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14．日中一時支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日中一時支援 

 障がいのある方を一時的に預かり、日中における活動の場を確保すると

ともに、障がいのある方を日常的に介護している家族の休息等、介護負担

の軽減を図ります。 



西方総合支所

都賀総合支所

東武金崎駅

野州大塚駅

家中駅

合戦場駅
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大平総合支所
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新栃木駅

野州平川駅

藤岡駅

栃木市役所

静和駅

日中一時支援

栃木・大平地域
①やまと
②ゆーあい工房
③砂浜クラブ
④オープンハウスたんぽぽ
⑤わらしべの家
⑥みちしるべ
⑦風の子クラブ
⑧あゆみ
⑨このゆび☆とまれ
⑩あすなろ
⑪あすひ
⑫梅の実
⑬ゆうの家
⑭悦山荘
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

■食事提供 あり　1食 100円

■営業日、時間 月～金　10：00～17：00

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

特定非営利活動法人　クローバー

③砂浜くらぶ

328-0032　栃木市神田町6-15

メール　umigame@cc9.ne.jp

ホームページ　https://npoumigame.jimdofree.com/

TEL　0282-51-2291 FAX　0282-51-2921

≪事業所概要≫

■利用定員 管理者　支援員

■利用料 なし

■送迎サービス

FAX　0282-22-0555

■送迎サービス あり（旧栃木市に限り指定場所での送迎可）

■食事提供 あり(要相談)

■営業日、時間 月～金曜日（祝日を除く）　8：30～17：30（その他の利用については、応相談。）

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　ご本人のペースで自由な時間を過ごして頂けるのが
特徴です。日中の活動については、生産活動に参加す
ることも可能です。
　利用者と職員が毎日和やかに楽しく過ごしています。
　利用者が安心して、安全に利用して頂けるよう生活の
質の向上を目指しています。
　土日祝日には、季節に応じた行事等を行っています。

社会福祉法人　うまぐりの里

②ゆーあい工房

328-0033　栃木市城内町2-62-14

メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.umagurinosato.com/

TEL　0282-25-4001 FAX　0282-25-1575

≪事業所概要≫

■利用定員 5名

■利用料 応能負担（各市町村に定められた額をお支払い頂きます。）

あり(自宅への送迎可。詳細については要相談。)

令和４年６月１日現在

■送迎サービス なし

■食事提供 あり

■営業日、時間 月～金曜日　8：30～17：30

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所概要≫

■利用定員 概ね10名（各事業の利用人数や設備の関係上、利用予約をお受けできない場合があります）

■利用料 給食費 1食 500円

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
■やまとの日中一時支援
　利用者の日中における活動の場を確保し、利用者の
家族の就労及び介護者の一時的な休息を保障するた
めに、利用者に対し必要なサービスを適切に提供する
ことを目的とします。

社会福祉法人　すぎのこ会

①日中一時支援事業所やまと

328-0015　栃木市万町27-9

メール　yamato@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

TEL　0282-28-6385
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■利用料 行事参加費等/実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　わらしべの家では「夢・笑顔」をキーワードに生産活
動を中心とした様々な活動を行っています。平日は作
業に取り組み、週末はスポーツやショッピング、調理体
験などの社会参加活動を実施し、メリハリをつけて
日々の生活を楽しんでいます。
　見学等、大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください
♪

社会福祉法人わらしべの里

⑤わらしべの家

328-0011　栃木市大宮町2708-3

メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.warashibenosato.com/

≪事業所概要≫

TEL　0282-27-1627 FAX　0282-27-1675

■利用料 利用者上限負担額による。

■送迎サービス あり(栃木市内のみ　自宅まで送迎。)

■食事提供 あり〔食事提供加算がある場合 1食100円　非該当の場合 1食300円〕

■営業日、時間 9：00～16：00

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　利用者様を一時的にお預かりし、ご家族の就労・休
息を支援いたします。
　利用者様の日常の生活を見守り、のんびりとくつろ
いで頂ける様、支援致しております。
　お昼ご飯は、栄養バランスを考慮し、手作りにて行っ
ております。

一般社団法人　リカバリー

⑥日中一時支援事業所　みちしるべ

328-0012　栃木市平柳町1-2-4-2 KURAショップⅡ

メール　recovery@cc9.ne.jp

ホームページ　https://www.recovery-michishirube.com

TEL　0282-51-3702 FAX　0282-51-3702

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■営業日、時間

■食事提供

■送迎サービス あり（自宅まで）

あり

相談に応じます

■送迎サービス あり（乗降場所や乗降時間については個別相談となります。）

■食事提供 あり（281円/1食）

■営業日、時間 月～金 9：00～16：00　毎月土曜日1回～3回程度 9：00～13：00又は～16：00（事業所カレンダーによる）

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■利用定員 10名

≪事業所概要≫

■利用定員 10名程度

≪事業所概要≫

■利用定員

■利用料

2～3人

食事等の実費のみ

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
　利用者・保護者のニーズに合わせ、可能な限り急な
依頼にも対応していますが、人員配置の都合上お断り
することもあります。④オープンハウスたんぽぽ

328-0073　栃木市小平町6-11

メール　tanpopo@cc9.ne.jp

ホームページ　k-tanpopo.org

TEL　0282-24-9833 FAX　0282-24-9833

特定非営利活動法人　蔵の街たんぽぽの会

社会福祉法人わらしべの里
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

10名程度

あり

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

年中無休　6：30～22：00　※8:30～17:30以外の時間は要相談

あり

要相談

食費 朝540、昼650、夜650円(加算該当者は減額)、おやつ 40円/回　その他　行事食・特別食は実費

10名程度■利用定員

■利用料

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■医療的ケア

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

【日中一時支援】

社会福祉法人　あゆみ園

■利用定員

■利用料

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■医療的ケア

月～土曜日　8:30～9:00、11:00～18:00　＊学校行事、長期休業時等は別途対応あり

あり　※栃木特別支援学校や近隣の小中学校から当事業所まで

昼食650円（食事提供体制加算該当者350円）

ご家族の就労や休息を
支援します。屋内外の活動を
とおし、季節を感じられる
余暇の提供や利用者、
家族が安心安全に過ごせる
よう支援を行います。

≪事業所紹介≫

≪事業所概要≫

⑧あゆみ

328-0012　栃木市皆川城内町333-2

FAX　0282-31-2919TEL　0282-31-1755

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■送迎サービス あり（自宅までの送迎可　※基本30分圏内）

■食事提供 あり

■営業日、時間 12月29日～翌年1月3日を除く毎日 (R4年6月1日現在 日曜日休止中)　8：30～17：30

≪事業所概要≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食 200円　その他イベント等

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
栃木市皆川城址公園・皆川公民館近くの事業所で、自
然豊かな場所でのんびり過ごしていただけるそんな事
業所です。
日中散歩や外出、夏季にはプールのご利用もできま
す。

特定非営利活動法人　このゆびとまれ

⑨日中一時支援 このゆび☆とまれ
328-0067　栃木市皆川城内町1974-3

TEL　0282-22-5380 FAX　0282-22-5384

メール　konoyubi-tomare@tmt.ne.jp

フェイスブック　＠konoyubitomare.tothigi

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

328-0012　栃木市平柳町1-15-11

⑦風の子クラブ

社会福祉法人　あゆみ園 放課後等デイサービス、児童発達支援事業所との
多機能で運営を行っています。

≪事業所概要≫

FAX　0282-25-5031TEL　0282-25-5030
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■送迎サービス あり(自宅まで）

■食事提供 あり（650円/食）

■営業日、時間 9：00～16：00

≪事業所概要≫

■利用定員 5名

■利用料 650円/食

　日光市に本部のある社会福祉法人すぎなみき会の、
県南地区の拠点的位置づけとして開設した事業所で
す。
併設施設には、グループホーム梅の実（共同生活援
助、短期入所）、梅のはな(生活介護)　があります。
　また、みつみねの郷（高齢者施設）が併設しており高
齢化の相談にも応じることができます。

社会福祉法人　すぎなみき会

⑫梅の実

328-0204　栃木市梅沢町972

TEL　0282-31-3235 FAX　0282-31-3236

メール　mitusmine@space.ocn.ne.jp

ホームページ　https://suginamikikai-tochigi.com/

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス なし

■食事提供 土曜日のみ弁当注文あり

■営業日、時間 月～土曜日　7：30～18：30

≪事業所概要≫

■利用定員 概ね10名

■利用料 おやつ代　50円

　在宅の利用児・者の日中における活動の場を確保す
る ことにより、障がい児・者を日常的に介護している家
族の一時的な休息を図ることを目的にサービスを提供
します。
〇活動内容
カラオケ・ドライブ・散歩・制作・集団遊びなど

社会福祉法人　すぎのこ会

⑪あすひ

328-0125　栃木市吹上町571

TEL　0282-21-7101 FAX　0282-21-7102

メール　asuhi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス なし

■食事提供 なし

■営業日、時間 月～土曜日　7：30～18：00

≪事業所概要≫

■利用定員 概ね25名

■利用料 各市町が定める区分に応じた利用者負担額

・在宅の障がい者（児）の日中における活動の場を確
保することにより、障がい者（児）の家族の就労支援及
び障がい者（児）を日常的に介護している家族の一時
的な休息を図ることを目的にサービスの提供を行って
います。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑩あすなろ

328-0068　栃木市大皆川町572

TEL　0282-20-8338 FAX　0282-20-3368

メール　asunaro@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

■送迎サービス あり （自宅まで）      　　　　　　　　　　　《フラワーアレンジメント》

■食事提供 あり　※食費負担無し

■営業日、時間 9：00～18：00

≪事業所概要≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■利用定員 10名

■利用料 なし　※イベント参加費は実費徴収

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

　保護者に用事がある場合や一時的な休息のため
に、日中活動の場を提供し、保護者の負担軽減を
図ります。主に過ごしかたは、一人一人の趣向の
見守りと、創作活動、希望者は簡易な生産活動を提供
しています。

株式会社　サポートプラザフロンティア

⑮日中一時支援事業所エミュー

329-4404　栃木市大平町富田1630-2

TEL　0282-25-6808 FAX　0282-25-6818

メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

■医療的ケア ☑胃ろう　☑ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　☑留置ｶﾃｰﾃﾙ　☑導尿　☑たん吸引

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス あり（自宅と施設間のみ送迎可）

■食事提供 あり

■営業日、時間 年中無休　7時～19時

≪事業所概要≫

■利用定員 4名

■利用料 食費（自己負担） 1,800円（朝 450円　昼 700円　夕 650円）

　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘（日中一時）
では、日中、安心して過ごせる環境を提供すると共に、
希望に応じて入浴も可能です。その他、四季折々の行
事（施設や法人全体行事）を計画しています。行事開催
日に日中一時を利用された際は、施設入所利用者と共
に行事へ参加することができます。※新型コロナウイル
スの影響により、行事等を見合わせる場合が御座いま
す。予めご了承下さい。

社会福祉法人　星風会

⑭悦山荘

328-0004　栃木市田村町928

TEL　0282-27-4731 FAX　0282-27-4734

メール　syougaisienetuzan@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス あり（栃木市内学校まで）

■食事提供 平日（おやつ 50円）　長期休（昼食 500円）

■営業日、時間 9時～18時（それ以外の場合は要相談）

≪事業所概要≫

■利用定員 平日8名以下（コロナ対応）,長期休み時（夏、冬）10名程度

■利用料 利用上限を超えた分につきましては、利用料が発生します。

　主に、児童（学齢期）のお預かりを中心としていま
す。発達期による体力作りや発散を兼ねた散歩、公園
外出、レクリエーションなどを実施しています。また、長
期休み時には調理や外出（買い物等）を行い、将来や
家庭での生活に反映できる取り組みをしています。

社会福祉法人　なすびの里

⑬日中一時支援事業所 ゆうの家

328-0003　栃木市大光寺町347-2

TEL　0282-29-6111 FAX　0282-29-6113

メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

ホームページ　www.nasubi.or.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
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＜日中一時支援事業所＞【栃木・大平地域】

食費 350円（1食）　光熱水費 330円（1日）

　四季折々の表情を持つ太平山に見守られるように、
このもくせいの里はあります。
　地域での生活を総合的に支援する拠点を目指して、
入所、通所、短期入所、相談支援機能を障がい児・者
に対し、積極的に提供しています。
　尚、感染症が流行している期間は、ご利用をお断り
することもございます。

社会福祉法人　すぎのこ会

⑯もくせいの里

329-4405　栃木市大平町西山田1198

メール　mokusei@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/index.html

TEL　0282-43-0593 FAX　0282-43-1387

≪事業所概要≫

■利用定員

■医療的ケア

10名

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月～土曜日　基本8：30～17：30　他応相談

有　月～金曜日　３５０円　土曜日グレードアップし４００円

有（藤岡・岩舟・大平地区、旧栃木市内、その他応相談）

行事費実費

10名

■利用料

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

TEL　0282-20-1112

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■送迎サービス なし

■食事提供 あり 350円（1食）

■営業日、時間 月～土曜日　7：30～20：30

■利用定員

■利用料

≪事業所概要≫

ホームページ　http://suginokokai.or.jo/

≪事業所紹介≫
お気軽なお越しをお待ちしております。

【日中一時支援】

社会福祉法人　すぎのこ会

⑰みずほの家

329-4411　栃木市大平町横堀６７２

FAX　0282-22-1116

メール　k.ochiai@suginokokai.or.jp

【日中一時支援】

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫
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＜日中一時支援事業所＞【都賀・西方地域】

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■送迎サービス あり　栃木市　鹿沼市　宇都宮市　小山市　佐野市　他（要相談）

■食事提供 あり

■営業日、時間 月～日曜日　9：00～17：00

≪事業所概要≫

■利用定員 20名

■利用料 食費 1食310円（昼食の提供を受ける場合）

特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営する
日中一時支援事業所です。
事業所は、障がい者又は障がい児に対して、日中に
おける活動の場を提供し、見守りや日常生活の支援、
余暇活動の支援等を行います。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑲とみはりの里事業所

328-0102　栃木市都賀町富張255-1

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp

TEL　0282-91-1511 FAX　0282-21-7225

■医療的ケア □胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

≪事業所紹介≫【日中一時支援】

■送迎サービス あり

■食事提供 あり

■営業日、時間 8時00分～20時00分

≪事業所概要≫

■利用定員 5名

■利用料 食費 1食 500円

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
土日を中心に日中一時支援事業の受入を行っていま
す。利用時間についてはご家庭の状況により対応いた
します。

社会福祉法人　都賀の里

⑱ひばり野学園

328-0105　栃木市都賀町臼久保298-1

メール　hibarino.888@joy.ocn.ne.jp

ホームページ　https://www.tuganosato.com

FAX　0282-92-7616TEL　0282-92-0211
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＜日中一時支援事業所＞【藤岡・岩舟地域】

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

月曜日～土曜日　８：00～18：00

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

■医療的ケア

TEL　0282-54-3510

あり（要相談）

希望者に提供します　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）

月～金曜日（月１回ほど土曜開設あり。年末年始休業あり。）　8:30～17:30

FAX　0282-55-6859

【日中一時支援】

社会福祉法人　すぎのこ会

㉒けやきの家

329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島825-3

メール　keyaki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■医療的ケア

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■利用定員 概ね15名

≪事業所紹介≫

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

なし

なし

■医療的ケア

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■利用定員 10名（主たる対象 知的障がい、精神障がい）

■利用料 食費＝1食350円　創作活動費等＝実費

けやきの家は、社会福祉法人すぎのこ会が運営する日
中一時支援事業所です。日中の生活場所と時間を提供
する施設です。皆さまが必要とする食事・日中活動など
の場面において、“安心安全”そして“その人らしさ”を大
切にしています。
　また、曲ケ島エリアの「福祉の玄関」となり、将来を描く
ことができるように、隣接する“ひのきの杜・ひのきの杜
共生・はまなす”と「繋がる」サービスを展開しています。

メール　suginoko-washi@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://suginokokai.or.jp

社会福祉法人すぎのこ会が運営する日中一時支
援事業所です。
利用者の日中活動の場を確保し、利用者の家族
の就労及び介護者の一時的な休息を保障するた
めに、必要なサービスを提供しています。

≪事業所紹介≫

■利用料 おやつ代：50円　行事費：実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
一時的な見守りの場と日中活動の場を提供し、家族
の就労支援及び、一時的な休息が図れるように支援し
ていきます。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉑ひまわり

329-4307　栃木市岩舟町静1612

メール　suginoko.himawari@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp/

TEL　0282-55-4800 FAX　0282-55-4889

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

あり

あり

月曜日～金曜日（及び第2、第4土曜日）　8：30～17：30　その他の時間は応相談

■利用定員

■利用料

概ね5名

食事（食事提供加算対象者）230円　入浴 200円  その他 行事等参加費用は実費負担

TEL　0282-55-3500

329-4301　栃木市岩舟町鷲巣279-1

⑳すぎのこ

社会福祉法人すぎのこ会

令和４年６月１日現在

【日中一時支援事業所】

FAX　0282-55-4282

曲ヶ島エリアの「福祉の玄関」

です。

ご利用をお考えの方は、お気

軽にお問い合わせください。
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＜日中一時支援事業所＞【藤岡・岩舟地域】 令和４年６月１日現在

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

≪事業所概要≫

　FAX　0282-55-7888

【日中一時支援】 ≪事業所紹介≫

FAX　0282-55-7888

　TEL　0282-54-3131

利用者の日中活動の場を確保し、利用者家族の就労
及び介護者の一時的な休息を保障するために、必要
なサービスを提供しています。

社会福祉法人　すぎのこ会

㉓はまなす

　329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

　メール　hinoki@suginokokai.or.jp

　ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

FAX　0282-55-7888

なし

希望者に提供　　350円/1食（食事提供加算対象者230円）　※おやつ持参

午前7時から午後8時30分まで(7.5時間を超える場合は自己負担が生じる可能性があります)

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

TEL　0282-54-3131

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

なし

希望者に提供します　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）

午前7時から午後8時30分まで(7.5時間を超える場合は自己負担が生じる可能性があります)

□胃ろう　□ｽﾄｰﾏ　□在宅酸素　□気管切開　□人工呼吸器　□留置ｶﾃｰﾃﾙ　□導尿　□たん吸引

TEL　0282-54-3131

■営業日、時間

■医療的ケア

■送迎サービス

■食事提供

■利用定員 概ね5名（主たる対象：知的障害）

■利用料 創作活動費等は実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
社会福祉法人すぎのこ会が運営する日中一時支援事業
所です。利用者の日中活動の場を確保し、利用者の家
族の就労及び介護者の一時的な休息を保障するため
に、必要なサービスを提供しています。

○ひとりひとりの意思、人格を尊重します
○明るく、家庭的な雰囲気づくりを目指します
○居心地の良い空間づくりを目指します

社会福祉法人　すぎのこ会

㉕障害者支援施設 ひのきの杜共生

〒329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■医療的ケア

■医療的ケア

■営業日、時間

■食事提供

■送迎サービス

■食事提供

■営業日、時間

■利用定員 概ね5名（主たる対象 身体障がい）

■利用料 創作活動費等は実費

≪事業所紹介≫【日中一時支援】
利用者の日中活動の場を確保し、利用者の家族の就労
及び介護者の一時的な休息を保障するために、必要な
サービスを提供しています。
急なご利用や時間については、ご相談ください。
～　ひのきの杜支援の理念～　One for all
○一人ひとりの立場に立って、考え・行動します
○支援を通じて喜びも悲しみも共有します
○キラキラした思い出をたくさん作れるように支援します

社会福祉法人　すぎのこ会

㉔障害者支援施設 ひのきの杜

329-4306　栃木市岩舟町曲ケ島806-1

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■送迎サービス なし

あり350円

月～金曜日／8:30～18:30

■利用料

■利用定員

創作活動日等は実費

概ね5名
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