ０４－３３３２－８８０９ 

４ 
こども相談支援事業所
りあん 

児 
〒277-0813 

柏市大室１-２４-１ 
TEL ０４－７１３２－８８８２ 

FAX ０４－７１９７－７８６３ 

５ ＷＩＴＨ ＵＳ相談室 
知・児 
(発達障害) 
定着・移行 

〒277-0872 

柏市十余二字南前山 

１７５－６６ 

ＴEL ０４－７１９７－５６８８ 

FAX ０４ー７１９７－４００７ 

６ 
生活援助センタースノ 
ードロップ 

精 
〒277-0885 

柏市西原７－６－２ 

ＴEL ０４－７１５２－３３３０ 

FAX ０４－７１５２－３４２２ 

７ 指定特定相談支援事業
所かたくり 

知 
〒277-0861 

柏市高田１０３９－４ 

ＴEL ０４－７１４６－２２６６ 

FAX ０４－７１４６－２２６６ 

 

【中央地域：相談支援事業所】 

 事業所名 
対応できる 
相談種別 

住所 電話・FAX 

1 
地域生活支援拠点たん
ぽぽ・たんぽぽセンタ
ー  

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0004 

柏市柏下９３-２ 

TEL ０４－７１６０－１２３９ 

FAX ０４－７１３６－１５６３ 

２ 権利擁護あさひ 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0862 

柏市篠籠田１４０１-８９ 

いちごハイム１階  

TEL ０４－７１４０－１８９０ 

FAX ０４－７１４０－１８９１ 
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【中央地域：相談支援事業所】 

３ 
相談支援事業所ホリデ
ー 

知・児 
(発達障害) 

〒277-0827 

柏市松葉町２－５－１ 

TEL ０４－７１５７－０００３ 

FAX ０４－７１５７－０００６ 

４ 
相談支援事業所ほたる 
 

身・知・精・
児 

〒277-0826 

柏市根戸４１９－１６グ

リーンキャピタル北柏

６０４号室 

TEL ０４－７１００－３３８８ 

FAX ０４－７１００－３３６７ 

５ ケアステーションしゅ
しゅ 

知・精 
〒277-0832 

柏市北柏４－４－８ 

TEL ０４－７１６５－１５２６ 

FAX ０４－７１６５－１５２７ 

６ 
まごころ相談支援室 
（休止中） 

児 
〒277-0826 

柏市宿連寺４４２－６ 
TEL ０４－７１３９－０４３０ 

FAX ０４－７１３９－０４３１ 

７ ふれあいの広場 
身・知 
精・児 

〒277-0858 

柏市豊上町２－１１ 
TEL ０４－７１４４－５４６５ 

FAX ０４－７１４４－５４６５ 

８ 自立生活相談室Ｋ２ 身・知・精 
〒277-0855 

柏市南柏２－４－２１ 

樋口ビル２Ｆ 

TEL ０４－７１９９－２４５１ 

FAX ０４－７１９９－２４５８ 

９ 相談支援事業所愛の手
南柏 

身・知 
精・児 

〒277-0855 

柏市南柏２－７－９  

パティオⅢ１０２ 

TEL ０４－７１０６－７５５０ 

FAX ０４－７１０６－７５５１ 

10 相談支援バッテリー 身・知 
〒277-0854 

柏市豊町２丁目５番５

２号 

ＴEL ０４－７１７０－４５３４

FAX ０４－７１７０－４５３４ 

11 柏市こども発達センタ
ー 

児 
〒277-0004 

柏市柏下６５-１ウエル

ネス柏内 

TEL ０４－７１２８－２２２３ 

FAX ０４－７１６７－８５８８ 

12 ハッピーテラス ケア
サポート柏 

身・知 
精・児 

〒277-0021 

柏市中央町６－１９コ

ープビル７Ｆ 

TEL ０４－７１８６－７６７３ 

FAX ０４－７１６０－３９８６ 

13 柏市福祉ワーカーズ相
談支援 

身・知・精 
〒277-0005 

柏市柏６丁目９番９号 

TEL ０４－７１６０－１１４４ 

FAX ０４－７１６０－１１４５ 

14 計画相談支援ホームグ
ランド北柏 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0832 

柏市北柏２－４－１０

ステイタスヒル北柏１０１ 

TEL ０４－７１６２－７７３８ 

FAX ０４－７１６２－７７３９ 

 

【南部地域：相談支援事業所】 

 事業所名 
対応できる 
相談種別 

住所 電話・FAX 

１ 
地域生活支援拠点ぶる
ーむの風・ぶるーむの
風相談室 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0085 

柏市中原１８１７－１ 

TEL ０４－７１２８－４１３５ 

FAX ０４－７１２８－４１３６ 

２ かがやき介護サービス 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0088 

柏市ひばりが丘４－１ 

ふるさとビル１F 

TEL ０４－７１６７－５２０３ 

FAX ０４－７１６７－５２０４ 

３ 相談支援センター太陽 
と大空 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0074 

柏市今谷上町５８－１ 

ハイム新木戸２０２ 

TEL ０４－７１０５－８１１４ 

FAX ０４－７１４９－８８９１ 
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【南部地域：相談支援事業所】 

４ アイリス相談支援サー
ビス 

身・知・精 

〒277-0054 

柏市南増尾８－１－５

７シティシャトレ美久仁

１０２ 

TEL ０４ー７１７１－２００２ 

FAX ０４－７１７１－２００３ 

５ 相談支援ひなた 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0051 

柏市加賀３－２３－１０ 

富士ビル３階 

TEL ０４－７１３８－５３０６ 

FAX ０４－７１３８－５３０９ 

６ 相談支援センターいろ 
どり 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0052 

柏市増尾台３－１４－ 

４ 

ＴEL ０４－７１３６－１６７５ 

FAX ０４－７１３６－１６７５ 

 

【東部地域：相談支援事業所】 

 事業所名 
対応できる 
相談種別 

住所 電話・FAX 

１ 
地域生活支援拠点しょ
うなん・サポートセン
ター沼南 

身・知 
精・児 
定着・移行 

〒277-0921 

柏市大津ヶ丘２－１９ 

－５ 

TEL ０４－７１９１－３３９１ 

FAX ０４－７１９１－２４００ 

２ いずみ園相談支援セン 
ター 

身・知 
精・児 

〒277-0042 

柏市逆井３４１ 

ＴEL ０４－７１７６－８０６６ 

FAX ０４－７１７６－８０８７ 

３ わかたけさぽーと 
知・児 
定着・移行 

〒277-0941 

柏市高柳６６８-１ 

TEL ０４－７１９２－０３２４ 

FAX ０４－７１９２－１６６５ 

４ サポートセンターよつ 
ば 

知・精・児 
〒277-0921 

柏市大津ヶ丘３－４－ 

１－１０１ 

ＴEL ０４－７１９９－７９３１ 

FAX ０４－７１９９－７９２１ 

５ こども療育相談センタ 
ーきりとも 

児・定着・
移行 

〒277-0921 

柏市大津ヶ丘２－１９ 

ー５ 

TEL ０４－７１９１－５２７７ 

FAX ０４－７１０５－０４６６ 

６ 相談支援事業所アロフ
ト 

身・知・精 
〒27７-0923 

柏市塚崎１３５１－１ 

TEL ０４－７１５７－２３８３ 

FAX ０４－７１３７－９４２３ 

７ 音の音 身・知・児 
〒277-7359 

柏市逆井４－２５－１ 

TEL ０７０-１１８３-７８０７ 

FAX ０４－７１５１－９０６９ 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】  

柏市役所 障害福祉課 福祉サービス担当 

〒277-8505 柏市柏 5-10-1 

  電話 04-7167-1111(内線 419/681)／FAX  04-7167-0294 


