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川崎区地域自立支援協議会  

児童委員会  



（ページ）

～　はじめに　～

　　
　川崎区地域自立支援協議会では、地域で生活される皆様にとっ
て“より住みやすいまちになること”を目指して活動しておりま
す。

　このガイドブックは、川崎区内の放課後等デイサービスの概要
を紹介したものです。放課後等デイサービス事業所を利用するに
あたって“どのような事業所があるのか知りたい”という声から
生まれました。障がいのあるお子さんが就学中に放課後や長期休
暇中、安心して過ごせる場を探す際にご活用いただければ幸いで
す。

　本ガイドブックの情報は令和元年10月末日現在の情報になりま
す。発行後の事業所情報の変更等により、記載内容と実際の状況
が異なっている場合がありますので、詳しくは直接、放課後等デ
イサービス事業所にお問い合わせください。

　　　　　　　　　川崎区地域自立支援協議会　児童委員会
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○対象

○定員

○サービス内容

多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供。学校、家庭との連携・協働による
支援を行います。（本人が混乱しないよう、支援の一貫性が必要）

定員１０人以上
（※主たる対象とする障がいを重症心身障がいとする児童発達支援事業の場合は５人以上）

放課後等デイサービスとは？

就学している障がい児を対象に、授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進等、一人ひとりの状況に合わせた活動プログラムを提供する事業です。

○申請手続き

障がい児の保護者は、障がい児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い､支給決定を受けた後、利
用する施設と契約を結びます。

身体、知的、精神に障がいのある児童が対象（発達障がい児を含む）。
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められ
た児童も対象となります。

なお、１８歳以上の放課後等デイサービスの利用者については、障がい者総合支援法に基づくサー
ビスが提供されますが、引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれ
があると認めるときは、満２０歳に達するまで利用することができます。

放課後等

デイサービス
地域交流

放課後の

居場所作り

創作活動

作業活動
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世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護受給世帯 0円

市町村民税非課税世帯 0円

世帯収入が890万円以下の世帯 4,600円

世帯年収が890万円以上の世帯 37,200円

一般１

一般２

※児童福祉法に基づき、市町村の決定する負担額（上限あり）におやつ代・創作活動費・遠足の実費が必要

    になる場合があります。

※地域や支援内容により若干のご利用料がかわる場合があります。
　（詳しくは行政機関にお問い合わせください）

低所得

○利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります

障がい福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の４区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用した
サービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
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○放課後等デイサービスを利用したいけれどどうすればいいの？

～利用までの流れ～
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 事業所一覧   

NO. 事業所名 住 所 
医療的ケア 
の対応 

1   LITALICOジュニア 川崎砂子教室 川崎市川崎区砂子１－７－５ 

タカシゲビル２階 
  

2   アプリ児童デイサービス川崎桜本 川崎市川崎区大島３－３４－１３ 

第二宮崎ビル１階 
  

3  TAKUMI川崎 川崎市川崎区大島４－２３―１３ 

コーポ綿屋第２ １０１号室 
 

4   
通所運動療育 

障がい児リハビリセンター大島 

川崎市川崎区大島５－１５－５ 
マンションフジＡ－２ 

○ 

5   TEENS川崎 川崎市川崎区小川町１４－１９ 

浜屋八秀ビル２階 
  

6   ウィッシュ・フレンズ川崎小川町 川崎市川崎区小川町１８－１４ 

サムハイツ１０１号 
  

7  放課後等デイサービス アンファン 川崎市川崎区京町１－１７－２１  

木戸ハイム１０１号室 
 

8   どれみだんけ川崎 川崎市川崎区京町２－１５－６ 

神和ビル１階１０３号室 
  

9   COMPASS発達支援センター川崎 川崎市川崎区京町２－２４－２   

10   夢門塾 川崎京町 川崎市川崎区京町３－６－６   

11   
カナガク自立支援学習センター 

放課後デイ 川崎新川通 

川崎市川崎区新川通１１－１２ 

金子ビル４階 
  

12   テラコヤキッズ川崎教室 川崎市川崎区中島２－１－３   

13   こぱんはうすさくら 川崎港町教室 
川崎市川崎区中島２－１０－３ 

ライオンズマンション川崎第１６  １階１０１号 
  

14   こぱんはうすさくら 富士見教室 
川崎市川崎区宮前町１２－１８ 

ラ・フォート宮前１０１号 
  

15   こぱんはうすさくら 川崎京町教室 
川崎市川崎区渡田山王町６－１２ 

ビッグガーデン京町１階 
  

16   療養通所介護まこと 川崎市川崎区大師駅前１－２－９ ○ 

17   ハーティーパーチ大師公園 East 川崎市川崎区台町９－２   

18  ハーティーパーチ大師公園 West 川崎市川崎区台町９－２  

19   スマートキッズプラス川崎 川崎市川崎区藤崎３－９－７   
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NO.  事業所名 住 所 
医療的ケア

の対応 

20   パソコンあいだっく川崎 
川崎市川崎区藤崎４－７－１ 

メゾンヒラオカ２０１ 
  

21   JOY KIDS 
川崎市川崎区浅田３－１０－１１ 

アンシャンテ１階 1A号室 
  

22   ひなたぼっこ おだの家 川崎市川崎区小田４－３５－１１   

23   ライズ児童デイサービス小田栄 川崎市川崎区小田栄１－６－８   

24   ハーティーパーチプラス 
川崎市川崎区鋼管通１－５－４ 

ファーストパレス込山 
  

25   アトリエあいだっく川崎 
川崎市川崎区鋼管通１－１８－２ 

ハイツ田島１階１０１号室 
  

26   アプリ児童デイサービス川崎田島 川崎市川崎区鋼管通１－１９－１７   

27   あいだっくネットα 
川崎市川崎区鋼管通２－１０－１９ 

ハイツサンシャイン１階 
  

28   ちぇりー 川崎市川崎区桜本１－８－６   

 

【事業所分布図】 



事業所

NO.1

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：     5 名 非常勤：     3 名

専門職配置 児童発達支援管理責任者、児童指導員

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0006
川崎市川崎区砂子1-7-5 タカシゲビル2階

０４４－２２１－０７７２

０４４－２２１－０７７３

ml_isago_jr_p@litalico.co.jp

無 無

1日：10名 小学1年生～高校3年生

LITALICOジュニア川崎砂子教室

picture

　　2015年　　12月　　1日

㈱LITALICO

https://junior.litalico.jp/school/kanagawa/isago/

日～土

平日：14:00～20：00　土日：10:00～17：00

通常と変わりなし　【平日：14:00～20：00　土日：10:00～17：00】

夏季閉所（年3日）　年末年始

1日の職員数：    4　名

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

児童発達支援も併設しているため、明るく賑やかな教室で
す。
LITALICOの他のサービスの紹介はもちろん、LITALICOの就労
支援に繋がるまでの支援ができることも魅力です。

京急川崎駅より徒歩4分
JR川崎駅より徒歩7分

現在の登録者

障がい種別
知的障がい児、発達障がい児

可

活動内容

個別指導、集団指導のソーシャルスキルのプログラム、学習支援を通して、学校生活で必要な社会
性を養います。
成功体験を大切にしながらお子さん自身の自己肯定感を高め、色々なことに挑戦する力を引き出し
ています。
保護者の方にも協力いただき、お子さんの認知特性にあわせた支援内容の検討、お子さんの得意な
ことに注目した支援内容の検討も力を入れています！

無
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事業所

NO.2

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：5 名 非常勤：5 名 1日の職員数： 7　　名

専門職配置 介護福祉士 児童指導員 児童発達管理責任者 教員

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

アプリ児童デイサービス川崎桜本

picture

　2017年　　4月　　1日

つむぐ株式会社

所在地
〒210-0834
川崎市川崎区大島3-34-13

０４４－５８９－５２９０

０４４－５８９－５２９１

ap.kawasakura@gmail.com

http://tsumug.jp/

日曜日以外

学校ある日　13：30-17：30　　学校ない日10：00-16：00

10：00-17：30

日曜日、12/31 、 1/1 、1/2、 1/3

なし 応相談

10名 5歳-18歳

現在の登録者
障がい種別

応相談 有

様々なプログラムを通して児童の好きを見つけていきます。
土曜日祝日はクッキングや外出や工作など季節感のあるイベ
ントを楽しんでいます。

有 車

活動内容

放課後の個別の療育と集団でのソーシャルスキルトレーニングをご要望に合わせて楽しくプログラムを
つくっています。運動やゲームを取り入れた活動も多く児童と一緒に好きな事を探していくことを日々
の活動の中心にしています。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.3

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　４ 名 非常勤：　２ 名

専門職配置

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地

〒210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13
コーポ綿屋第2　101号室

０４４－２８０－８９９５

０４４－２８０－８９９６

info@initias.co.jp

児童発達支援管理責任者・保育士・教職員免許所持者・児童指導員

TAKUMI(たくみ）
　　　　川崎教室

picture

　　2019　年　　7　月　　１　日

イニシアス株式会社

http://initias.co.jp/

月・火・水・金・土

平日：14:00～18:00　　土：10:00～15:45

同上

木・日・年末年始（12月30日～１月3日）

1日の職員数：５名

無 要相談

１日１０名 ３～１８歳

現在の登録者
障がい種別

知的障がい児・発達障がい児

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

子供たちに自信を！
障がいがあっても、出来ることは沢山あるし、出来ないと
思っていることでも、ゆっくり頑張れば必ず出来るようにな
る。
そのことを私たちは、運動を通して子供たちに伝えたい。
そして、出来た喜びを沢山感じて未来にむっかて大きく羽ば
たいて欲しい！

無 無

無

活動内容

専門性の高いスタッフが体幹・姿勢・ストレッチ・体操を取り入れた運動療育を行っています。
また、運動以外にも学校や社会で必要となるソ－シャルスキルの習得も支援しています。
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事業所

NO.4

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　　4 名 非常勤：　　4 名 1日の職員数：　5  名

専門職配置

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地

〒210-0834
　川崎市川崎区大島５－１５－５
　　マンションフジＡ－２

０４４－５８９－８９３７

０４４－５８９－８９３８

rehabili-oshima@atnet.life

有（どのようなケアも相談可） 有（どのようなアレルギーも相談可）

通所運動療育
障がい児リハビリセンター大島

picture

　2017年　11月　28日

株式会社ＡＴ

http://care-net.biz/14/athokagoday/

月・火・水・木・金

授業終了後～17：00（学校休業日10：00～17：00）

夏・冬・春期休校日　10:00～17:00

土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

児童発達支援管理責任者・児童指導員・看護師・理学療法士

1日：5名 小学1年生～高校3年生

現在の登録者

障がい種別
重症心身障がい児

可 無（車いす使用可、その他ベッド対応可）

法人内で訪問看護ステーションがあるため、個別での重点的なリ
ハビリをご希望される場合は、そちらと連携して自宅での生活環
境ともに支援していく事が可能です。
入浴環境も整えておりますので、サービス利用中の入浴も可能で
あり、ご家族様の介護負担も軽減致します。
障がいをその人の個性の一つとして捉え、障がいのあるなしにか
かわらず、その人がその人らしく当たり前のように生活できるた
めのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

臨港バス「臨港病院前」バス停より徒歩1分

有 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）がおりますので活動プログラムにもリハビリの視点
を持って実施します。運動プログラム、リハビリテーション、療育プログラム、感覚活動、季節の製
作などを提供しながら、ポジショニング・適正な装具の使用・残存能力の維持向上・心身の安定・発
達を目指します。また医療的ケア（経管栄養や吸引等）が必要なお子様も安心してご利用いただけま
す。看護師も常駐しているため医療面のケアも安心です。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.5

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 5名 非常勤： 10名 1日の職員数： 5名

専門職配置 児童発達支援管理責任者、児童指導員、言語聴覚士、保育士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

TEENS川崎

picture

　　2016年　　01月　　04日

株式会社　Kaien

所在地
〒210-0023
川崎市川崎区小川町14-19 浜屋八秀ビル２階

０５０－２０１８－２５７１

０５０－２０１８－０９０７

teens-kc@teensmoon.com

https://www.teensmoon.com/

月・火・水・木・金・土・日                    

＜月・金＞15:30-18:40　＜火・水・木＞10:30-13:30、15:30-18:40　＜土・日・祝日＞10:30-16:00

＜月～金＞10：30～11：50、13：00～16：10　　＜土・日・祝日＞10:30-16:00

年末年始等（一部祝日）

なし（応相談） 応相談（飲食提供はイベント時のみ）

・お仕事体験では、はたらく力を育てるための専門プログラム
を提供しています。「SNS講座」「eスポーツ」等の新プログラ
ムも続々増加中です！

10 6歳程度～18歳

現在の登録者
障がい種別

発達障がい、知的障がい、高次脳機能障がい、他

可 なし

なし

活動内容

様々なプログラムを通して、「自尊心」「段取り力」「コミュニケーション」の力を育んでいます！
☆日中支援（平日日中）、学習支援（放課後）：教科学習やPC、制作活動等個々の活動に取り組んでいた
だいています。日中支援は、不登校のお子さんや通信制高校を利用されているお子さんの利用が多いで
す。
☆お仕事体験（土日）：「経理部」「カフェ」等様々な業種、PCコース等のプログラムがあります。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.6

指定年月日

設置法人

〒　210-0023

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日 月・火・水・木・金・土、祝、　春、夏、冬期休校時

サービス提供時間 平日：14：00～18：00（各学校の下校時間に準ずる）土：10：00～17：00

長期休暇の時間 春、夏、冬期休校時　10：00～17：00

休業日 日、年末年始（12月28日～1月4日）

職員の総数 常勤： 4名 非常勤： 5名 1日の職員数： 6.5名

専門職配置

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
川崎市川崎区小川町18番地14-101

０４４－２０１－７７３４

０５０－３７３０－５４２２

wish.f7734@gmail.com

知的障害・発達障害

ウィッシュ・フレンズ
川崎小川町

picture

　　2015　年　3　月　1　日

株式会社ｳｨｯｼｭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

http://wish-g.jp

児童発達支援管理責任者・介護福祉士・社会福祉士

不可 有

10　　名 小学1年　～　高校3年

15：30　おやつ 12：00　昼食

基本的には不可
（現在は利用児童有、相談可）

無し

上記同様、車いすごとの送迎は不可 　送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

平日 土曜日・学校休業日

14：00　自由時間 10：00　始まりの会 17：00　送迎開始

15：00　始まりの会 11：00　外遊び・外出

現在の登録者
障がい種別

16：00　個別支援 13：00　自由時間

16：30　集団活動 14：00　個別支援

17：00　自由時間 15：00　集団活動

・毎週火曜日に3事業所合同で運動日として取り入れています。各
施設の指導員と児童の交流を目的にしています。月1回の合同遠足
や各月の季節のお祭り等、地域の活動にも進んで参加をしていま
す。外出では車だけではなく社会性スキルを養うため公共交通機関
の利用をするなど工夫した活動を行っています。個別活動の時間は
学習をするお子様の他、「作業活動」も取り入れています。

ＪＲ川崎駅より徒歩8分

京急八丁畷駅より徒歩5分

17：30　帰りの会 15：30　おやつ

18：00　送迎開始 16：45　帰りの会

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.7

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　３ 名 非常勤：　３ 名

専門職配置

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地

〒210-0848
神奈川県川崎市川崎区京町1-17-21
木戸ハイム101号室

０４４－２０１－６８５３

０４４－２０１－６８５４

exceed.earth@gmail.com

児童発達支援管理責任者・児童指導員・強度行動障害支援者・医療的ケア児童支援・心理カウンセラー

放課後等デイサービス
　　　　　　　アンファン

picture

　2019年　　3月　　1日

株式会社エクシード・アース

https://h-navi.jp/support_facility/facilities/158298

月・火・水・木・金・土、祝日　　夏、冬期休校時

平日：14：00～18：00　　土・祝：10：00～16：00

夏、冬期休校時　10:00～16:00

日、年末年始（12月30日～1月3日）

1日の職員数：４名

　有（応相談） 　有（応相談）

１日１０名 小学1年～高校3年

現在の登録者

障がい種別
発達障害・知的障害

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

学習を通して生活習慣や
生活能力の向上に力を入れています。

教室内では勉強だけでなく
四季ごとのイベントを行い
長期休暇はお出掛けもあり
楽しく過ごしています。

不可 無

有 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

利用児童が将来社会生活を送るうえで出来るだけ困らないように
アンファンでは学習とコミュニケーションをサポートしています。

社会勉強を兼ねた課外活動を通して、
個性を大切にした支援を行っております。
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事業所

NO.8

指定年月日

設置法人

〒210-0848　

川崎市川崎区京町2-15-6神和ビル1F

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　３ 名 非常勤：　５ 名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・保育士・教職員免許（小・中・高校）所持者・児童指導員

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地

０４４－３３３－６７８８

０４４－３３３－３４５６

aimu@mx1.alpha-web.ne.jp

http://www.danke-day.jp/index.html

無し 無し

どれみだんけ川崎

picture

　　2016年　　4月　　1日

あいむ株式会社

月・火・水・木・金

10：00～12：00、13：00～18：00

土、日、祝日、夏期８月１３日から１５日、年末年始12月２９日～１月４日

1日の職員数：４～６名

１日１０名 　　　0～１８歳（高校卒業）

現在の登録者

障がい種別
発達障害・知的障害児・肢体不自由・ダウン症

可 車椅子スペースのみ

発語が気になるお子様のお手伝いをしています。
日本語の抑揚を音に乗せることで、言葉が出やすくなりま
す。母音から、九九や慣用句など幅広いプログラムで、こ
とばの促しを楽しく行っています。お子様１人に対し、講
師が１～３人で対応し、音楽を基本に聴覚認知力を高めな
がら、お子様に合った指導方法で発語につなげていきま
す。

無し

活動内容

ことば音楽療法です。堀田メソッド特有のミソラの３音に乗せて、母音や絵本、マラカスなどを
用い、発語を促しています。ことばを音節に分解して、ミソラで歌いながら発語のお手伝いをし
ています。
日本語には、古来よりわらべ歌（例：はないちもんめ）などにみられるミ・ソ・ラを使った独特
の抑揚があります。この抑揚をベースにして日常語をリズムとメロディに乗せ、ことばの習得と
発達を促すうえで効果を上げた活動をメソッドとして体系づけたものです。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.9

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 5名 非常勤： 3名 1日の職員数： 5名

専門職配置 児童発達支援管理責任者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

COMPASS発達支援センター川崎

picture

　　2016年　　7月　　1日

株式会社　三葉

所在地
〒210-0848　
川崎市川崎区京町2-24-2

０４４－２０１－１１４８

０４４－２０１－１１４７

compass.kawasaki@e-mitsuba.co.jp

https://www.compass-mitsuba.com/

月・火・水・木・金・土

11：00～17：00

10：00～16：00

国民の祝日及び12月29日～1月3日

不可 要相談

10名 0～18歳

現在の登録者
障がい種別

不可 無

諦めず繰り返し繰り返し、お子様に合わせた課題に一緒に取
り組み、小さな成功体験を積み重ねる事によって自身に繋
げ、未来の笑顔が広がる支援に取り組んでおります。

有 車

活動内容

発声・発語を中心とした療育から、指先の微細運動や、読み書き・学習支援などに取り組んでおり
ます。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.10

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　　3 名 非常勤：　　4 名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・介護福祉士・中、高教員免許取得者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0848
川崎市川崎区京町3-6 -6

０４４－２８０－６４４３

０４４－２８０－６５４０

mumon-kyoumachi@k-yuyu.com

無

夢門塾川崎京町

picture

　　2018　年　　8　月　1　　日

介護福祉サービス株式会社

月・火・水・木・金・土/春、夏、冬期休校時

平日　14:30～17:30   土　10:00～16:00

春、夏、冬休校時　10:00～16:00

 　日、祝日、年末年始（12月30日～１月3日）

1日の職員数：５名

１日：１０名 小学校１年～高校３年

現在の登録者
障がい種別

発達障がい（自閉スペクトラム、アスペルガー、ＡＤ／ＨＤ、他）　知的障がい

不可 無

川崎駅(京町循環)→小田公園前
下車、横断歩道渡りすぐ。

有（川崎区、幸区、鶴見区一部） 送迎車にて学校や自宅まで

活動内容

夢門塾では人生を生き抜く力を育てるをモットーに子ども達が健全な精神を育んでいくことを重点に活動し
ています。
活動内容としては、運動、学習（宿題）、ＳＳＴ等、また長期休校時はクッキングや外出イベントなどを行
い、子ども達にとって、安心できる居場所作り、子ども達が笑顔で『楽しい！！また来たい！！』と言って
くれる施設を目指してスタッフ皆で知恵を出し合い取り組んでおります。
「どんなところなのかな～」「ちょっと、覗いてみたいな」興味を持っていただけたら嬉しいです！
見学等、随時お受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
スタッフ一同、お待ちしております♪

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.11

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： ２名 非常勤： ３名 1日の職員数： ３名～

専門職配置

医ケア対応 アレルギー対応

定員 １０名 対象年齢 小・中・高の障害児

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

カナガク自立支援学習センター
放課後デイ 川崎新川通校

ｎo picture

　　2013年　11月　1日

株式会社　日本教育指導協会

所在地

〒2100013
川崎市川崎区新川通１１-１２金子ビル４
階

０４４－５８９－７１７７

０４４－５８９－７１７８

kanagaku_kawashin@yahoo.co.jp

http://houkago-day.jp

月曜～土曜

放課後１４：３０～１８：３０　　休日１０：３０～１６：３０

１０：３０～１６：３０

日曜、年末年始

現在の登録者
障がい種別

軽度知的障害、自閉症スペクトラム、広汎性発達障害、ＬＤ等

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

学習面では学校の宿題以外にも漢字検定や算数検定の希望を
取り、積極的に取り組んでいます。またコグトレ療育も取り
入れ認知作業トレーニングにも取り組んでいます。毎月野外
活動があり、遠足やバーベキューなど集団で活動を楽しめる
場を提供しております。

無 無

有 送迎車

活動内容

①学習（学校の宿題や検定、自主課題、コグトレ等）
②おやつ
③集団または自由活動等
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事業所

NO.12

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 4名 非常勤： 7名 1日の職員数： 5名

専門職配置

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0806
川崎市川崎区中島2-1-3　クレストＨＹ102

０４４－２４５－１１３３

０４４－２３３－１２００

terakoya-kids-kawasaki@d-and-i.jp

無 無

テラコヤキッズ川崎教室

picture

　　2014年　　3月　　1日

株式会社Ｄ＆Ｉ

https://terakoya-kids.di-corp.jp/room/kawasaki/

日・月・火・水・木・金　（ただし祝日は休み）

平日　14：00～17：00　日曜・祝　11：00～17：00（10：00～送迎開始）

夏・冬期休校時　11：00～17：00

土、祝日、お盆休み、年末年始（12/29～1/4）

児童発達支援管理責任者・保育士・臨床心理士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士

1日：10名 小学1年～高校3年

現在の登録者
障がい種別

肢体不自由、知的障がい児、発達障がい児

可 無

私達は毎日の活動の中で、一人一人の小さなお手伝いや親切
を見逃さず、その都度「ありがとう」と言葉で伝える事を大
切にしています。「ありがとう」と言われたとき、子どもの
目が輝き、自信に満ちた表情になります。「ありがとう」は
子供たちの自己肯定感を育む魔法の言葉だと感じています。

有 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

『調理』『外出』『リクエスト』が活動（イベント）の3本柱で、1週間単位で毎日イベントがあり
ます。『調理』は本物の包丁やガスや調理用具を使い、道具の使い方や”危険”について体験す
る。『外出』は交通費等を自己管理し、バスや電車などの公共交通機関を使い、公共のルールを守
り人の目に触れる中で”社会性”が自然に身につく。『リクエスト』は、活動をその日に決めるイ
ベントで、子ども達がミーティングで自分の希望を伝えあったり希望が叶わない時の気持ちの切替
えを学びます。またお祭りイベントの模擬通貨で客として買い物をし、お金が無くなったら働いて
お金を稼ぐ体験をします。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

外出イベント「羽田空港整備場見学」

バス、京急、東京モノレールを乗り継いで行きました。

サンピアンかわさき

（市立労働会館）

ローソンストア１００

川崎市立川崎高等学校

テラコヤキッズ川崎教室

労働会館前

市立川崎高校前
「市立川崎高校前」徒歩０分

「労働会館前」徒歩７分

至

川

崎

駅
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事業所

NO.13

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　10 名 非常勤：　15 名

専門職配置 児童発達管理責任者 保育士 言語聴覚士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 児発10 放デイ10 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0806
川崎市川崎区中島2-10-5-101

０４４－５８９－８９１９

０４４－５８９－８９２０

info@copainsakurakawasaki.com

無し（応相談） 有（可視化）

0～18

こぱんはうすさくら川崎港町教室

picture

　　2017　年　　11　月　　1　日

株式会社ラ・ヴィータ

http://copainsakurakawasaki.com

月・火・水・木・金・土・日　　　春、夏、冬期休校時

平日9時30分～17時30分、土日祝日10時～16時　（9時送迎開始）

同上

年末年始

1日の職員数：12　　名

現在の登録者
障がい種別

発達障害、知的障害、肢体不自由

応相談 有

活動内容

有 送迎車両にて学校や自宅まで

・課外活動（ディズニーランド、水族館、大規模公園、動物園、科学館など）毎月複数回実施
・知育、知能訓練及び運動療育
・音楽や絵本や遊びを活用した情緒表現力の向上
・他社との関わりを重点にしつけやルールを吸収する力の充実

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

・全国に70教室以上ある安心のブランド
・教室長は世界一のテーマパークの元教育担当
・児童発達支援も送迎可能
・土日祝日も運営
・子どもの成長に責任を持ちます
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事業所

NO.14

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：5 名 非常勤：3 名 1日の職員数：5 名

専門職配置 児童発達管理責任者 保育士 作業療法士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 児発5 放デイ5 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-18

０４４－２０１－９１２０

０４４－２０１－９１２１

info@copainsakurakawasaki.com

0～18

こぱんはうすさくら富士見教室

picture

　　2018　年　　8　月　　1　日

株式会社ラ・ヴィータ

http://copainsakurakawasaki.com

月・火・水・木・金・土・日　　　春、夏、冬期休校時

平日9時30分～17時30分、土日祝日10時～16時　（9時送迎開始）

同上

年末年始

無し（応相談） 有（可視化）

現在の登録者

障がい種別
発達障害、知的障害、肢体不自由

応相談 有

活動内容

有 送迎車両にて学校や自宅まで

・課外活動（ディズニーランド、水族館、大規模公園、動物園、科学館など）毎月複数回実施
・知育、知能訓練及び運動療育
・音楽や絵本や遊びを活用した情緒表現力の向上
・他社との関わりを重点にしつけやルールを吸収する力の充実

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

・全国に70教室以上ある安心のブランド
・教室長は世界一のテーマパークの元教育担当
・児童発達支援も送迎可能
・土日祝日も運営
・子どもの成長に責任を持ちます
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事業所

NO.15

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：10 名 非常勤：15 名

専門職配置 児童発達管理責任者 保育士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 児発10 放デイ10 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0845
川崎市川崎区渡田山王町6-12-1階

０４４－２８０－７６０２

０４４－２８０－７６０３

info@copainsakurakawasaki.com

無し（応相談） 有（可視化）

0～18

こぱんはうすさくら川崎京町教室

picture

　　2017　年　　3　月　　1　日

株式会社ラ・ヴィータ

http://copainsakurakawasaki.com

月・火・水・木・金・土・日　　　春、夏、冬期休校時

平日9時30分～17時30分、土日祝日10時～16時　（9時送迎開始）

同上

年末年始

1日の職員数：12　名

現在の登録者

障がい種別
発達障害、知的障害、肢体不自由

応相談 有

活動内容

有 送迎車両にて学校や自宅まで

・課外活動（ディズニーランド、水族館、大規模公園、動物園、科学館など）毎月複数回実施
・知育、知能訓練及び運動療育
・音楽や絵本や遊びを活用した情緒表現力の向上
・他社との関わりを重点にしつけやルールを吸収する力の充実

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

・全国に70教室以上ある安心のブランド
・教室長は世界一のテーマパークの元教育担当
・児童発達支援も送迎可能
・土日祝日も運営
・子どもの成長に責任を持ちます
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事業所

NO.16

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　6名 非常勤：　5名

専門職配置 看護師 4 PT・OT 3 心理 1

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0802
川崎市川崎区大師駅前１－２－９

０４４－２８０－６６７６

０４４－２８０－６１７６

info@daishist.org

対応あり

 療養通所介護まこと

　　2016年　　7月　　27日

医療法人　誠医会

https://www.daishist.com/

　月曜日~金曜日　（　祝日を除く）

　１３：００～１７：００

　要相談（１１：００位より）～１７：００

　土日祝日、年末年始（12月30日～1月3日）

1日の職員数：　6～10名

5名 0才～

現在の登録者

障がい種別
　重度障害　1名　　重度重複障害　３名

あり あり

　病状が不安定であったり、医療的ケアが必要な方のための
　事業所です。

京浜急行大師線　川崎大師駅より
ごりやく通りに入って徒歩約３分

あり リフト車

活動内容

　療養通所介護と生活介護、児童発達支援との多機能型事業所です。
活動は個別のスケジュールで行っております。主として医療的なケアが必要な方を対象としてい
ます。
人工呼吸器や気管切開、経管栄養などおおよその医療的ケアに対応しております。
自宅での入浴が困難な方の場合には、事業所での入浴が可能です。リハビリも充実しておりま
す。

　 地図及びアクセス
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事業所

NO.17

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 3名 非常勤： 5名 1日の職員数： 5～6名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・児童指導員・教員・強度行動障害支援者研修済み者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

ハーティーパーチ大師公園East

picture

　　2018年　　　5月　　　1日

一般社団法人UNITE

所在地
〒210－0814
川崎市川崎区台町9-2勝碕ビル1F

０４４－２０１－６８７４

０４４－２０１－１７６４

hearty_perch.daishipark-east@unite.or.jp

http://unite.or.jp

月・火・水・木・金・土・祝日・夏、冬期休校時

平日：13：30～17：30　　　土・祝日：10：00～16：00（9：00送迎開始）

夏、冬期休校時：10：00～16：00

日、夏季休業日(8月13日、14日)、年末年始（12月30日～1月3日）

無 有（食べ物・エピペン）

1日：10名 小学1年～高校3年

現在の登録者

障がい種別
肢体不自由・知的障害・発達障害

可 有

有 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

・簡単な調理実習をします。（児童に大人気ホットケーキやクッキーなど）
・季節に合わせたイベントをします。（夏祭りやクリスマスなど）
・工作やレクリエーションをします。（簡単な工作、室内ゲームなど）
・宿題・個別課題をします。（一人一人に合った課題を用意します。）
・公園など遊びに行きます。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.18

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　3 名 非常勤：　5　名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・児童指導員・教員・強度行動障害支援者研修済者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

・公園・ドライブなど課外活動

・季節に合わせたイベント　（夏祭り・クリスマス・ハロウィンなど）

・工作やレクリエーション　（簡単な工作・室内ゲーム・貼り絵など）

・宿題・個別課題　（一人一人に合った課題を個別スペースで行います。）

所在地
〒210-0814　
川崎市川崎区台町9-2勝碕ビル１階

０４４－２０１－１７８４

０４４－２０１－１７６４

hearty_perch.daishipark-west@unite.or.jp

無 有（食べ物・エピペン）

ハーティーパーチ大師公園West

picture

　　　2018年　　　5月　　　1日

一般社団法人UNITE

月・火・水・木・金・土・祝日・夏、冬期休校時

平日：13:30～17:30　　土・祝日:10:00～16:00（9：00送迎開始）

夏、冬期等休校時:10:00～16:00

日、夏季休業日（8月13日、14日）、年末年始（12月30日～1月3日）

1日の職員数：  5～6　名

1日：10名 小学1年～高校3年

現在の登録者

障がい種別
肢体不自由・知的障害・発達障害

可 有

有 送迎車両にて学校や家庭まで

活動内容

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.19

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　　3 名 非常勤：　　2 名

専門職配置 児童発達管理責任者、保育士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0804
川崎市川崎区藤崎3-9-7

０４４－２７６－９７６６

０４４－２７６－９７６７

kawasaki@smart-kidsplus.jp

無 有（おやつアレルギー対応可）

スマートキッズプラス川崎

　　　2016　年　7　月　1　日

スマートキッズ株式会社

https://smart-kids.co.jp/

月・火・水・木・金　　祝日開室

平日：13：30～18：00　祝日：10：00～16：00　

10：00～16：00（延長8：30～10：00、16：00～18：30）

土・日曜日、年末年始

1日の職員数：　5　名

1日：10名 小学1年～6年

現在の登録者

障がい種別
知的障がい、発達障がい

不可 無（手すり有り）

生活習慣や生活能力の向上に力を入れながら、毎日の療育や
特別開室時の課外活動、調理活動に取り組んでいます。
子どもたちが安心・安全に過ごせる居場所を提供していきま
す。

川崎駅からバス乗車⇒藤崎一丁目バス停
下車徒歩2分

有（送迎範囲内のみ） 　送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

集団療育・・・運動、微細、SST、社会体験プログラム、課外活動
※社会体験プログラム：お買い物体験、レストラン学習等
　課外活動：公園遊び、博物館や科学館への外出等

個別療育・・・宿題、一人ひとりに合わせた課題（プリントや、生活力の向上を図る課題等）

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.20

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： ４名 非常勤： ２名 1日の職員数： ６名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員・強度行動障害支援者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

パソコンあいだっく川崎

picture

　　2018年　4月　　1日

株式会社アイダックデザイン

所在地

〒210-0804
神奈川県川崎市川崎区藤崎4-7-1　　　　　
　　　メゾンヒラオカ201

０４４－２７６－６６７６

０４４－２７６－６６７９

nittei-uketsuke-kawasaki@ads-aidac.com

http://ads-aidac.com/

月・火・水・木・金・　春、夏、冬期休校時

平日：14：00～17：30

春、夏、冬期休校時　９:00～18:00

土、日、祝日、年末年始（12月29日～1月３日）

無 要相談

１日：１０名 小学1年～高校3年

現在の登録者
障がい種別

知的障がい児、発達障がい

要相談 無

有　 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

「あいだっく」は、「放課後等デイサービス」が国の事業としてスタートした２０１２年より東京で開所した事業所
です。  　　　　　　　　　　川崎では２０１７年１１月から運営を開始しています。

あいだっくの特徴は、アトリエ「絵や工作」・スタジオ「ダンスや楽器」・パソコン「パソコンを楽しむ」・サッ

カー「外で体を動かす」

このように、事業所ごとで内容をわけて、子供たちが 集中しやすい環境を整えて専門スタッフと経験豊富な スタッ

フと一緒に　活動する「日本でも珍しい」事業所です。

「あいだっく」は、障害をもったお子さんの可能性を引き出すお手伝いをします。事業所の空き状況に関しては

http://ads-aidac.com/room_kawasaki.phpをご覧ください。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

25



事業所

NO.21

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 3名 非常勤： 3名 1日の職員数： 5名

専門職配置 児童発達支援管理責任者　児童指導員　音楽療法士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0011
川崎市川崎区浅田3-10-11 アンシャンテ1F

０４４－２２３－６５４１

０４４－２２３－６５４２

joykids-aoki@outlook.com

10名 小学1年～高校3年

放課後等デイサービスJOY KIDS

no picture

  2018年　4月　1日

株式会社Big Forest

http://joykids-358.com/

月～土

授業終了後/13：00～17：30　学校休業日/10：00～16：00

10：00～16：00

日

なし

現在の登録者
障がい種別

知的障害・自閉症スペクトラム・注意欠陥多動性障害等

なし あり

あり 車

活動内容

子どもが「楽しい！」と思えることを取り入れながら
・運動療法
・音楽療法
・お出かけ
の3種類を軸に活動しています。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

・広い施設を利用し、雨の日でも思い切り身体を動かして遊
べること
・近くに公園があり、自由時間等に遊びに行けること
・庭があり、野菜や果物を育て、クッキングに使用するなど
の食育もできること
・音楽や運動の活動を通し、リズム感や音感、体幹トレーニ
ングだけでなく、順番を待つ、相手に譲る等のソーシャルス
キルを育てることができること
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事業所

NO.22

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　3 名 非常勤：　5 名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0846
川崎市川崎区小田4-35-11

０４４－５８９－８２６５

０４４－５８９－８２６６

info@hinata-boco.com

無し 要相談

ひなたぼっこ　おだの家

picture

2017年7月1日

一般社団法人ひなたぼっこ

http://hinata-boco.com

月・火・水・木・金・土、　　祝日、夏期、冬期休校時

平日：14:00（放課後）～17:30　休校日：11:00～17:30（10:00送迎開始）

夏期、冬期休校時　11:00～17:30

日曜日、年末年始（12月28日～1月5日）

1日の職員数：2～6　名

1日：10名 小学1年～高校3年

現在の登録者

障がい種別
発達障がい、知的障がい

要相談 無し

”Learn By Playing!!”～「遊び」は発達の原動力です！！～

当事業所は『遊びを通じて主体性を身につけ、自分自身を鍛える』『い
つでも皆が帰りたい場所となる』『児童が自立する為の入口にしたい』

『巣立っていった子供達が、大人になって子供の面倒を見る』『児童の

みならず、親のケアまでできる施設』ことを理念としております。

５小小

分田田

小栄

学駅

校：

前徒

：歩

徒15

歩分

有り 送迎車両または公共交通機関

活動内容

・SST（社会性スキルトレーニング）を主とした療育活動。・家庭及び学校との個別相談支援。
・自立支援、発達支援、LD（学習障害）支援、QOL（生活の質）の向上。

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

◎次のような想いのある方へ、当所をおススメ致します！
・子どもの将来が見える施設があったら…

・子どもの”想いが叶う”楽しい生活をさせてあげたい。
・とにかく楽しんで通ってくれる施設がいい。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.23

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 3名 非常勤： 6名 1日の職員数： 5名

専門職配置 児童発達管理支援責任者・介護福祉士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 １日 10名 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

所在地
〒210-0843
川崎市川崎区小田栄1-6-8

０４４－３２８－７８４５

０４４－３２８－７８４６

odasakae@rise-ds.com

小学校1年生～高校3年生

ライズ児童デイサービス小田栄

　　2016　年　　　7月　　　1日

有限会社エスエヌ企画

www.rise-odasakae.com/

日、月、火、水、木、金、土

平日13：30-17：30　休日10：00-16：00

10：00-16：00

基本的になし

無し 無し

現在の登録者

障がい種別
発達障がい、知的障がい児、肢体不自由

可 無

活動内容

有り 送迎車両にて各学校や家庭まで

・遊びや学びを通じて精神的、身体機能を最大限に伸ばしていきます。集団活動の1日の決まった活動を行う
ことによりお友達との関りやコミュニケーション能力を身に付けて行きます。天気の良い日には、近くの公
園に行き体を沢山動かし運動も多く取り入れています。

・週に1度外部からダンスの講師に来て頂きダンス活動も行っていて半年に1度発表会を行ったり、講師の方
のイベントへダンスの出演をさせて頂くこともあります。
・学校がお休みの日には、調理活動や外出レクで沢山の経験を積みながら社会との関りや興味の幅を広げ
様々な可能性を増やしていきます。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス

・平日は塗り絵や工作をお友達と一緒に作り、祝日は様々な
場所へ行き沢山の新しい経験を積むことで、たくさんの可能
性を引き出し楽しく過ごせるよう支援させていただいていま
す。
・小学生や中学年の子が多く、小学校低学年生のお子様は特
に年齢が近い子たちが多いので、お友達と関係性の構築がで
きやすい環境です。
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事業所

NO.24

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： 3名 非常勤： 5 1日の職員数： 5～6名

専門職配置 児童発達支援管理責任者 保育士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

ハーティーパーチプラス

picture

　　2018年　　8月　　1日

一般社団法人UNITE

所在地
〒210-0852　
川崎市川崎区鋼管通1-5-4

０４４－２２３－８０８８

０４４－２２３－８０９９

hearty_perch.plus@unite.or.jp

月曜～土曜　夏・冬期休校時

平日　13：30～17：30　　　土・祝　10：00～16：00　（児発10時～14時）

夏・冬期休校時　10：00～16：00

日曜日　　夏季（8/13.8/14）年末年始（12/30～1/3）

なし 有(食べ物・エピペン）

児発　10　　放デイ10 0～18

現在の登録者
障がい種別

肢体不自由児・知的・発達障害

可 有

有 送迎車両にて学校や各ご家庭まで

活動内容

☆　畑を借りて、野菜を育てています。
☆　児童みんなで集団行動を楽しんでいます。
☆　夏休みは事業所でお祭りやプールなどを開催します。　
☆　ブログやホームページも御座いますのでご覧ください。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.25

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： ３名 非常勤： ４名 1日の職員数： ６名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員・強度行動障害支援者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

アトリエあいだっく川崎

picture

　　2017年　11月　1日

株式会社アイダックデザイン

所在地

〒210-0852
川崎市川崎区鋼管通１丁目18-2
ハイツ田島１F

０４４－２０１－８９３３

０４４－２０１－８９３２

nittei-uketsuke-kawasaki@ads-aidac.com

http://ads-aidac.com/

月・火・水・木・金・　春、夏、冬期休校時

平日：14：00～17：30

春、夏、冬期休校時　９:00～18:00

土、日、祝日、年末年始（12月29日～1月３日）

無 要相談

１日：１０名 小学1年～高校3年

現在の登録者

障がい種別
知的障がい児、発達障がい

要相談 無

有　 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

「あいだっく」は、「放課後等デイサービス」が国の事業としてスタートした２０１２年より東京で開所
した事業所です。　　　　　　　　　　川崎では２０１７年１１月から運営を開始しています。
あいだっくの特徴は、アトリエ「絵や工作」・スタジオ「ダンスや楽器」・パソコン「パソコンを楽し
む」・サッカー「外で体を動かす」
このように、事業所ごとで内容をわけて、子供たちが 集中しやすい環境を整えて専門スタッフと経験豊富
な スタッフと一緒に　活動する「日本でも珍しい」事業所です。
「あいだっく」は、障害をもったお子さんの可能性を引き出すお手伝いをします。事業所の空き状況に関
してはhttp://ads-aidac.com/room_kawasaki.phpをご覧ください。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.26

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤：　　6 名 非常勤：　　4 名 1日の職員数： 7　名

専門職配置 児童発達管理責任者・児童指導員・保育士・介護福祉士・教員

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

アプリ児童デイサービス川崎田島

picture

　　2015年　　12月　　1日

つむぐ株式会社

所在地
〒210-0834
川崎市川崎区鋼管通1-19-17

０４４－２０１－４３９６

０４４－２０１－４４１１

ap.kawatajima@gmail.com

http://tsumug.jp/

日曜日以外

学校のある日　13：30-17：30　　学校のない日10：00-16：00

10：00-17：30

日曜日、12/31 、 1/1 、1/2、1/3

なし 応相談

10名 5～18歳

現在の登録者

障がい種別
知的障害・発達障害・肢体不自由

応相談 あり

様々なプログラムを通して児童の好きを見つけていきま
す。土曜日祝日はクッキングや外出や工作など季節感のあ
るイベントを楽しんでいます。

あり 送迎車両

活動内容

放課後の個別の療育と集団でのソーシャルスキルトレーニングをご要望に合わせて楽しくプログ
ラムをつくっています。運動やゲームを取り入れた活動も多く児童と一緒に好きな事を探してい
くことを日々の活動の中心にしています。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.27

指定年月日

設置法人

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： ４名 非常勤： ４名 1日の職員数： ６名

専門職配置 児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員・強度行動障害支援者

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

あいだっくネットα

picture

　　2017年　11月　1日

株式会社アイダックデザイン

所在地

〒210-0852
川崎市川崎区鋼管通2丁目10-19
ハイツサンシャイン１F

０４４－５８９－８８０３

０４４－５８９－８８０４

nittei-uketsuke-kawasaki@ads-aidac.com

http://ads-aidac.com/

月・火・水・木・金・土　春、夏、冬期休校時

平日：14：00～17：30　　　　土曜日：９:00～18:00

春、夏、冬期休校時　９:00～18:00

日、祝日、年末年始（12月29日～1月３日）

無 要相談

１日：１０名 小学1年～高校3年

現在の登録者

障がい種別
知的障がい児、発達障がい

要相談 無

有　 送迎車両にて学校や各家庭まで

活動内容

「あいだっく」は、「放課後等デイサービス」が国の事業としてスタートした２０１２年より東京で開所
した事業所です。　　　　　　　　　　　川崎では２０１７年１１月から運営を開始しています。
あいだっくの特徴は、アトリエ「絵や工作」・スタジオ「ダンスや楽器」・パソコン「パソコンを楽し
む」・サッカー「外で体を動かす」
このように、事業所ごとで内容をわけて、子供たちが 集中しやすい環境を整えて専門スタッフと経験豊富
な スタッフと一緒に　活動する「日本でも珍しい」事業所です。
「あいだっく」は、障害をもったお子さんの可能性を引き出すお手伝いをします。事業所の空き状況に関
してはhttp://ads-aidac.com/room_kawasaki.phpをご覧ください。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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事業所

NO.28

指定年月日

設置法人

〒２１０－０８３３                      

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ホームページ

サービス提供曜日

サービス提供時間

長期休暇の時間

休業日

職員の総数 常勤： ４名 非常勤： １２名 1日の職員数： ８名

専門職配置 児童発達支援管理責任者、児童指導員、介護福祉士

医ケア対応 アレルギー対応

定員 対象年齢

車いすの利用 多目的トイレ

送迎の有無 送迎の方法

ちぇりー

　　2013年　12月　1日

社会福祉法人　青丘社

所在地
川崎市川崎区桜本１－８－６

０４４－２７６－８０８２

０４４－２４６－８１６６

http://www.seikyu-sya.com（法人ホームページ）

月・火・水・木・金・土

１０：００～１７：３０

１０：００～１７：３０

日曜・祝日・年末年始（１２/２９～１/３）

なし 応相談

１０名 学齢児（６～１８歳）

現在の登録者
障がい種別

肢体不自由、知的障がい、発達障がい

あり あり

商店街の中にある事業所です。地域の人々とのふれあいや、
桜本子ども文化センター、桜本保育園との連携を大切にして
います。夏休みはプール遊びや、おやつ作りなどのプログラ
ムを取り入れ、活動しています。

交通：川崎駅東口９番乗場から臨港バス「大師」行き下車
徒歩約３分

あり 自動車（福祉車両含む）又は徒歩

活動内容

地域で共に生きることを目指し、生活に必要な療育を家庭、学校、地域と連携しながら行いま
す。

事業所アピールポイント 地図及びアクセス
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・・・

・・・

・・・

電話・・

FAX・・・

電話・・

FAX・・・

電話・・

FAX・・・

電話・・

FAX・・・

・・・ 044-246-0939

・・・ 044-211-3181

または

サービス利用等に関する相談窓口

行政機関

川崎区地域みまもり支援センター 044-201-3215

大師地区健康福祉ステーション 044-271-0162

田島地区健康福祉ステーション 044-322-1984

障害者相談支援センター

かわさき基幹相談支援センター
　044-222-8281

　044-589-5620

地域相談支援センターふじみ
　044-233-9949

　044-246-0941

地域相談支援センターいっしょ
　044-201-6952

　044-201-6952

児童虐待　通報・相談先　(24時間対応)

189 0120-874-124

地域相談支援センターかわさきLife
　044-201-7286

　044-201-7266

専門相談機関

発達相談支援センター

南部地域療育センター
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