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15．短期入所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○短期入所 

 居宅で障がいのある方を介護している方が、病気やその他の理由により

介護を行うことができない場合に、障がいのある方を短期間施設に入所 

させ、入浴、排せつ、食事、その他必要な支援を行います。 
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＜短期入所事業所＞【栃木・大平地域】

■入浴サービス（頻度） あり（2回程度/週　ご利用日数により回数は異なります）

■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 3名

■利用料 障害区分に応じた利用者負担額と食費、光熱費の合計金額となります。

■送迎サービス 無し

■食事提供 あり（朝食 350円　昼食・夕食 530円　おやつ 170円）

≪事業所紹介≫【短期入所】
普段ご家庭で介護を行っている方が、疾病や出産
等の理由により、数日間介護が困難になった場合、
一時的に施設を宿泊利用することにより、本人や家
族の身体的・精神的負担を軽減していただくサービ
スです。

社会福祉法人　星風会

③星風会病院 星風院

328-0004　栃木市田村町925-2

TEL　0282-27-5222 FAX　0282-27-5482

メール　seifuin@sfk.or.jp

ホームページ　http://www.sfk.or.jp

■利用料 食費 650円/食　光熱費 200円/日　※詳細はお問合せ下さい。

■送迎サービス あり(自宅まで）

■食事提供 あり（650円/食）

≪事業所紹介≫【短期入所】
　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。
　栃木市郊外の梅沢町に平成26年12月にオープンした、
全館バリアフリー全室個室の短期入所事業所です。
　世話人（職員）が毎日交替で夜勤体制でのシフトを組ん
でいるため、夜間も安心して生活することができます。
　地域の自治会活動や地域の行事にも積極的に参加し、
地域交流を大切にした運営をモットーにしています。

社会福祉法人　すぎなみき会

②短期入所 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/

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【短期入所】

①あゆみ

社会福祉法人　あゆみ園 ご家族の一時的な休憩や、病気や冠婚葬祭等などの
緊急時に、利用していただき食事・入浴・排泄の他必
要な支援を行います。また、緊急時に備えた宿泊訓練
としてご利用される方もいらっしゃいます。

328-0067 栃木市皆川城内町333-2

TEL　0282-31-1755 FAX　0282-31-2919

メール　ayumien@ayumien.or.jp

ホームページ　https://ayumien.or.jp/

≪事業所概要≫

■利用定員 4名

■利用料 おやつ代 40円/回　その他行事等の参加費・食費は実費、光熱水費 320円/日　日用品費 50円/日　

■送迎サービス あり　※要相談

■食事提供 あり　食費 　朝540円　昼650　夕650円　　※加算対象者　朝240円　昼350円　夕350円

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

■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 6名

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

■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
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＜短期入所事業所＞【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 なし

■食事提供 あり 350円（1食）

■入浴サービス（頻度） あり（毎日 ※退所日除く）

≪事業所概要≫

■利用定員 4名

■利用料 食費 350円（1食）　光熱水費 330円（1日）

■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≫【短期入所】
　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

⑤もくせい
329-4405　栃木市大平町西山田1198

TEL　0282-43-0593 FAX　0282-43-1387

メール　mokusei@suginokokai.or.jp

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

■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

■入浴サービス（頻度） 施設入所と合わせた入浴サービスの提供（週2回程度）

≪事業所概要≫

■利用定員 5名（個室：3部屋　2人部屋：1部屋）

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

≪事業所紹介≫【短期入所】
　社会福祉法人星風会が運営する悦山荘（短期入所）
では、短期間、夜間も含め施設サービスを行い入浴・
排泄・食事の介護等の支援をいたします。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。行事開催日に短期入所を利用された際は、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

④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

令和４年６月１日現在
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＜短期入所事業所＞【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※要相談

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） あり（1日おき）

≪事業所概要≫

■利用定員 4名（男 2名　女 2名）

■利用料 食費 1食 350円　光熱水費 1日 330円

■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≫【短期入所】
障害者支援施設ひばり野学園の併設事業となりま
す。

社会福祉法人　都賀の里

⑧ひばり野学園

328-0105　栃木市都賀町臼久保298-1

TEL　0282-92-0211 FAX　0282-92-7616

メール　hibarino.888@joy.ocn.ne.jp

ホームページ　https://www.tuganosato.com

■送迎サービス なし

■食事提供 3食 1650円 （朝 450円　昼 600円　夕 550円）

■入浴サービス（頻度） 週2回

≪事業所概要≫

■利用定員 11名（介護保険の利用者を含む）

■利用料 障害者総合支援法で定める料金

■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≫【短期入所】
　栃木市都賀町にあります老人福祉サービス（特別養
護老人ホームひまわり）が母体の施設です。当法人理
念である
¨地域の人々と共に自分らしく生きる¨の言葉通り、地
域で生活されているお年寄りや障がいのある方への
支援を行っております。短期入所では、介護の認定を
受けている地元の高齢者の方が優先となっておりま
す。要介護高齢者と一緒に過ごせるという方はご相談
下さい。

社会福祉法人　スイートホーム

⑦指定特定短期入所ひまわり
328-0103　栃木市都賀町原宿 1424-1

TEL　 0282-29-3232 ＦＡＸ　 0282-27-0294

メール　sweethome@cc9.ne.jp

ホームページ　http://www.tochigi-himawari.jp

■送迎サービス あり（栃木市内であれば自宅までの送迎可。詳細については要相談。）

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

≪事業所概要≫

■利用定員 36名

■利用料 朝 250円　昼・夕 420円/1食　光熱費 330円/日　リネン代 230円/日　その他代行費 600円/1回

知的及び精神に障がいをお持ちで、自立に向け更
生の過程にある人たちを対象に、作業訓練や共同
での生活を通じて、家族の元へ帰ることが出来るよ
う、そして社会生活が営まれるように、支援を行って
います。

社会福祉法人　瑞宝会

⑥カーサ・エスペランサ
328‐0113　栃木市都賀町合戦場599-6

TEL　0282-25-6565 FAX　0282-27-8800

メール　zuihoukai-tochigi@sirius.ocn.ne.jp

ホームページ　http://www.zuihoukai.jp

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【短期入所】
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＜短期入所事業所＞【都賀・西方地域】

■入浴サービス（頻度） あり（毎日）

■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

令和４年６月１日現在

■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

≪事業所概要≫

■利用定員 6名

■利用料 食費 朝食 300円　昼食 310円　夕食 500円　光熱水費 320円/日

≪事業所紹介≫【短期入所】
特定非営利活動法人ハートフルふきあげが運営す
る短期入所事業所です。
日中活動については、同事業所の生活介護又は就
労継続支援（B型）、放課後等デイサービスの事業を
ご利用できます。
また、栃木市くらしだいじネット緊急時支援事業の受
け入れ施設としての機能を有しています。

特定非営利活動法人　ハートフルふきあげ

⑨ハートフルふきあげ とみはりの杜事業所

328-0102　栃木市都賀町富張255-1

TEL　0282-91-1511 FAX　0282-21-7225

メール　heartfulfukiage@cc9.ne.jp
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＜短期入所事業所＞【藤岡・岩舟地域】

■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 なし

■食事提供 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

■入浴サービス（頻度） あり　（毎日）

≪事業所概要≫

■利用定員 4名（主たる対象：知的障害）

■利用料 創作活動費等は実費

■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≫【短期入所】
　社会福祉法人すぎのこ会が運営する短期入所事業
所です。利用者の身体その他の状況、置かれている
環境に応じて、入浴や排泄・食事などの生活面のサ
ポートをしています。また、地域生活拠点として緊急短
期入所を受け入れる協力施設です。
○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

⑫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

TEL　0282-54-3131 FAX　0282-55-7888

メール　hinoki@suginokokai.or.jp

ホームページ　http://www.suginokokai.or.jp

■送迎サービス 栃木市大平町・同藤岡町及び同岩舟町の区域

■食事提供 希望者に提供します　350円/1食（食事提供加算対象者 230円）

■入浴サービス（頻度） 入浴　3回/週　男性：月・水・金（午後）　女性：月・水・金（午前）

≪事業所概要≫

■利用定員 ７名（主たる対象 身体障がい）

■利用料 創作活動費等は実費

■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≫【短期入所】
　利用者の身体その他の状況、置かれている環境に応じ
て、入浴や排泄・食事などの生活面のサポートをしていま
す。また、地域生活拠点として緊急短期入所の受け入れ
や、自動車事故による重度後遺障がいのある方を受け入
れる協力施設です。
　○プライバシーに配慮した全室個室
　○障害特性に応じた全5種類の浴槽
　○Ｗｉｆｉ完備（有料）
　○全館バリアフリーの檜フローリング

社会福祉法人　すぎのこ会

⑪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

TEL　0282-54-3131 FAX　0282-55-7888

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

■食事提供 あり

■入浴サービス（頻度） 状況によりご相談

≪事業所概要≫

■利用定員 2名（男性1名　女性1名）

■利用料 食費 900円（3食）　水道光熱費 400円/1日あたり

令和４年６月１日現在

≪事業所紹介≫【短期入所】
　日中サービス支援型グループホームに併設して、
男性部屋1室、女性部屋1室の短期入所でサポート
いたします。
グループホーム併設型のため、今後の共同生活を
練習していきたい方や、緊急時のお受け先としてご
利用いただいております。
是非お気軽にご見学・お問い合わせをお願いいたし
ます。

ソーシャルインクルー株式会社

⑩短期入所　栃木藤岡町
323-1104　栃木市藤岡町藤岡4288-5

TEL　0282-28-6972 FAX　0282-28-6973

メール　sih.tochigifujioka@socialinclu.co.jp

ホームページ　https://www.socialinclu.co.jp/

８月より全室個室となり、

７名へ増床予定です。

是非、ご利用ください。

体験利用等のご相談もお

待ちしております。
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