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日中一時支援事業について 
  

「日中一時支援事業」とは、主に障がい児の日中におけ

る活動の場を確保し、家族の就労の間接的支援及び常時介

護を行っている家族の一時的な休息を提供するものです。

地域生活支援事業の一つで、市が行うものです。 

「日中一時支援」を利用する際には、受給者証が必要で

す。受給者証には月○○時間と利用できる時間が定められ

ています。契約は保護者の皆様と事業所様が行います。利

用にあたっては、事前に利用する子どもさんが見学や体験

を行うことも必要となります。 

すでに日中一時支援を利用されたことのある保護者の皆様にとっては、ご存

じの情報かもしれませんが、昨年度「コーディネーター通信」のアンケートの

結果におきまして、日中一時支援の詳しい情報が欲しいという回答をいくつか

いただきました。そこで、児童を対象として日中一時支援を行っている事業所

様に、詳しい情報の提供をお願いし、掲載させていただくことにしました。 

 日中一時支援を利用する際には、事業所様への予約が必要となるのですが、

夏休み等の長期休業日の利用については、予約がなかなか取れないということ

で、多くの保護者の皆様がご苦労されていると伺います。今年度より津市では、

事業所に利用枠の拡大と新規事業所の確保のため「夏季休暇時特別加算」を新

設しました。これにより受け入れる数が増え、必要な支援を必要な時期に必要

な分利用できるようになるといいですね。保護者の皆様も、夏休みに向けて、

少しずつ準備を進めて頂ければと思います。 

今回、情報提供にご協力いただきました事業所様、誠にありがとうございま

した。全ての事業所様が快く協力して頂きました。また、本通信で掲載してい

ない事業所様についても、現在情報をお聞きしている段階ですので、集まり次

第、また「INABA TIMES」で掲載したいと思います。よろしくお願いします。 

なお、ご不明な点は、津市役所の障がい福祉課や、津市障がい者相談支援セ

ンターに一度ご相談いただくとよいかと思います。 
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やさしさクラブ はる子の家 

住所  三重県津市白塚町 3394 

法人名 合資会社やさしさクラブ 

電話  ０５９－２３２－９１０８   

ＦＡＸ  ０５９－２３２－９１０９ 

定員  ９人 

時間  平日 ９時～１７時  土・祝日 ９時～１７時 

学校長期休業期間 ９時～１７時  

定休日 日曜日 年末年始 

送迎  送迎あり 

予約  2 週間前に予約を入れて下さい。調整して連絡します。 

今現在、予約で定員いっぱいです。 

学校の長期休業時の予約 

    7 月初旬に予約を入れてください。調整して連絡します。 

その他 おやつ代は、いりません。    

複合施設「つくしんぼの家一志」 

住所  三重県津市一志町庄村 491－２ 

法人名 特定非営利活動法人 おもいやり介護の会つくしんぼ 

電話  ０５９－２９３－６００１   

ＦＡＸ  ０５９－２９３－６００１ 

定員  20 名（生活介護を含む） 

時間  平日 ９時～１8 時  土・祝日 ９時～１７時 

学校長期休業期間 ９時～１8 時 

定休日 日曜日、こどもの日、年末年始 

送迎  迎え…学校がある時は、学校まで迎えにいきます。 

  送り…活動終了後、一部御自宅までお送りする便はありますが、基本的には保護

者送迎をお願いしています。 

予約  利用月の前月の中旬に利用予定表を配布、25 日までに提出いただき、後日調整し

て連絡します。 

学校の長期休業時の予約 

    通常時予約と同様 

その他 利用ごとに、自己負担分とおやつ代 100 円が必要です。    
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生活介護事業所「こころの結」 

住所  三重県津市高野尾町 3145 番地５ 

法人名 社会福祉法人 結の会 

電話  ０５９－２３０－３９５０   

ＦＡＸ  ０５９－２３０－３９５１ 

定員  4 人 

時間  ９時～１6 時  

定休日 土・日・祝日 8 月 14 日～8 月 16 日、12 月 29 日～1 月 3 日 

送迎   

予約   

学校の長期休業時の予約 

    ・夏休み、冬休み、春休みの利用時は、約 1 か月前から予約を受け付けます。 

     利用日程は、後日調整をして連絡します。 

    ・代休のときには、その都度予約を受け付けます。 

その他 契約時に子供の様子を聞かせていただきます。    

あしたば介護ステーション 

住所  三重県松阪市垣鼻町 1753－3 

法人名 有限会社ライフサイエンス 

電話  ０５９８－２５－６８８８  

ＦＡＸ  ０５９８－２５－６８８６ 

定員  現在 14 名（5 月 10 日以降 19 名予定） 

時間  要望通り 

定休日 なし 

送迎  迎え…要望通り（学校・自宅 etc 等） 

    送り…要望通り（自宅 etc 等） 

予約  利用月の前月 25 日までに Fax にて頂きます。 

    以上が基本ですが、随時受付けます。 

学校の長期休業時の予約 

    通常月と同様 

その他  
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（両面共 文責 小中Ｃｏ．西井孝明） 

日中一時支援事業所 ひかり 

住所  三重県津市片田新町 20－10 

法人名 株式会社 ケアハーツ 

電話  ０５９８－５０－４３７７  

ＦＡＸ  ０５９８－５０－４３８８ 

定員  20 名 

時間  平日 9：00～19：00   土・祭日 9：00～17：00 

定休日 日曜、年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）、盆、Ｇ.Ｗ、研修時 

送迎  有…平日は学校へお迎えへに行きます。 

      送りは、自宅へ送らせて頂きます。 

    送り…要望通り（自宅 etc 等） 

予約  有…前月 25 日までに、電話、ＦＡＸにて受付（例 9 月は 8 月 25 日まで） 

学校の長期休業時の予約 

    1 か月～半月前から予約開始。電話、ＦＡＸ受付可能 

    調整後、連絡させて頂きます。（例 7 月は 6 月 1 日～、8 月は 7 月 1 日～）    

その他 配食有…食事提供該当者→配食ご飯付き\285、ご飯無し\160 

        食事提供非該当者→配食ご飯付き\685、ご飯無し\580 

    1 回利用毎に光熱費・おやつ代として\100 必要 

日中一時支援事業所 らいと 

住所  三重県松阪市松ヶ島町 20－9 

法人名 株式会社 ケアハーツ 

電話  ０５９８－５０－４３７７ 

ＦＡＸ  ０５９８－５０－４３８８ 

定員  15 名 

時間  平日 ９：00～19：00   土・祭日 9：00～17：00 

定休日 日曜、年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）、盆、Ｇ.Ｗ、研修時 

送迎  有（範囲…自宅が津市南部～中心部まで可能） 

予約  有…前月 25 日までに電話、ＦＡＸにて受付（例 9 月は、8 月 25 日まで） 

学校の長期休業時の予約 

    1 か月～半月前から予約開始。電話、ＦＡＸ受付可能 

    〈現状、利用の方が優先になってきます〉 

その他 配食有…食事提供該当者→配食ご飯付き\285、ご飯無し\160 

        食事提供非該当者→配食ご飯付き\685、ご飯無し\580 

    1 回利用毎に光熱費・おやつ代として\100 必要 


