
R4.5.1 日中一時　1

番号 事　業　所　名 郵便番号 住　　所 所在地域 法　人　名 電 話 番 号

1
明合乃里デイサービスセン
ター

514-2325 津市安濃町東観音寺353 安濃 社会福祉法人  明合乃里会 059-267-1801

2 アンダンテ 514-0818 津市城山1-8-16 津 社会福祉法人  夢の郷 059-238-0303

3
おもいやり介護の会つくし
んぼ

515-2501 津市一志町庄村491-2 一志
特定非営利活動法人  おもいやり介
護の会つくしんぼ

059-237-0395

4 笠取の里 514-1251 津市榊原町4621 久居 社会福祉法人 喜楽里 059-252-8030

5
日中一時支援事業所カザハ
ヤ園

514-1138 津市戸木町4169-8 久居 社会福祉法人 正寿会 059-254-6200

6 風早の郷 514-1138 津市戸木町4187 久居 社会福祉法人 正寿会 059-254-6800

7 湖畔の郷　風早 514-1138 津市戸木町4113-36 久居 社会福祉法人 正寿会 059-256-2600

8 こころの結 514-2222 津市豊が丘二丁目59番1号 津 社会福祉法人 結の会 059-230-3950

9
支援センターあゆみ　夢楽
園

514-1118 津市久居新町1152番地1 久居 社会福祉法人 あゆみ 059-256-7787

10
障害者支援施設 城山れん
げの里

514-0818 津市城山1丁目12-2 津 社会福祉法人 おおすぎ 059-238-0001

11 聖マッテヤ心豊苑 514-0076 津市大字産品732-1 津 社会福祉法人 聖マッテヤ会 059-237-5000

12 ふくろうの家 514-2104 津市美里町家所2447-2 美里 特定非営利活動法人ふくろうの家 059-279-2008

13 久居福祉作業所 514-1125 津市久居元町2469 久居 久居福祉作業所管理運営委員会 059-255-8347

14 短期入所事業所まもり苑 514-2313 津市安濃町今徳247 安濃 社会福祉法人 真盛学園 059-268-1115

15 三重県いなば園 514-1251 津市稲葉町3989 久居 社会福祉法人 三重県厚生事業団 059-252-1780

16
地域活動支援センター
Studio peer

514-0034 津市南丸之内7-28河合ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ3F 津
特定非営利活動法人 ピアサポート
みえ

059-253-8765

17 風の丘 519-2181 多気郡多気町相可字風子1863番地1 市外 社会福祉法人 敬真福祉会 0598-38-2402

18 こいしろの里 515-0212 松阪市稲木町1008 市外 社会福祉法人 べテスタ 0598-28-4835

19
心きらきら児童デイサービ
ス事業所

515-2354 松阪市嬉野下之庄町18番地4 市外 社会福祉法人 慈宝会 0598-48-2345

20 八野生活介護センター 513-0837 鈴鹿市八野町428番地の1 市外 社会福祉法人 伊勢亀鈴会 059-378-8881

21 鈴鹿和順学園 513-0018 鈴鹿市上田町1285 市外 社会福祉法人 和順会 059-374-3333

22 ぽれぽれ倶楽部 516-0079 伊勢市大世古3丁目1-97 市外 社会福祉法人 伊勢ふるさと会 0596-26-1220

23
松阪市社会福祉協議会  嬉
野支所

515-2323 松阪市嬉野権現前町423-9 市外 社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 0598-42-7709

24 嬉野ゆうゆう 515-2352 松阪市嬉野八田町129-1 市外 社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 0598-42-2028

25 生活介護事業所　向野園 515-0044 松阪市久保町1843番地の7 市外 社会福祉法人 まつさか福祉会 0598-29-1533

26
生活介護事業所　八重田
ファーム

515-0844 松阪市八重田町31番地の6 市外 社会福祉法人 まつさか福祉会 0598-63-1551

27
生活介護事業所 ベルフレ
ンド

515-0001 松阪市大口町403-1 市外 社会福祉法人 まつさか福祉会 0598-51-0844

28 障害者支援施設れんげの里 519-2703 度会郡大紀町滝原1195-1 市外 社会福祉法人 おおすぎ 0598-86-3911

29 春叢園 771-0220 徳島県板野郡松茂町広島23番地1 県外 社会福祉法人 仁栄会
088-699-5310

FAX088-699-5425

30 ふっくりあフウス 518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町3948番地16 市外 社会福祉法人 維雅幸育会 0595-22-8600

31 あしたば介護ステーション 515-0033 松阪市垣鼻町1753-3 市外 有限会社 ライフサイエンス 0598-25-6888

32 工房ゆう 514-0834 津市大倉10-25 津
特定非営利活動法人障がい者サポー
トセンター  工房ゆう

059-271-6266

33 たるみ作業所 514-0821 津市垂水1300番地 津 社会福祉法人津市社会福祉事業団 059-226-9530

34 むくの木ワーク 514-2211 津市芸濃町椋本6141番地1 芸濃 社会福祉法人津市社会福祉事業団 059-266-2527

35 コスモス作業所 515-2521 津市一志町井関141番地 一志 社会福祉法人津市社会福祉事業団 059-293-6680

日中一時支援事業契約事業所



日中一時　2

番号 事　業　所　名 郵便番号 住　　所 所在地域 法　人　名 電 話 番 号

36 はくさん作業所 515-2615 津市白山町八対野975番地 白山 社会福祉法人津市社会福祉事業団 059-262-0458

37 デイサービスセンター音色 514-0062 津市観音寺町64-7 津 特定非営利活動法人 音色 059-253-6862

38 やさしさクラブはる子の家 514-0101 津市白塚町3394 津 合資会社 やさしさクラブ 059-232-9108

39 デイハウス沙羅 513-0818 鈴鹿市安塚町638-16 市外 有限会社  イトーファーマシー 059-382-8490

40
さと和デイサービスセン
ター

519-0166 亀山市布気町788-8 市外 有限会社  安寿 0595-83-2186

41 ありんこ工房 514-0818 津市城山１丁目2524番地1 津 特定非営利活動法人 あおば 059-234-6148

42
みえ呼吸嚥下リハビリクリ
ニック デイケアみえ

519-0171 亀山市アイリス町14-7 市外 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 0595-84-3527

43
デイサービスセンター  う
ららか

515-2615 津市白山町八対野1676番地 白山 有限会社 ふれ愛サポート 059-264-1022

44
聴覚・ろう重複センター
ひまわり

514-0821 津市久居二ノ町1648-1 久居 特定非営利活動法人  つくし 059-269-7377

45 生活介護センター　NEIRO 514-0062 津市観音寺町64-2 津 特定非営利活動法人 音色 059-264-7901

46 こまつ作業所 514-0815 津市藤方843-16 津 特定非営利活動法人 こまつの里 059-222-3838

47
あゆみ野デイサービスセン
ター

514-0113 津市一身田大古曽1453-3 津 社会福祉法人 安濃津福祉会 059-232-6111

48
まつさかチャレンジド  プ
レイス　希望の園

515-2343 松阪市小阿坂町2253-2 市外 特定非営利活動法人 希望の園 0598-67-0486

49 さくら草 519-2213 多気郡多気町土屋288 市外 特定非営利活動法人 暖家 0598-49-4080

50
サクラサクラ障がい者デイ
サービスセンター

519-0103 亀山市川合町103番地 市外 あんしん介護株式会社 059-374-1899

51 デイサービスあんじゅ 514-1107 津市久居中町134番地46 久居 有限会社 岡金ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ 059-273-5151

52 津ワークキャンパス 514-0125 津市大里窪田町字平林167番地の14 津 社会福祉法人 津福祉会 059-231-6989

53 ヘルパーステーションえん 515-0078 松阪市春日町3-33 市外 合同会社 えん 0598-30-6630

54 老人短期入所施設渋見苑 514-0063 津市渋見町42番地1 津 一般社団法人 津共和福祉会 059-273-5777

55 デイサービスメープル 514-1253 津市久居一色町223-40 久居 特定非営利活動法人 いと健 059-252-2150

56
特定非営利活動法人
稲初クラブ

514-1252 津市稲葉町776 久居 特定非営利活動法人 稲初クラブ 059-252-3611

57 訪問介護事業所　うさぎ 515-0044 松阪市久保町1796番地8 市外 株式会社 守コーポレーション 0598-31-1204

58 八野就労支援センター 513-0837 鈴鹿市八野町22番地の1 市外 社会福祉法人 伊勢亀鈴会 059-378-6622

59
就労継続B型事業所
ともに

510-0263 鈴鹿市郡山町1804番地1 市外 一般社団法人 ひびき 059-389-6833

60 生活介護サービス　あゆか 515-0005 松阪市鎌田町1139番地1 市外 特定非営利活動法人　裕 0598-23-6806

61
美杉小規模多機能　居宅介護
施設シルバーケア豊壽園

515-3421 津市美杉町八知5540番6 美杉 社会福祉法人 洗心福祉会 059-272-7000

62 NPO法人　CORORO 514-0805 津市下弁財町津興1267 津 特定非営利活動法人CORORO 059-255-5146

63
障害者生活介護事業所
ほほえみ

515-0044 松阪市久保町1668番地3 市外
特定非営利活動法人 松阪市手をつなぐ育
成会 0598-29-8531

64 デイサービスなかよし 514-0018 津市中河原613-1 津 特定非営利活動法人 なかよし 059-229-7944

65
和順木田デイサービスセン
ター和来

513-0015 鈴鹿市木田町2157 市外 社会福祉法人　和順会 059-373-5083

66 ことぶき楽園 514-0015 津市寿町12番13号 津 特定非営利活動法人 コーケン 059-273-6033

67 デイサービス小春 514-0819 津市高茶屋6丁目10番14号 津 有限会社　マル正 059-253-3363

68
生活介護事業所　ほっとラ
ンド

514-0044 松阪市久保町1846-161 市外 株式会社ライフケア・ジャパン
0598-20-8417

FAX0598-20-8418

69 クニクニハウス 514-2303 津市安濃町内多1833-1 安濃
特定非営利活動法人　プレイフル
ハート

090-9174-9292

70
優心ホームヘルパーサービ
ス

519-2181 多気郡多気町相可364番地1 市外 特定非営利活動法人 多気優心 0598-38-3853



日中一時　3

番号 事　業　所　名 郵便番号 住　　所 所在地域 法　人　名 電 話 番 号

71
特別養護老人ホーム高田
光寿園

514-0122 津市大里野田町字宮下1124-1 津 社会福祉法人 高田福祉事業協会 059-230-7811

72
コミュニティハウスひびう
た

514-1132 津市久居幸町1116番地 久居 合同会社　おうばいとうり 080-2652-2854

73
特定非営利活動法人津学童
保育総合センタースカイ

514-0314 津市香良洲町3762-5 香良洲
特定非営利活動法人　津学童保育総
合センター

059-292-3302

74 日中一時支援　優友 515-0045 松阪市駅部田町847-5 市外 合同会社　愛心 0598-31-1836

75
地域活動支援センター　ク
ローバー

518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1606 市外
一般財団法人信貴山病院分院 上野
病院

0595-24-4180

76 津ファクトリー 514-0817 津市高茶屋小森町1451-33 津 社会福祉法人　星たる 059-235-5750

77
せせらぎシルバーサービス
有限会社

514-1251 津市榊原町10844番地の1 久居 せせらぎｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ有限会社 059-252-1664

78 すみれ 519-0111 亀山市栄町1486番地の15 市外 株式会社　三扇 0595-82-2127

79 垂坂山ブルーミングハウス 510-0007 四日市市別名三丁目3番10号 市外 社会福祉法人 四日市福祉会 059-331-8660

80 ふらっと・つぅ 514-0013 津市海岸町14-18 津 社会福祉法人 聖マッテヤ会 059-222-0101

81
きれいサポートステーショ
ン

510-0236 鈴鹿市中江島町7-21 市外 社会福祉法人　伊勢亀鈴会 059-388-0864

82 お仕事コーデ　みち 514-1115 津市木造町941 久居
特定非営利活動法人 ホワイトライ
フ

059-202-2321

83 支援センターちあふる 514-0821 津市垂水887番地14 津 社会福祉法人　あゆみ 059-271-8610

84 日中一時支援　みのり 514-0011 津市高洲町23-25 津 株式会社　プレサージュ 050-6867-3800

85
みえ医療福祉生協デイサー
ビスえがお

514-0803 津市柳山津興1548番地 津 みえ医療福祉生活協同組合 059-224-9496

86
デイサービスセンター
笑スタ

514-0817 津市高茶屋小森町1732番地6 津 株式会社　 Dollarsea 059-264-7033

87 児童デイサービスメープル 514-1253 津市久居一色町223番地41 久居 特定非営利活動法人 いと健 059-252-2149

88 株式会社夢げんグループ 514-2222 津市豊が丘1丁目41番12号 津 株式会社  夢げんグループ 059-230-7555

89 ラビット３ 514-1106 津市久居寺町1221-21 久居 津市片田新町98-3拓殖美裕 090-3153-6363

90 デイサービスのぞみ 514-2211 津市芸濃町椋本6215-1 芸濃 特定非営利活動法人安濃津福祉会 059-265-6700

91 Grace（ｸﾞﾚｰｽ） 513-0826 鈴鹿市住吉3丁目26-30 市外 K＆L 合同会社 059-390-1893

92 ホームケアみくも 515-2111 松阪市中林町410番地 市外 株式会社　ホームケア南郊 0598-20-9330

93 日中一時支援あいみ事業所 514-0315 津市香良洲町6571番地3 香良洲 株式会社　プレサージュ 050-6863-4685

94 オハナ 514-0027 津市大門18-7 津 一般社団法人三重県地域創生協会 059-991-0305

95 ワイズレスパイト 515-0012 松阪市東町23番地5 市外 特定非営利活動法人 ワイズ 0598-52-5955

96
児童発達支援・放課後等デ
イサービスそうしん

515-2325 松阪市嬉野中川新町4丁目262番地6 市外 特定非営利活動法人TEAM創心 0598-31-3388

97 かけはし君 514-0838 津市岩田7-25 津 有限会社　ふるかね屋 059-224-1714

98
障害者多機能型事業所  夢
風船

515-1302 松阪市飯南町横野885 市外 社会福祉法人松阪市社会福祉協議会 0598-32-4721

99 日中一時支援事業所ふわり 515-0045 松阪市駅部田809番地1 市外 合同会社　ライジング 0598-30-8388

100 一般社団法人COCOLO 513-0824 鈴鹿市道迫町5-22-32 市外 一般社団法人　COCOLO 059-389-7741

101 ROSELLE3RD KIDS CKUB 514-1255 津市庄田町2505番地3 久居 一般社団法人　ともだち 059-238-1236

102 ROSELLE4TH KIDS CKUB 514-1255 津市庄田町2505番地5 久居 一般社団法人 ともだち 059-238-1236

103 こごみのひろば 518-0226 伊賀市阿保1108-22 市外 有限会社　T＆F 0595-52-4343

104 居宅介護事業所そらまめ 513-0823 鈴鹿市道迫一丁目1番8号 市外 合同会社　GreenHand 0593-24-7756

105
就労継続支援B型事業所 ス
マイスコーン

514-1251 津市榊原町7013番地 久居 一般社団法人 一志ﾊﾟﾗｻﾎﾟｰﾄ協会 059-261-4935



日中一時　4

番号 事　業　所　名 郵便番号 住　　所 所在地域 法　人　名 電 話 番 号

106 工房えがお 519-0222 亀山市両尾町157番地 市外
特定非営利活動法人 まがたま愛育
社

0595-86-0008

107 オリーブ 514-0005 津市鳥居町167-8ｻｻﾞﾝｺｰﾄ南館 津 有限会社　サザンコート 059-227-3533

108 NPO法人ふくし・みらい研究会 515-2335 松阪市嬉野算所町505 市外 障がい福祉サービス マックス 0598-30-8005

109
特定非営利活動法人松阪しょうがい者支援
センター・ポケットハウス 515-0011 松阪市高町277-13 市外

特定非営利活動法人松阪しょうがい者支
援センター・ポケットハウス 0598-53-4600

110 なないろタイム 514-0826 津市野田142 津 株式会社 はるかぜファーム
059-253-5032

(059-269-7536)

111
美杉ホットテラス第二美杉小規模多
機能型居宅介護施設シルバーケア豊
壽園

515-3203 津市美杉町下之川5299-1 美杉 社会福祉法人　洗心福祉会 059-276-7007

112 ひだまり工房 510-0258 鈴鹿市秋永町663-1 市外 特定非営利活動法人　陽だまり 059-388-8877

113 Grabity Link 514-0003 津市桜橋一丁目640番地 津 株式会社　Arc Three 059-269-6623

114 Grabity Life 514-0042 津市新町二丁目10番27号 津 株式会社　Arc Three 059-269-6623

115
生活介護事業所クニクニハ
ウス

515-2501 津市一志町庄村268番地 一志 特定非営利活動法人 ﾌﾟﾚｲﾌﾙﾊｰﾄ 090-9174-9292

116
白山小規模多機能型居宅介護施設シ
ルバーケア豊壽園

515-2693 津市白山町川口7778番地 白山 社会福祉法人　洗心福祉会
059-264-0100

FAX059-264-0101

117
放課後等デイサービス  も
ぐすた

515-2321 松阪市嬉野一志町64番地100 市外 合同会社ほっこりんはうす
090-6070-8913

FAX0598-67-6080

118 アスプランキッズ 519-0212 亀山市能褒野町79番地7 市外 アスプランド株式会社 0595-97-3030

119 日中一時支援ナチュラル 514-0819 津市高茶屋6丁目11-11ｶﾌﾟﾘｱA102 津 株式会社　M・K・Grow
059-234-2225
090-6643-9183

120 Ｓｏｓｆａｍｉ 514-1138 津市戸木町7185番地1 久居 特定非営利活動法人どんぐりの会
059-253-1454

FAX059-253-1452

121 縁家蛍 515-0316 多気郡明和町有爾中1241番地4 市外 株式会社　アリオン
0596-67-6250

FAX0596-67-5316

122 アーモンド 513-0816 鈴鹿市南玉垣町6899番地 市外 株式会社　鈴鹿AP 090-3786-8962

123 ほっと空 515-0052 松阪市山室町258番地 市外 株式会社ライフケア・ジャパン 0598-20-8417

124 オドリバ 513-0801 鈴鹿市神戸九丁目7番12号 市外 特定非営利活動法人　クーゲル 059-392-5340

125 スカイ２ 514-1254 津市森町2039番地50 久居
特定非営利活動法人津学童保育総合
ｾﾝﾀｰ

059-253-7065

126
日中一時支援・放課後デイサービス
クローバーの家

519-0271 鈴鹿市西庄内町4231番地2 市外 特定非営利活動法人　ｸﾛｰﾊﾞｰ
059-324-5377

FAX059-390-3792

127 日中一時支援　HERO 514-0002 津市島崎町9-1 津 株式会社　HERO 090-7604-9217

128
日和(ひまり)日中一時支援事業
所

514-0051 津市納所町1011-2 津 特定非営利活動法人　和里
059-253-1670

FAX059-253-1671

129 はっぴーたいむ城山 514-0818 津市城山１丁目18-10 津 合同会社　ハピネス

130 ふわり 514-0125 津市大里窪田町797番地5 津 特定非営利活動法人　KS
090-8337-3760
090-3253-1700

131 寺子屋くらぶ れすぱいと 515-0011 松阪市高町65-7 市外 一般社団法人　そわかの会 080-3626-5424

132 ぐらんど 514-0004 津市栄町2丁目471 津 特定非営利活動法人ピーあい 059-222-1621

133 Grabity Live 514-0021 津市万町津111 津 合同会社　Arc Three 059-269-6622

134 そらまめ 513-0826 鈴鹿市住吉三丁目32番1号 市外 合同会社　GreenHand
059-324-7756

FAX059-324-0040

135 凪 514-2104 津市美里町家所2477-4 美里 株式会社　三重プロテクション 080-5957-5187

136 みえスマイル 514-0823 津市半田3449-1 津 株式会社 和心屋 059-271-8766



日中一時　5

137 ジャンプ 515-2693 津市白山町川口4190番地1 白山 一般社団法人ナチュラル 090-4082-9400

138
日中一時支援事業ＯＲＵＯ
ＲＵ

514-2222 津市豊が丘5丁目19-2 津 合同会社IMPACTグループ 090-1629-0521

139 日中一時支援マイン 514-0044 津市川添町7番13号 津 特定非営利活動法人メイク 059-226-6999

140 ピースワン 514-0072 津市小舟393番地1 津 特定非営利活動法人ピリオン 090-1786-1805

141 CIEL（シエル） 514-1254 津市森町2039番地50 久居
特定非営利活動法人津学童保
育総合センター

059-253-7065

142 ティアラ　リノ 514-2314 津市安濃町妙法寺1011番地4 安濃 特定非営利活動法人ティアラ 059-264-7515

143 トモニスタート 514-2306 津市安濃町曽根567番地1 安濃 株式会社ウィズヒューマン 080-5844-0234

144 日中一時支援　ひまわり 514-0306 津市河芸町一色2592-4 河芸 合同会社　カナリニョ 070-2192-4716

145 日中一時支援ゆめ 514-0818
津市高茶屋6丁目3-38ｵﾗﾝｼﾞｭﾍﾞｰﾙA
棟

津 合同会社ゆめ 090-2920-6087

146 はっぴーたいむ本町 514-0831 津市本町12-3 津 合同会社ハピネス 059-273-6039

147 ふじぜん 514-0114 津市一身田町181番地3 津 合同会社ふじぜん 090-2771-3665

148
日中一時支援事業所そらい
ろ

514-0831 津市本町12番18号 津 合同会社にじいろ 080-1621-4667

149 サン・ウイングスみくも 515-2112 松阪市曽原町2678番地 市外
社会福祉法人松阪市社会福祉
協議会

0598-30-5689

150 生活介護事業所あゆみ 514-1102 津市久居藤ヶ丘町2656番地18 津 社会福祉法人あゆみ 059-271-8610

151 ほんぼの家（ハウス） 515-2504 津市一志町高野160-557 津 合同会社　暖々 059-261-7519

152 福祉サロン水晶玉 512-8055 四日市市あさけが丘2-1-42 市外
一般社団法人心理社会的リハ
ビリステーション・星心会

153 ラフ 514-0817 津市高茶屋小森上野1180-1 津 特定非営利活動法人LIFE UP 070-9104-8722

154 シャローム 514-1138 津市戸木町7837-3 久居 久居聖書教会 059-261-5543
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