
津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 ５名] ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail

食事提供 有 送迎 有

その他 有

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 ５名] ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail
ホームページ

食事提供 有 送迎 有

その他 有

津山市西下1003番地1

０８６８－３６－３６０６

サービス
利用時間

サービス
利用時間

津山市内
（旧久米町、旧加茂町、旧阿波村、
旧勝北町を除く）

昼食６４０円/食

入浴光熱水費　３００円、コーヒー代　一日５０円、その他　実費

障害者支援施設　あすなろ園　日中一時支援事業所
社会福祉法人　慈風会 障害のある児童

〒708-1225

  9:00 　迎え
10:00   園着（看護師によるバイタルチェック）
10:15   コーヒータイム
10:30　入浴サービス開始・各クラブ活動参加（陶芸、工芸、パソコンなど）
12:00　昼食
13:30　リハビリ・創作活動（カラオケ・レクリエーション・単独ゲームなど）
15:00　コーヒータイム
16:00　送り

サービス提供職員等の種類 管理者、指導員

asunaroa@orange.ocn.ne.jp
０８６８－３６－５１８２

kyoueikai@plus.harenet.ne.jp
http://plus.harenet.ne.jp/~kyoueikai/

活動紹介

日中の見守り及び社会に適応するための訓練・知識を身につけることを目的として日
中一時支援事業に取り組んでいます。
主に午前中は作業体験、午後は工作等の創作活動や軽スポーツ、音楽等の文化活動を
行っております。

サービス提供職員等の種類 管理者、医師、看護師、理学療法士、生活支援員

津山市（旧久米町、津山市の一部、
旧阿波村を除く）、
勝田郡内（片道４０分を超える一部
地域を除く）

活動紹介

標準型

月曜日～金曜日

9:00～16:00

祝日営業

（年末年始等を除く）

標準型

第1、３土曜日

9:00～15:00

社会就労センター　さくらワークヒルズ
社会福祉法人　共栄会 障害のある児童

昼食４２０円/食

光熱水費　４時間未満３０円/日、４時間以上５０円/日、その他　実費

〒708-0804

津山市勝部563番地

０８６８－３１－３２２１

０８６８－３１－３２２２

※その他は要相談

（年末年始等を除く）
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 １０名] ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail
ホームページ

食事提供 有 送迎 有

その他 有

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 ５名] ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail
ホームページ

食事提供 有 送迎 有

その他 有

hikari@tsuyamafukushi.or.jp

社会福祉法人　津山社会福祉事業会 障害のある児童

〒70８-０８４１

０８６８－３５－３７０８

サービス
利用時間

０８６８－３５－３７０９

標準型

月曜日～金曜日（放課後）　15:00～18:00

月曜日～土曜日（学校休業日）9:00～18:00

児童発達支援事業所　ラルーチェめぐみ

津山市川崎５９４番地５

※その他は要相談

標準型

火曜日～土曜日

10:00～16:00

（年末年始等を除く）

これ以外の時間については要相談

日中一時支援事業所　どんぐりひろば

津山市下高倉西１８２６番地７

０７０－５０５４－００９８

サービス提供職員等の種類 管理者（児童発達支援管理責任者）、保育士、心理士

昼食６５０円/食 指定の送迎場所のみ

０２０－４６６２－３０５２ 

原則として津山市内
（以外は要相談）

活動紹介

日中一時支援「どんぐりひろば」では、習字やヨガを月に１回行っている他、おやつ
等の簡単クッキング、工作、ゲーム等のレクリエーション、散歩等しています。季節
毎に年賀状や暑中見舞い作り（野菜スタンプ等）、さつまいも掘り、プールで水遊
び、スライム作り等をしたり、地域社会との交流事業やレクリエーション研修（ス
ポーツ教室）に参加したりもしています。音楽やDVD鑑賞、体操、ハンモックに気持
ち良く揺られたり･･･とマイペースに過ごす人、職場体験でさをり織り、手描き染め、
紙すき、陶芸等にチャレンジする人等、それぞれ楽しく活動しています。創作した作
品をどんぐり工房クラフト展の作品展やふれあい作品展へ出展し、皆さんに見て頂く
機会も設けています。障がいの種類や程度、年齢が様々な利用者さんが一緒に活動す
ることの厳しさも感じますが、個性を大切に安心安全をモットーに日中活動の場を提
供させて頂いています。

光熱水費　４時間未満５０円/日、４時間以上１００円/日、その他　実費

活動紹介 食事や排泄など日常生活支援や音楽リズム、ウォーキングなどを提供します。

サービス
利用時間

特定非営利活動法人　どんぐりコロコロ 障害のある児童

〒70８-１１２３

dokobo@gmail.com

又は　０８６８－２９－００２６

http://dokobo.jugem.jp/

サービス提供職員等の種類 管理者、生活支援員

昼食４００円/食
食事提供体制加算対
象者１００円/食

光熱水費　３０円/日、土曜教室参加費　３０円/回、創作活動材料代　実費
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 2名] ○

電　　話

F   A   X

E-mail
ホームページ

食事提供 有 送迎 有

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小中学生 高校生

　 ３名] ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail
ホームページ

食事提供 有 送迎 なし

selpminori@minori21.or.jp

http://www.minori21.or.jp

サービス提供職員等の種類 管理者、サービス管理責任者、看護師、生活支援員、事務員

昼食６５０円/食

サービス提供職員等の種類 管理者、サービス管理責任者、看護師、生活支援員、事務員、医師

活動紹介

ライフみのりの活動は、生きがい生産グループとして、ハウス作業で花の苗を育て、
販売し、また、花壇の整備や管理を請け負っています。体力に合わせて活動していま
す。
軽作業グループは、簡単な屋内作業（フルーツキャップ・シール貼り・洗濯など）で
充実した毎日を送っています。体操や散歩で体力づくりも行っています。

セルプみのりでは、煎餅・クッキー・米菓子を作り市内のスーパーなどで販売してい
ます。また、食用廃油を集めたり、清掃、古紙回収などの作業もしています。
２５名の利用者の方が働いています。

津山市二宮９９９番地

社会福祉法人　津山みのり学園 障害のある児童

〒70８-００１３

０８６８－２８－７８３３

０８６８－２８－７８４４ サービス
利用時間

標準型

月曜日～金曜日

8:30～17:15

障害者支援施設　ライフみのり

lifeminori@minori21.or.jp

http://www.minori21.or.jp

標準型

月曜日～金曜日

8:30～17:15

（その他は要相談）

津山市二宮９９９番地

０８６８－２８－７７６７

旧津山市内

障害福祉サービス事業所　セルプみのり

サービス
利用時間

〒70８-００１３

（その他は要相談）

社会福祉法人　津山みのり学園 障害のある児童

０８６８－２８－０５０２

昼食６５０円/食

活動紹介
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 5名] ○

電　　話

F   A   X

E-mail
ホームページ

食事提供 有 送迎 なし

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 ２名] ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

食事提供 有 送迎 有

月曜日～土曜日

8:30～17:00

標準型

サービス提供職員等の種類 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、看護師、栄養士、調理員、事務員

昼食５５０円/食
津山市内（旧久米町、旧加茂町、旧
阿波村、旧勝北町を除く）相談に応
ず

障がい者支援施設　みすず荘　日中一時支援事業所

朝食３００円/食
昼食６５０円/食
夕食５８０円/食

津山市二宮９９９番地

社会福祉法人　千寿福祉会 障害のある児童

〒70８-０８４４

津山市瓜生原３２６番地１

０８６８－２６－３１１８

０８６８－２８－７４２２

０８６８－２８－７４１１

サービス
利用時間

０８６８－２６－３７７２ サービス
利用時間

活動紹介

障がい者支援施設みすず荘は、１８歳以上の5０名の障がいを持った方がサービスを
利用しながら生活している施設です。
日中一時支援事業は、利用のご希望があるご本人やご家族から要望をお聞きして、ま
ずは来荘していただきます。ご本人に活動の様子をお伝えし、みすず荘に来ていただ
けるかどうかお聞きします。その後は、担当職員が中心になってみすず荘でできる日
中活動をお一人お一人の状態に合わせて基本的なスケジュールを立て、利用していた
だいています。
散歩、DVD鑑賞、創作活動、作業活動、食事指導、生活リズム作りなど、みすず荘に
来ることを楽しみにしていただけるように支援しています。

cclominori@minori21.or.jp

http://www.minori21.or.jp

サービス提供職員等の種類  管理者、サービス管理責任者、生活支援員、看護師、栄養士、事務員

短期入所事業所　ココロみのり
社会福祉法人　津山みのり学園 障害のある児童

〒70８-００１３

活動紹介

平日は、ウォーキング等の体力づくり、また制作活動やドライブ、園外に出かける
等、障害者支援施設ココロみのりの支援に沿った活動の提供をしています。休日は、
カラオケやDVD鑑賞等行っています。
利用になる居住スペースは男性寮・男女共用フロア・女性フロアの3つがあり、共用
フロアは多少歩行に不安な方もご利用頂けます。

標準型

日曜日～土曜日

7:30～21:00
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 ３０名] ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail

食事提供 有 送迎 有

その他 有

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 5名] ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

食事提供 有 送迎 有

その他 有

標準型

水曜日～月曜日

９:00～18:00

（年末年始等を除く）

前後1時間については要相談

昼食４５０円/食 津山市内

活動紹介
5名の定員で日常生活の支援を行っております。食事、入浴、排泄、健康管理を主
に、日中は余暇活動の充実を目標に様々なプログラムを準備しています。

※その他は応相談

津山市障害者福祉センター　神南備園　日中一時支援事業所
社会福祉法人　千寿福祉会 障害のある児童

〒70８-0882

津山市大谷600番地

０８６８－２４－９４０２

サービス
利用時間

０８６８－２４－９４０７

創作活動に係る材料費等　実費

サービス提供職員等の種類 生活支援員

標準型

月曜日～金曜日

9:00～16:00

freai-yuuai@mx32.tiki.ne.jp

サービス提供職員等の種類 管理者、サポートワーカー（S・W）

サービス
利用時間

創作活動に係る材料費、日中一時支援事業の対象にならない支援については、
実費

活動紹介

津山市、鏡野町、真庭市、美作市、奈義町、美咲町、勝央町、久米南町の３市５町の
事業委託を受けて、日中一時支援事業を展開しています。障害のある方が、家庭や地
域で生活して行くための支援はどうあるべきかを利用者夫々の障害の程度にあった過
ごし方で、療育や能力開発・向上を目指して、体力作り・木工・陶芸・手芸・音楽
等々に取り組んでいます。また調理や洗濯等々の生活技術の取得も活動分野に含めて
活動を展開しています。

ふれあいの丘　ゆうあい
NPO法人　ふれあいの丘　ゆうあい 障害のある児童

〒70８-０８０５

津山市紫保井９０４番地５

０８６８－２２－５６３５

０８６８－２２－５６３５

５００円/食 一部地域によっては要相談
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人　 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所　 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　　 2名] ○ ○
電　　話　

F   A   X　

食事提供 有 送迎 なし

その他 有

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 ３０名] △ ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail

食事提供 有 送迎 有

障害のある方や、お子さんのご家族が社会的理由や、私的な理由により、在宅での介
護が一時的に困難になるとき、日中活動の場と、生活支援の場を提供させていただく
ことで、ご本人や家族の方の介護の負担軽減を図る事を目的としています。

活動紹介

社会福祉法人　勝明福祉会

勝央町美野1109番地1

０８６８－３８－１５３３

０８６８－３８－１５３２

サービス提供職員等の種類 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、事務員

昼食・おやつ
４５０円/食

標準型

第1、３、５土曜日

9:30～15:30

（年末年始等を除く）

標準型

月曜日～土曜日

8:30～17:30

祝日ＯＫ（正月・盆）

創作活動に係る材料費等　実費

日中一時支援事業所　さくらの実
NPO法人　やまさくら 障害のある児童

きずな

昼食５００円/食

サービス提供職員等の種類

障害のある児童

〒70９-４３０６

サービス
利用時間

相談により応じます

活動紹介 創作活動や作業活動（委託作業体験など）を行います。

　生活支援員

サービス
利用時間

要相談

〒70９-３７０４
久米郡美咲町打穴里1644番地1

０８６８－６６－１６８０

０８６８－４８－０２７９
yamasakura@cyerry.net
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 5名] ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail

食事提供 有 送迎 なし

その他 有

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 20名] ○ ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail

食事提供 有 送迎 なし

活動紹介

さやかなる苑は平成１０年１０月にオープンして18年、障がいを持った地域の方々に
障がい福祉サービスを提供して来ました。現在は、施設入所５６名、生活介護７０名
（通所１４名）、短期入所４名の定員で日常生活の支援を行っております。食事、入
浴、排泄、健康管理を主に、日中は余暇活動の充実を目標に様々なプログラムを準備
しています。

美咲町書副182番地４

０８６８－６４－７００３

０８６８－６４－２１１０

昼食５５０円/食
夕食６３０円/食

標準型

入浴した場合、光熱水費として１８０円

サービス提供職員等の種類 事業所責任者、生活支援員

原則利用者持参とします
が、詳しくはご相談くだ
さい。

原則通所としますが、詳しくはご相
談ください。

活動紹介

障害児及び障害者（主に知的障害児・者）[以下「障害者等」]に対し、日中における
活動の場を確保することにより、障害者等の社会参加活動を促進するとともに、障害
者等の家族の就労及び社会参加を支援し、または障害者等を日常的に介護している家
族の一時的な休息時間を確保することを目的としています。

日中一時支援事業　夢みらい
NPO法人　葛下 障害のある児童

〒70８-０3５１
苫田郡鏡野町入1140番地
1

y-sayaka@po.harenet.ne.jp

サービス提供職員等の種類 施設長、サービス管理責任者、生活支援員、栄養士、看護師、理学療法士、事務員

サービス
利用時間

日曜日～土曜日

9:00～15:00

（年末年始等を除く）

これ以外の時間については要相談

kuzuka@mto.ne.jp サービス
利用時間

標準型

月曜日～金曜日

8:30～17:00

（年末年始等を除く）

これ以外の時間については要相談

０８６８－５４－７６７７

０８６８－５４－７６７０

〒70８-1543

障がい者支援施設　さやかなる苑
社会福祉法人　千寿福祉会 障害のある児童
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津山市日中一時支援事業所ガイド
平成２９年４月１日現在

運営法人 主たる対象 身体障害 知的障害 精神障害

住　　所 [利用定員 のある人 のある人 のある人 就学前 小学生 中高生

　 10名] ○ ○ ○ ○

電　　話

F   A   X

E-mail

食事提供 なし 送迎 なし

０８６－２５９－２０２７ 月曜日～金曜日

標準型

株式会社　カヤノタミン 障害のある児童

〒700-0026
岡山市北区奉還町２丁目１－１８

０８６－２５９－２０２７

サービス
利用時間

草のアンテナ

9:00～18:00kayanotamin@i.softbank.jp

サービス提供職員等の種類 指導員

活動紹介
主として、不登校児や発達障害の相談や学習指導をやっています。
２Ｆなので、車いすの方などは利用はむずかしいとおもいます。
大人の方も相談が中心です。

土･日については、利用状況によって開所することがあります。ま
た、時間についても状況により変更することがあります。
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